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(57)【要約】
　ユーザ装置のユーザに推薦又はターゲット絞り込みコ
ンテンツを提供するための方法／システムは、選出のた
めに１つ又はそれ以上の選択肢を有するユーザ選好アン
ケート（１３０）をユーザ装置（１１ａ～１１ｃ）上に
提示するステップと、各アンケートについてアンケート
の結果を受信及び記憶してユーザプロフィール（１３０
）を作成又は更新するステップと、それぞれのユーザプ
ロフィールに基づいてユーザに適合する他のユーザを識
別するステップと、適合ユーザのうちの１人又はそれ以
上によって好まれるコンテンツであるターゲット絞り込
みコンテンツ及び／又はターゲット絞り込みコンテンツ
の推薦をユーザ装置に提供するステップと、を含む。
【選択図】図１
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　ユーザ装置のユーザに推薦又はターゲット絞り込みコンテンツを提供する方法であって
、
　選出のために１つ又はそれ以上の選択肢を有するユーザ選好アンケートを前記ユーザ装
置上に提示するステップと、
　各アンケートについて該アンケートの結果を受信及び記憶してユーザプロフィールを作
成又は更新するステップと、
　それぞれのユーザプロフィールに基づいて前記ユーザに適合する他のユーザを識別する
ステップと、
　前記適合ユーザのうちの１人又はそれ以上によって好まれるコンテンツであるターゲッ
ト絞り込みコンテンツ及び／又はターゲット絞り込みコンテンツの推薦を前記ユーザ装置
に提供するステップと、
を含む方法。
【請求項２】
　ユーザプロフィールに基づいて前記ユーザに適合する他のユーザを識別するステップは
、コンテンツカテゴリについて前記ユーザと同じ又は同様の選好を有する他のユーザを識
別するステップを含む、ことを特徴とする請求項１に記載の方法。
【請求項３】
　前記適合ユーザのうちの１人又はそれ以上を前記ユーザと関連付けるステップを更に含
み、前記ターゲット絞り込みコンテンツは、前記関連適合ユーザのうちの１人又はそれ以
上によって好まれるコンテンツである、ことを特徴とする請求項１又は請求項２に記載の
方法。
【請求項４】
　ターゲット絞り込みコンテンツ又はターゲット絞り込みコンテンツの推薦を提供する前
記ステップが、前記ユーザに対して、前記適合ユーザ又は関連適合ユーザのうちの１人又
はそれ以上によって好まれるコンテンツへのアクセスを示す又は提供するステップを含む
、ことを特徴とする請求項１～３のうちの何れかに記載の方法。
【請求項５】
　前記適合ユーザのうちの１人又はそれ以上を関連付けるステップは、前記適合ユーザを
前記ユーザ装置上に提示して、関連付けのために前記適合ユーザのうちの１人又はそれ以
上を選択する入力を前記ユーザ装置から受信するステップを含む、ことを特徴とする請求
項４に記載の方法。
【請求項６】
　前記ユーザ選好アンケートは、一方が他方よりも優先して選出できる選出用の２つの選
択肢を含む１次アンケートであり、該１次アンケートは、前記ユーザプロフィールを作成
又は更新するための選出を取得することが主な目的である、ことを特徴とする請求項１～
５のうちの何れかに記載の方法。
【請求項７】
　前記選択肢のうちの１つ又はそれ以上は、１人又はそれ以上の適合ユーザ又は関連適合
ユーザによって好まれるコンテンツに関係し、前記アンケートは、推薦及び／又はターゲ
ット絞り込みコンテンツを提供し、及び／又は前記ユーザプロフィールを作成又は更新す
るための選出を取得する、ことを特徴とする請求項１～６のうちの何れかに記載の方法。
【請求項８】
　前記ユーザ選好アンケートは、選出のために２つ又はそれ以上の選択肢を含む２次アン
ケートであり、該選択肢のうちの１つ又はそれ以上は、１人又はそれ以上の適合ユーザ又
は関連適合ユーザによって好まれるコンテンツに関係し、該２次アンケートは、推薦及び
／又はターゲット絞り込みコンテンツを提供し、及び／又は前記ユーザプロフィールを作
成又は更新するための選出も取得する、ことを特徴とする請求項１～７のうちの何れかに
記載の方法。
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【請求項９】
　１人又はそれ以上の他のユーザに提供されたアンケートを提示して、前記他のユーザが
前記アンケートにどのように応答したかに関する予測を受信するステップを更に含む、請
求項１～８のうちの何れかに記載の方法。
【請求項１０】
　前記アンケートの結果は、前記選択肢のうちの１つ又はそれ以上の選出及び／又は前記
アンケートについてのフィードバックを含む、ことを特徴とする請求項１～９のうちの何
れかに記載の方法。
【請求項１１】
　前記選出は、前記選択肢を好むか好まないかの指示、又は格付けを与えることの指示で
ある、ことを特徴とする請求項１～１０のうちの何れかに記載の方法。
【請求項１２】
　ユーザ装置のユーザに推薦又はターゲット絞り込みコンテンツを提供するためのシステ
ムであって、
　１つ又はそれ以上のユーザプロフィールを記憶するデータベースと、
　コンピュータと、
を備え、前記コンピュータが、
　前記ユーザ装置上での選出のために１つ又はそれ以上の選択肢を有するユーザ選好アン
ケートをユーザ装置に提供し、
　各アンケートについて、前記アンケートの結果を受信及び記憶して前記データベース内
でユーザプロフィールを作成又は更新し、
　それぞれの前記ユーザプロフィールに基づいて前記ユーザに適合する他のユーザを識別
し、
　前記適合ユーザのうちの１人又はそれ以上によって好まれるコンテンツであるターゲッ
ト絞り込みコンテンツ及び／又はターゲット絞り込みコンテンツの推薦を前記ユーザ装置
に提供する、
ようにプログラムされている、システム。
【請求項１３】
　前記コンピュータは、コンテンツカテゴリについて前記ユーザと同じ又は同様の選好を
有する他のユーザを識別することによって、ユーザプロフィールに基づいて前記ユーザに
適合する他のユーザを識別するように更にプログラムされている、ことを特徴とする請求
項１２に記載のシステム。
【請求項１４】
　前記コンピュータは更に、前記適合ユーザのうちの１人又はそれ以上を前記ユーザと関
連付けるようにプログラムされている、ことを特徴とする請求項１２又は請求項１３に記
載のシステム。
【請求項１５】
　前記適合ユーザのうちの１人又はそれ以上を前記ユーザと関連付けるために、前記コン
ピュータは、前記適合ユーザを前記ユーザ装置に提供し、関連付けのために前記適合ユー
ザのうちの１人又はそれ以上を選択する入力を前記ユーザ装置から受信するようにプログ
ラムされている、ことを特徴とする請求項１４に記載のシステム。
【請求項１６】
　ターゲット絞り込みコンテンツ及び／又はターゲット絞り込みコンテンツに対する推薦
を提供するステップが、前記適合ユーザ又は関連適合ユーザのうちの１人又はそれ以上に
よって好まれるコンテンツへのアクセスを提供するステップを含む、ことを特徴とする請
求項１２～１５のうちの何れかに記載のシステム。
【請求項１７】
　前記ユーザ選好アンケートは、一方が他方よりも優先して選出できる選出用の２つの選
択肢を含む１次アンケートであり、該１次アンケートは、前記ユーザプロフィールを作成
又は更新するための選出を取得することが主な目的である、ことを特徴とする請求項１２
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～１６のうちの何れかに記載のシステム。
【請求項１８】
　前記選択肢のうちの１つ又はそれ以上は、１人又はそれ以上の適合ユーザ又は関連適合
ユーザによって好まれるコンテンツに関係し、前記アンケートは、推薦及び／又はターゲ
ット絞り込みコンテンツを提供し、及び／又は前記ユーザプロフィールを作成又は更新す
るための選出を取得する、ことを特徴とする請求項１７に記載のシステム。
【請求項１９】
　前記ユーザ選好アンケートは、選出のために２つ又はそれ以上の選択肢を含む２次アン
ケートであり、該選択肢のうちの１つ又はそれ以上は、１人又はそれ以上の適合ユーザ又
は関連適合ユーザによって好まれるコンテンツに関係し、該２次アンケートは、推薦及び
／又はターゲット絞り込みコンテンツを提供し、及び／又は前記ユーザプロフィールを作
成又は更新するための選出も取得する、ことを特徴とする請求項１８に記載のシステム。
【請求項２０】
　前記コンピュータは更に、１人又はそれ以上の他のユーザに提供されたアンケートを提
示し、該他のユーザが該アンケートにどのように応答したかに関する予測を受信するよう
にプログラムされている、ことを特徴とする請求項１２～１９のうちの何れかに記載のシ
ステム。
【請求項２１】
　前記アンケートの結果は、前記選択肢のうちの１つ又はそれ以上の選出及び／又は該ア
ンケートについてのフィードバックを含む、ことを特徴とする請求項１２～２０のうちの
何れかに記載のシステム。
【請求項２２】
　前記選出は、前記選択肢を好むか好まないかの指示、又は格付けを与えることの指示で
ある、ことを特徴とする請求項１２～２１のうちの何れかに記載のシステム。
【請求項２３】
　ユーザ装置のユーザに推薦及び／又はターゲット絞り込みコンテンツを提供するのに使
用するためにユーザプロフィールを構築する方法であって、
　選出のために１つ又はそれ以上の選択肢を含む少なくとも１つのユーザ選好アンケート
を作成又は選択するステップと、
　前記選好アンケートを前記ユーザ装置上に提示し、各アンケートについて該アンケート
の結果を記憶してユーザプロフィールを作成又は更新するステップと、
を含み、
　前記各ユーザ選好アンケートは、前記ユーザプロフィール、同じ又は同様のプロフィー
ル及び／又はアンケートの応答及び／又はアンケートの選好を有する他の適合ユーザに提
示され及び／又は他の適合ユーザによって作成されたアンケート、前記ユーザ及び／又は
前記他のユーザの予測精度、及び／又は以前のアンケート及び／又はコンテンツの取り込
み履歴のうちの１つ又はそれ以上に基づいて選択／作成され、
前記方法が更に、
　前記ユーザプロフィール及び／又は他の適合ユーザのユーザプロフィールに基づいて、
推薦及び／又はターゲット絞り込みコンテンツを前記ユーザ装置に提供するステップを含
む、方法。
【請求項２４】
　ユーザ装置のユーザに推薦及び／又はターゲット絞り込みコンテンツを提供するのに使
用するためにユーザプロフィールを構築するシステムであって、
　１つ又はそれ以上のユーザプロフィールを記憶するデータベースと、
　コンピュータと、
を備え、前記コンピュータが、
　選出のために１つ又はそれ以上の選択肢を含む少なくとも１つのユーザ選好アンケート
を作成又は選択し、
　前記選好アンケートをユーザ装置に提供し、
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　各アンケートについて、前記データベース内でユーザプロフィールを作成又は更新し、
　前記ユーザプロフィール及び／又は他の適合ユーザのユーザプロフィールに基づいて前
記ユーザ装置に推薦及び／又はターゲット絞り込みコンテンツを提供する、
ようにプログラムされており、
　前記各ユーザ選好アンケートが、前記ユーザプロフィール、同じ又は同様のプロフィー
ル及び／又はアンケートの応答及び／又はアンケートの選好を有する他の適合ユーザに提
示され及び／又は他の適合ユーザによって作成されたアンケート、前記ユーザ及び／又は
前記他のユーザの予測精度、及び／又は以前のアンケート及び／又はコンテンツの取り込
み履歴のうちの１つ又はそれ以上に基づいて選択／作成される、
ことを特徴とするシステム。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、ユーザ選好アンケート（調査）を用いてユーザプロフィールを構築し、これ
によりユーザプロフィールを用いてユーザを対応付け、マーケティングコンテンツ及びメ
ディアコンテンツ等のターゲット絞り込みコンテンツをユーザに配信することができるよ
うにするシステム及び方法に関する。
【背景技術】
【０００２】
　コンピュータ及びその他のネットワーク対応デバイスは、コンテンツをユーザに配信す
る手段として用いることができる。しかしながら、多くの場合、これらのコンテンツは、
ともすればエンドユーザに当該コンテンツが適するか否かをほとんど考慮せずにアドホッ
ク方式で配信される。
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００３】
　本発明の目的は、ターゲット絞り込みコンテンツをユーザに配信する際に用いるための
ユーザプロフィールを構築する装置及び／又は方法を実現することである。
【課題を解決するための手段】
【０００４】
　１つの態様では、本発明は、ユーザ装置のユーザに推薦又はターゲット絞り込みコンテ
ンツを提供する方法であって、選出のために１つ又はそれ以上の選択肢を有するユーザ選
好アンケート（調査）をユーザ装置上に提示するステップと、各アンケートについて、ア
ンケートの結果を受信及び記憶してユーザプロフィールを作成又は更新するステップと、
それぞれのユーザプロフィールに基づいてユーザに適合する他のユーザを識別するステッ
プと、適合ユーザのうちの１人又はそれ以上によって好まれるコンテンツであるターゲッ
ト絞り込みコンテンツ及び／又はターゲット絞り込みコンテンツの推薦をユーザ装置に提
供するステップと、を含む方法にあると言える。
【０００５】
　好ましくは、ユーザプロフィールに基づいてユーザに適合する他のユーザを識別するス
テップは、コンテンツカテゴリについてユーザと同じ又は同様の選好を有する他のユーザ
を識別するステップを含む。
【０００６】
　好ましくは、適合ユーザのうちの１人又はそれ以上をユーザに関連付けるステップを更
に含み、ターゲット絞り込みコンテンツは、関連適合ユーザのうちの１人又はそれ以上に
よって好まれるコンテンツである。
【０００７】
　好ましくは、ターゲット絞り込みコンテンツ又はターゲット絞り込みコンテンツの推薦
を提供するステップは、ユーザに対して、適合ユーザ又は関連適合ユーザのうちの１人又
はそれ以上によって好まれるコンテンツへのアクセスを示す又は提供するステップを含む
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。好ましくは、適合ユーザのうちの１人又はそれ以上を関連付けるステップは、適合ユー
ザをユーザ装置上に提示して、関連付けのために適合ユーザのうちの１人又はそれ以上を
選択する入力をユーザ装置から受信するステップを含む。
【０００８】
　好ましくは、ユーザ選好アンケートは、一方が他方よりも優先して選出できる選出用の
２つの選択肢を含む１次アンケートであり、該１次アンケートは、ユーザプロフィールを
作成又は更新するための選出を取得することが主な目的である。
【０００９】
　好ましくは、選択肢のうちの１つ又はそれ以上は、１人又はそれ以上の適合ユーザ又は
関連適合ユーザによって好まれるコンテンツに関係し、該アンケートは、推薦及び／又は
ターゲット絞り込みコンテンツを提供し、及び／又はユーザプロフィールを作成又は更新
するための選出を取得する。
【００１０】
　好ましくは、ユーザ選好アンケートは、選出のために２つ又はそれ以上の選択肢を含む
２次アンケートであり、選択肢のうちの１つ又はそれ以上は、１人又はそれ以上の適合ユ
ーザ又は関連適合ユーザによって好まれるコンテンツに関係し、該２次アンケートは、推
薦及び／又はターゲット絞り込みコンテンツを提供し、及び／又はユーザプロフィールを
作成又は更新するための選出も取得する。
【００１１】
　好ましくは、本方法は、１人又はそれ以上の他のユーザに提供されたアンケートを提示
して、他のユーザがアンケートにどのように応答したかに関する予測を受信するステップ
を更に含む。
【００１２】
　好ましくは、アンケートの結果は、選択肢のうちの１つ又はそれ以上の選出及び／又は
アンケートについてのフィードバックを含む。
【００１３】
　好ましくは、選出は、選択肢を好むか好まないかの指示、又は格付けを与えることの指
示である。
【００１４】
　別の態様において、本発明は、ユーザ装置のユーザに推薦又はターゲット絞り込みコン
テンツを提供するためのシステムであって、１つ又はそれ以上のユーザプロフィールを記
憶するデータベースと、コンピュータと、を備え、該コンピュータが、ユーザ装置上での
選出のために１つ又はそれ以上の選択肢を有するユーザ選好アンケートをユーザ装置に提
供し、各アンケートについて、アンケートの結果を受信及び記憶してデータベース内でユ
ーザプロフィールを作成又は更新し、それぞれのユーザプロフィールに基づいてユーザに
適合する他のユーザを識別し、適合ユーザのうちの１人又はそれ以上によって好まれるコ
ンテンツであるターゲット絞り込みコンテンツ及び／又はターゲット絞り込みコンテンツ
の推薦をユーザ装置に提供する、ようにプログラムされたシステムにあると言える。
　好ましくは、コンピュータは、コンテンツカテゴリについてユーザと同じ又は同様の選
好を有する他のユーザを識別することによって、ユーザプロフィールに基づいて該ユーザ
に適合する他のユーザを識別するように更にプログラムされている。
【００１５】
　好ましくは、コンピュータは更に、適合ユーザのうちの１人又はそれ以上をユーザと関
連付けるようにプログラムされている。
【００１６】
　好ましくは、コンピュータは更に、適合ユーザのうちの１人又はそれ以上をユーザと関
連付けるために、コンピュータは、適合ユーザをユーザ装置に提供し、関連付けのために
適合ユーザのうちの１人又はそれ以上を選択する入力をユーザ装置から受信するようにプ
ログラムされている。
【００１７】



(7) JP 2013-506220 A 2013.2.21

10

20

30

40

50

　好ましくは、ターゲット絞り込みコンテンツ及び／又はターゲット絞り込みコンテンツ
に対する推薦を提供するステップは、適合ユーザ又は関連適合ユーザのうちの１人又はそ
れ以上によって好まれるコンテンツへのアクセスを提供するステップを含む。
【００１８】
　好ましくは、ユーザ選好アンケートは、一方が他方よりも優先して選出できる選出用の
２つの選択肢を含む１次アンケートであり、該１次アンケートは、ユーザプロフィールを
作成又は更新するための選出を取得することが主な目的である。
【００１９】
　好ましくは、選択肢のうちの１つ又はそれ以上は、１人又はそれ以上の適合ユーザ又は
関連適合ユーザによって好まれるコンテンツに関係し、アンケートは、推薦及び／又はタ
ーゲット絞り込みコンテンツを提供し、及び／又はユーザプロフィールを作成又は更新す
るための選出を取得する。
【００２０】
　好ましくは、ユーザ選好アンケートは、選出のために２つ又はそれ以上の選択肢を含む
２次アンケートであり、選択肢のうちの１つ又はそれ以上は、１人又はそれ以上の適合ユ
ーザ又は関連適合ユーザによって好まれるコンテンツに関係し、２次アンケートは、推薦
及び／又はターゲット絞り込みコンテンツを提供し、及び／又はユーザプロフィールを作
成又は更新するための選出も取得する。
【００２１】
　好ましくは、コンピュータは更に、１人又はそれ以上の他のユーザに提供されたアンケ
ートを提示し、他のユーザがアンケートにどのように応答したかに関する予測を受信する
ようにプログラムされている。
【００２２】
　好ましくは、アンケートの結果は、選択肢のうちの１つ又はそれ以上の選出及び／又は
アンケートについてのフィードバックを含む。
【００２３】
　好ましくは、選出は、選択肢を好むか好まないかの指示、又は格付けを与えることの指
示である。
【００２４】
　別の態様において、本発明は、ユーザ装置のユーザに推薦及び／又はターゲット絞り込
みコンテンツを提供するのに使用するためにユーザプロフィールを構築する方法であって
、選出のために１つ又はそれ以上の選択肢を含む少なくとも１つのユーザ選好アンケート
を作成又は選択するステップと、選好アンケートをユーザ装置上に提示し、各アンケート
についてアンケートの結果を記憶してユーザプロフィールを作成又は更新するステップと
を含み、各ユーザ選好アンケートは、ユーザプロフィール、同じ又は同様のプロフィール
及び／又はアンケートの応答及び／又はアンケートの選好を有する他の適合ユーザに提示
され及び／又は他の適合ユーザによって作成されたアンケート、ユーザ及び／又は他のユ
ーザの予測精度、及び／又は以前のアンケート及び／又はコンテンツの取り込み履歴のう
ちの１つ又はそれ以上に基づいて選択／作成され、本方法が更に、ユーザプロフィール及
び／又は他の適合ユーザのユーザプロフィールに基づいて、推薦及び／又はターゲット絞
り込みコンテンツをユーザ装置に提供するステップを含む方法にあると言える。
【００２５】
　別の態様において、本発明は、ユーザ装置のユーザに推薦及び／又はターゲット絞り込
みコンテンツを提供するのに使用するためにユーザプロフィールを構築するシステムであ
って、１つ又はそれ以上のユーザプロフィールを記憶するデータベースと、コンピュータ
とを備え、該コンピュータが、選出のために１つ又はそれ以上の選択肢を含む少なくとも
１つのユーザ選好アンケートを作成又は選択し、選好アンケートをユーザ装置に提供し、
各アンケートについてデータベース内でユーザプロフィールを作成又は更新し、ユーザプ
ロフィール及び／又は他の適合ユーザのユーザプロフィールに基づいてユーザ装置に推薦
及び／又はターゲット絞り込みコンテンツを提供するようにプログラムされており、各ユ
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ーザ選好アンケートが、ユーザプロフィール、同じ又は同様のプロフィール及び／又はア
ンケートの応答及び／又はアンケートの選好を有する他の適合ユーザに提示され及び／又
は他の適合ユーザによって作成されたアンケート、ユーザ及び／又は他のユーザの予測精
度、及び／又は以前のアンケート及び／又はコンテンツの取り込み履歴のうちの１つ又は
それ以上に基づいて選択／作成されることを特徴とするシステムにあると言える。
【００２６】
　特許明細書、他の外部文献、又はその他の情報ソースに対して参照している本明細書に
おいて、これらの参照は一般的に、本発明の特徴を考察するための背景を提示する目的の
ものである。特に記載のない限り、かかる外部文献への参照は、かかる文献又は情報ソー
スが何れの管轄区域においても従来技術であり、又は当該技術分野で共通の一般的知識の
一部を形成すると認められるものとみなされるべきではない。
【００２７】
　本明細書において使用される「構成している」という用語は、「少なくとも部分的にか
らなる」ことを意味する。「構成する」及び「構成される」などの関連用語も同様に解釈
すべきである。
【００２８】
　本発明が関連する当業者には、添付の請求項において定義される本発明の範囲から逸脱
することなく、本発明の構成並びに広範囲の様々な実施形態及び用途において多くの変更
が明らであろう。本明細書における開示及び説明は、単に例証に過ぎず、いかなる意味に
おいても限定を意図するものではない。
【００２９】
　本発明の好ましい実施形態を以下の図面を参照しながら説明する。
【図面の簡単な説明】
【００３０】
【図１】ユーザプロフィールを構築し、ユーザプロフィールに基づいてターゲット絞り込
みコンテンツを配信するためのシステムを示す図である。
【図２】第１の実施形態においてユーザ装置上でユーザ選好アンケートを表示するスクリ
ーンを示す図である。
【図３】第２の実施形態においてプロフィールデータベース上に記憶されたプロフィール
の実施例を示す図である。
【図４】第１の実施形態においてユーザプロフィールを構築するためのフロー線図である
。
【図５】第１の実施形態におけるシステムのユーザ機能のスクリーンショットを示す図で
ある。
【図６】第１の実施形態におけるシステムのユーザ機能のスクリーンショットを示す図で
ある。
【図７】第１の実施形態におけるシステムのユーザ機能のスクリーンショットを示す図で
ある。
【図８】第１の実施形態におけるシステムのユーザ機能のスクリーンショットを示す図で
ある。
【図９】第１の実施形態におけるシステムのユーザ機能のスクリーンショットを示す図で
ある。
【図１０】第１の実施形態におけるシステムのユーザ機能のスクリーンショットを示す図
である。
【図１１】第１の実施形態におけるシステムのユーザ機能のスクリーンショットを示す図
である。
【図１２】第１の実施形態における、広告コンテンツの作成のブロック図である。
【図１３】第２の実施形態についてのフロー線図である。
【図１４】第２の実施形態においてユーザ装置上で１次ユーザ選好アンケートを表示する
スクリーンを示す図である。
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【図１５】第２の実施形態における、ユーザについてのプロフィールの実施例を示す図で
ある。
【図１６】第２の実施形態における、潜在的な適合ユーザのユーザプロフィールの実施例
を示す図である。
【図１７】第２の実施形態における１次ユーザ選好アンケート及び適合ユーザを示すスク
リーンの実施例を示す図である。
【図１８】第２の実施形態における２次ユーザ選好アンケートの実施例を示す図である。
【発明を実施するための形態】
【００３１】
　本発明は、ユーザプロフィールを構築して、該ユーザプロフィールに基づいてユーザに
ターゲット絞り込みコンテンツ（広告、又は販売用物品及びサービスに関する情報等）を
配信するための装置、システム、及び方法に関する。「コンテンツ」という用語は、配信
されるコンテンツの素材自体、及び／又は素材が配信されるメディアフォーマットに関す
るものとすることができる。「アンケート」という用語は、アンケートのうちの１つ又は
その組み合わせを意味することができる。
【００３２】
（発明の概説）
　本発明は、ユーザ選好を示すユーザプロフィールを構築及び利用する手法を実現する。
概括的には、１つ又はそれ以上のアンケートが生成及び／又は選択されて、ユーザに提示
される。アンケートに対するユーザの応答が取得され、次いで、アンケートに対する応答
に基づいてユーザプロフィールが作成／更新される。ユーザプロフィールに基づいて更な
るアンケート及び／又はコンテンツを生成及び／又は選択され、ユーザに提示することが
できる。更に、同様の選好を有する他のユーザを識別し、ユーザに示すことができる。こ
れらのユーザの選好は、ユーザに更なるアンケート及び／又はコンテンツを提示するのに
利用することができる。
【００３３】
　図１は、多くのユーザについてのユーザプロフィールを構築し、任意選択的にこれらの
ユーザプロフィールに基づいてターゲット絞り込みコンテンツを配信することができる、
システム１を全体的に示すブロック図である。本システムは、ユーザ装置と連係してユー
ザプロフィールを構築する方法を実行する。このプロフィールは、システム運用者及び／
又はサードパーティコンテンツプロバイダによってターゲット絞り込みコンテンツを提供
するのに利用される。ターゲットコンテンツは、例えば、画像、ビデオ、オーディオ、Ｕ
ＲＬ、又はこれらの組み合わせ等の何らかの適切なメディアフォーマットを介して配信さ
れる、広告、販促物、サービス、物品、娯楽、情報、又は同様のものを含むことができる
。ターゲット絞り込みコンテンツはまた更なるアンケートを含むことができ、その各々が
、上記に提示したもの等のターゲット絞り込みコンテンツを含むことができる。
【００３４】
　図１を参照すると、システム１は、ユーザ選好アンケート（「アンケート」）（例えば
図６を参照されたい）を選択及び／又は生成し、これらのアンケートをユーザに選択的に
提供して、アンケートに対するユーザ応答を受信することができるサーバ１０を含む。こ
れらの応答は、ユーザのプロフィールを構築するのに用いられる。上記のことを達成する
ために、サーバ１０は、インターネット、地上電話回線ネットワーク、セルラーネットワ
ーク、又は同様のもの等のネットワーク１８を介して多くのユーザ装置１１ａ～１１ｃと
通信を行う。各ユーザ装置１１ａ～１１ｃは、ネットワーク１８を介してサーバ１０と通
信を行い、ユーザ装置のブラウザ又はその他のアプリケーション上に表示するためコンテ
ンツをサーバ１０から受信し、ユーザからの対話的フィードバックを求めてアンケートを
実施し、ユーザ入力をサーバに送り返すことができる何れかのデバイス又はマシンとする
ことができる。一般的に、ユーザ装置１１ａ～１１ｃは、クライアントブラウザを備えた
インターネット接続可能コンピュータ、又は代替的、ディスプレイ対応ＰＤＡ、移動電話
、ゲーム専用機、又はクライアントアプリケーションを実行する同様のもの等の携帯通信



(10) JP 2013-506220 A 2013.2.21

10

20

30

40

50

デバイスとすることができる。
【００３５】
　サーバ１０は、ユーザプロフィール３０（例えば図４に示しているもの）を定義するレ
コードを含むプロフィールデータベース１４に接続される。サーバ１０は、プロフィール
データベース１４からユーザプロフィールについての情報にアクセスし、プロフィールデ
ータベース１４を新しいユーザプロフィール情報で更新することができる。サーバは、ア
ンケートに対するユーザ応答に基づいてユーザについてのプロフィールデータベース１４
を更新する。サーバ１０は、ユーザ装置１１ａ～１１ｃに配信するためのアンケートを作
成及び／又は選択することができる。アンケートは、ユーザプロフィール３０の情報に基
づいて作成及び／又は選択される。例えば、サーバ１０は、アンケートデータベース１３
内に記憶された事前生成アンケートを選択することができる。これらのアンケートは、サ
ーバ１０自体、サードパーティプロバイダ、及び／又はシステム１のユーザによって生成
されたアンケートとすることができる。或いは、サーバ１０は、関連ソース、例えばアン
ケートコンテンツデータベース１６から取得したコンテンツを用いて新しいアンケートを
自ら生成することができる。アンケートは、システムの他のユーザ、最も好ましくはユー
ザと同様の選好を有すると識別された他の適合ユーザの応答又は選好に基づいて少なくと
も部分的に生成及び／又は選択することができる。サーバ１０は、ユーザ１１ａ～１１ｃ
のそれぞれのプロフィール３０（例えば図４に示しているもの）に基づいてアンケートを
定期的に、又は要求に応じて選択／生成して特定のユーザ１１ａ～１１ｃに配信し、その
応答を用いてプロフィールデータベース１４内の現在のユーザプロフィール３０を更新す
る。ユーザプロフィール３０を用いてアンケートを生成／選択することによって、そのア
ンケートが配信されるユーザにとって適切である確率が高くなる。これにより、応答を受
信する確率が高くなり、あらゆる応答が、ユーザプロフィール３０を更新するのにより適
切なものになり、当該プロフィールが、ユーザの選好をより正確に反映したものになる。
サーバ１０は、アンケートを各ユーザに定期的に又は要求に応じて提供することができる
。時間の経過と共に、表示されるアンケートに応じてユーザによって行われる選出に基づ
いてプロフィールが更新され、該プロフィールはユーザの選好についての有用な情報を提
供する。
【００３６】
　更にサーバ１０は、ユーザプロフィール３０に基づいて選択／生成されたターゲット絞
り込みコンテンツ１５をユーザに配信することができる。コンテンツは、サードパーティ
プロバイダ（例えば１７）から届くものとすることができ、又は代替的に、サーバシステ
ム１自体から届き、これによって生成することができる。ターゲット絞り込みコンテンツ
は、そのコンテンツが配信される対象である特定ユーザに特化された「チャネル」を提供
する。ターゲット絞り込みコンテンツは、更なるアンケートとしての役割を兼任すること
もできる。
【００３７】
　図２は、ユーザ選好アンケートをどのように稼動させることができるかを全体的に示し
ている。ユーザ装置ディスプレイ２０（ブラウザ又は同様のものとすることができる）は
、選出用の選択肢２１、２２を呈示し、該選択肢は、サーバ１０によって配信されるアン
ケートを形成する。この図では２つの選択肢しか示していないが、より多くの選択肢又は
簡単に１つの選択肢が存在してもよい。各選択肢は、ユーザにとって興味があるものとす
ることができる何れかの種類のアイテムに関連することになる。各選択肢は、例えば、物
品、サービス、映画、アーティスト、ゲーム、又は同様のもの、或いは何らかのジャンル
又はカテゴリに関するものとすることができる。コンテンツは、上記のもの以外のより一
般的なものであってもよい。この場合、ユーザは、アンケート内の選択肢２１、２２のう
ちの１つ又はそれ以上を選出することができる。この選出は、上記の１つ又はそれ以上の
選択肢２１、２２のうちのユーザの好きなもの、嫌いなもの、格付け、又はその他のもの
に関するものとすることができる。アンケートは、アンケート自体を選出し、アンケート
自体を格付けし、又は他の方法でアンケート自体の好きか嫌いかを示す選択肢２３を含む
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こともできる。各アンケートは、テーマ、トピック、ジャンル又はカテゴリ、或いは同様
のもの（娯楽、映画、食べ物、又は活動等）を有することができる。
【００３８】
　図３は、あるユーザ（ユーザＡ－Ｊｏｈｎ）について記憶されたプロフィール３０の実
施例を示している。この図は、記憶された情報の性質を表示しており、必ずしもこれらの
情報が記憶されたデータベースの構造を表示していない点は理解されるであろう。ユーザ
によってアンケートに対する応答がなされる度に、プロフィール３０内にレコード（例え
ば３１）が作成される。レコードは、アンケートの内容を具体化した情報、又はアンケー
トのレコードを記憶するデータベースを指し示す情報が包含されたアンケートＩＤ３２を
含む。例えば、アンケートは、バニラアイスクリームとチョコレートアイスクリームの選
択を提供することができる。次に、アンケートの結果３３が記憶される。この結果３３は
、当該アンケートにおいてユーザによって行われた全ての選出のレコードを含む。例えば
、結果３３は、このアンケートにおいてユーザがバニラアイスクリームを選出したという
レコードを包含することができる。レコード３７、３８に示すようにユーザの応答に応じ
てゼロ又は複数の選出を記録することができる。アンケート自体についてのユーザのフィ
ードバック（ユーザがアンケートを好きだったか又は嫌いだったか）３４も記憶される。
配信される各アンケートはタイムスタンプ３５を有することができる。このタイムスタン
プ３５は、ユーザがアンケートに対して応答した時刻と同調して記録することができる。
これらの情報は、トレンド、大衆文化、その他の初期採用者を特定するのに利用すること
ができる。初期採用者は、その他の者が一般的に行うかなり前の時点でアンケート上で選
出を行う者である。例えば、初期採用者は、その他のユーザが同様の選出を行うずっと以
前に特定の映画、アーティスト、又は製品が好きである場合がある。これらの初期採用者
は、トレンドをより確実に把握している可能性が高く、又は何が次の「大きな流れ」にな
るかを判断する上で影響力を有する可能性がより高い。上記のことは、ユーザプロフィー
ル内に記憶することができるものの網羅的なリストではない。ユーザの選好を示すための
あらゆる有用な情報を記憶することができる。各ユーザに対して、多数のアンケートに関
する多数のレコードを作成することができる。図４は、単に１人のユーザについての少数
のプロフィールレコードしか示していない点に留意されたい。実際のプロフィールデータ
ベース１３は、全てのユーザについてのプロフィールを含むことになる。また、プロフィ
ールは、後に説明することになる他のユーザについての予測情報３９を含む。
【００３９】
（第１の実施形態）
　本発明の１つの実施可能な実施形態を図１及び図４～７を参照しながら説明する。この
実施形態は、ソーシャルネットワークウェブサイトの機能の一部として実現され、ここで
はアンケートをユーザ（この場合ユーザＡ）のインターネット対応コンピュータ１１ａに
提供してブラウザ上に表示することができる。最初に、ユーザ（例えばユーザＡ）は、図
５に示すソーシャルネットワークウェブサイト５０にアクセスする。ソーシャルネットワ
ークウェブサイト５０は、ユーザが、アンケート（「ゲーム」）への参加５１ｄ、アンケ
ートの作成５１ｂ、及び／又は友人へのアンケートの送信５１ａを行うことができるホー
ムページを提供する。ここでは、ユーザはアンケートに参加しようとする５１ｄ。ウェブ
サイトサーバ１０は、ステップ４０においてこの選出を受信し、次いで、ステップ４１に
おいてユーザプロフィールデータのデータベース１４にアクセスする。次にサーバは、ス
テップ４２において、ユーザＡによる選出のための１つ又はそれ以上の選択肢を含む、ユ
ーザＡに対するアンケートを選択又は作成する。アンケートは、ユーザのユーザプロフィ
ール３０に基づいてユーザにとって興味があるものである可能性が高い選択肢を含むよう
にデータベース１６／１３から生成／選択される。アンケートは、システムの他のユーザ
、最も好ましくは当該ユーザと同様の選好を有すると識別された他のユーザの応答又は選
好に基づいて少なくとも部分的に生成及び／又は選択することができる。ここでは、アン
ケート６０は、図６に示すように映画Ａ　６１ａ及び映画Ｂ　６１ｂという２つの映画選
択肢を含む。
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【００４０】
　アンケートは、選択／作成されると、ステップ４３において、インターネットを介して
ユーザコンピュータ１１ａに配信され、これらのコンピュータのブラウザ上に表示される
。次いで、ユーザは、ステップ４４において、どの選択肢を好むかの選出を行う（又は両
方の選択肢を選出する、或いはどちらの選択肢も選出しない）。代替形態として、ユーザ
はまた、どちらかの選択肢又は両方の選択肢に対して格付け（例えばパーセンテージ）を
与えることができる。図７を参照すると、ユーザはまた、全体としてアンケート自体につ
いての自分の選好（好き、嫌いのいずれか、及び／又は格付け）の選出７０に着手するこ
ともできる。この選出は、ユーザが、このアンケートを好きな良い又は適切なアンケート
であると思ったか否かを示している。アンケート選択肢及びアンケート自体からの選出は
、サーバ１０に戻され、ステップ４５において、上記で検討したようにデータベース１４
内のユーザプロフィール３０を更新するのに用いられる。ユーザにとってアンケートが全
く興味のないものであった場合には、ユーザは、全く応答しないか、又はその特定のアン
ケートを「スキップ」することを選ぶことができる。
【００４１】
　図８を参照すると、サーバ１０は、他のユーザに既に配信済みであるアンケート８０を
追加で配信することができる。このアンケート８０に対するユーザの選出を要求するのに
加えて、この同じアンケート８０に対して他のユーザがどのように応答したとユーザが考
えたかを示すことができるようにする追加機能が設けられる。ここでは、ユーザＡに提示
されるアンケートは、ヒップホップグループＡ　８１ａ又はヒップホップグループＢ　８
１ｂのどちらが好きかを質問し、ユーザが選出を行うことができるようにしている。この
アンケートはまた、別のユーザＢ（Ｊｉｍ）８２にも提供されている。ユーザＡはまた、
Ｊｉｍがどのヒップホップグループを選出したかを予測又は推測することもできる。この
場合ではＪｉｍが選出したのはヒップホップグループＢであった。アイコン８２ａは、応
答が正しいかどうかを示している。このアイコンはまた、当該ユーザについて、ユーザＡ
がＪｉｍの選出をどれ程の頻度で正しく予測しているか（８２ｂ）を示している。
【００４２】
　図３に戻ると、サーバ１０は、ユーザＡからこの予測入力を受信し、ユーザＢによって
行われる選出をどれ程正確にユーザＡが予測又は把握することができるかに関するレコー
ド３９をユーザＡのプロフィール３０内に保持する。ユーザＡの予測は、多くのユーザ（
例えば、図３に示すユーザＣ、Ｄ、Ｈ、Ｘ）について行うことができる。各他のユーザに
ついてユーザＡが行う正しい予測の回数が記憶される（３９）。特定の他のユーザの選出
をユーザＡがどのように予測したかに関するスコア３９ａ（パーセンテージ等）が表示さ
れる。図８及び図９を参照すると、ウェブサイトページはまた、これらの情報も表示する
ことになる。ウェブサイトページは、ａ）ユーザＡが、ソーシャルネットワーク内の人々
をどの程度把握しているか（図８に示すように、ユーザＡの予測精度８３を示すことによ
って）、ｂ）ユーザＡを最も良く把握している人々（図９に示すように、ユーザＡの選出
をある一定の精度９１まで予測することができる人である）、及びｃ）ユーザＡに似た人
々（図８に示すように、ユーザＡと同じ又は同様のプロフィールを有する関連ユーザ又は
適合ユーザ８４である）を示す。
【００４３】
　図１０を参照すると、各ユーザは、サーバ１０を介して自分のソーシャルネットワーク
内のユーザ又はその他のユーザに配信するための独自のアンケートを作成することができ
る。この選択肢５１ｂは、図５のホームページ５０上で選択することができる。図１０は
、アンケートを生成することができる１つの実施可能な様式を示している。関連情報は、
アンケートのジャンル又はカテゴリ、説明、選出用の選択肢、及びまたアップロードする
メディアコンテンツ等のテキストボックス（一般的に１００を参照されたい）内に入力さ
れ、アンケートの一部を形成する。アンケートの作成者による選択のために様々な選択肢
を設けることができ、或いは、作成者が独自の新しい情報を入力することもできる。アン
ケートは、作成されると、図５に示すホームページ５０上の選択肢５１ａを選択すること
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によって他のユーザに送信することができる。このアンケートはまた、アンケートデータ
ベース１３の一部を形成し、サーバ１０は、作成者及び受信者のそれぞれのユーザプロフ
ィールに基づいて適切であると考えられる場合には、他のユーザに送信するためにこのア
ンケートを選択することができる。
【００４４】
　次に、ユーザプロフィールが更新される方式、及びユーザに提供するためのアンケート
を選択又は生成する上でユーザプロフィールがどのように用いられるかについて、図３及
び図４を参照しながら詳細に説明することにする。
【００４５】
　ユーザ（例えばユーザＡ）がアンケートに参加することを選出するか、又はアンケート
がサーバによって自動的に提供される場合には、サーバは、好適なアンケートを生成／選
択しなければならない。サーバは、図３及び図４に示すように、ステップ４１においてプ
ロフィールデータベース１４からのユーザプロフィールにアクセスすることによって上記
のことを行う。サーバ１０がこの情報を得ると、幾つかの技法のうちの１つを用いてアン
ケートを選択／生成する。
【００４６】
　１つの選択肢では、サーバは、プロフィール情報へのいかなる参照もなしにアンケート
を単純にランダムに生成／選択して提供する。この選択肢は最も望ましくない選択肢であ
り、通常はユーザプロフィールがあまり良好には構築されていないユーザ登録の初期ステ
ップにおいてのみ行われることになる。別の選択肢では、以前に行われた選出に関連する
選択肢を含むアンケートが選択又は生成される。例えば、過去のアンケートにおいてユー
ザによってある特定のヒップホップグループが選出されていた場合には、サーバは、ヒッ
プホップに関連するアンケートを選択することができ、又は以前に選択されたヒップホッ
プグループに関する選択肢からアンケートを生成することができる。多くの代替形態が実
施可能である。
【００４７】
　別の選択肢では、サーバは、ユーザＡと同様又は同じプロフィールを有する別の関係／
適合ユーザ（例えばユーザＢ）に既に提示済みである以前に生成したアンケートを選択す
ることになる。この目的で同様のユーザを見つけるステップは、他のユーザプロフィール
を検索して、他のユーザが同じ又は同様のアンケートに参加して同じ又は同様の応答を提
供したユーザプロフィールを見つるステップを含む。適合者には厳密な対応性は必要では
なく、従って、例えば同じアンケートの閾値レベルが、同様の選出の閾値レベルを有する
両方のユーザによって満たされた場合に対応性を発生させることができる。例えば、複数
のユーザが、ある一定の数又はパーセンテージの同じアンケートに参加し、ある一定の数
又はパーセンテージの同様の応答があった場合に、これらのユーザを関係／適合ユーザと
見なすことができる。或いは、必須ではないが、対応性は、両方のユーザが、アンケート
自体の選出を行った時にこれらのアンケートを好きであったか否かに基づくものとするこ
とができる。
【００４８】
　別の選択肢では、サーバ１０は、ユーザが、例えば、新しいトレンド、製品、及び娯楽
の「初期採用者」であるか否かに基づいて、アンケートを選択又は生成することになる。
いち早く選出を行うひと、又は他者が行う前に選出を行うひとは、新しい製品、サービス
、トレンド等、及びその他のものを採用し、その情報を他者に広める可能性がより高いの
で、これらの新しい製品、サービス、トレンド等、及びその他のものに関するアンケート
の適切な受信者として選択することができる。このようなひとは、市場において急速な牽
引力を得る手法を提供するので、望ましいユーザとなる。初期採用者は、アンケートにお
いて比較的知られていない選択肢（無名映画等）を選出する者を含むことができ、この選
択肢は、最初は人々によって無視され又は気づかれないが後でひとたび大衆文化が認める
と大流行するようになる。
【００４９】
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　別の選択肢では、（別のユーザによって作成された）アンケートの好適な受信者として
この作成者がユーザＡを選択する場合、サーバ１０は、ユーザＡに対してこのアンケート
を選択することになる。また、サーバは、作成者のプロフィール及び／又はこれらのアン
ケートが提供されることになるユーザのプロフィールに基づいて、特定のユーザに提供す
るためにこれらのアンケートを用いて選択することができる。例えば、複数のユーザが同
様のプロフィールを有する場合には、１人のユーザによって作成されたアンケートは、他
のユーザにとって興味のあるものとなる可能性が高いので、このアンケートを他のユーザ
に送信することができる。これに加えて、アンケートの作成者（例えばユーザＢ）が、特
定のユーザ（例えばユーザＡ）の選出を予測するのが得意な場合、ユーザＢがユーザＡの
選好を把握しており、従ってユーザＢのアンケートが適切なものになるとことに基づいて
、ユーザＢによって作成されたアンケートが選択されて、ユーザＡに送信することができ
る。ユーザＢが、ユーザＡをアンケートを受信するように選出し、ユーザＡを良く把握し
ている場合には、ユーザＢがユーザＡの選好について理解していることに起因して、サー
バは、ユーザＡに配信するのにこのアンケートを選択する可能性がより高い。アンケート
は、ユーザＡに対して適切である可能性が高い。
【００５０】
　ユーザのプロフィールは、サーバ運用者又はサードパーティが、そのユーザにとって興
味のあるコンテンツを提供するのに利用することができる。このメディアコンテンツは、
このコンテンツが送信される特定のユーザに対して適切であるように、ターゲットが絞り
込まれ、計測可能であり、特化することができる。コンテンツは、先に説明した何れかの
有用な形態をとることができる。図１１は、コンテンツの実施例を示し、ここでは、公開
間近の特定の映画についての映画予告編を示している。予告編は、ユーザに配信するため
にユーザのユーザプロフィールに基づいて選択されることになる。予告編は、アンケート
における実際の選択肢の選出に基づいて、又は一般的にユーザのプロフィールに適合する
関連ジャンルに単に基づいて選択することができる。プロフィール構築システム１を運用
するエンティティは、そのプロフィール情報を用いるサードパーティから広告収益及び／
又は利用契約もしくは同様のものを通じて報酬を受けとることができる。
【００５１】
　コンテンツは、特定のユーザ用に特化可能とすることができる。例えば、製品について
の広告は、各々が異なる伴奏、グラフィック、演者、及び同様のものを備えた異なる形態
を有することができる。製品についての広告をユーザに配信する時には、ユーザのプロフ
ィールに基づいて、ユーザに対して訴求する可能性がより高い広告形態を選択することが
できる。
【００５２】
　この広告の実施例を図１２に示している。サーバ１０は、ユーザに自動車の広告を配信
する予定である。最初に、サーバ１０は、安全性、使用目的、室内装備、サイズ、及び同
様のものを含む、自動車についてのユーザの重要な選好についての情報（以前のアンケー
トから取得された）を含むユーザのプロフィール３０を取得する。自動車の製造者は、各
々が、様々な自動車の特徴に焦点を当てたコンテンツを含む、種々の自動車について可能
な様々な広告を有する場合がある。この点に基づいてユーザに対して広告を特化すること
ができる。基本広告は、あるソースから取得され、サーバ１０に渡される。次いで、サー
バ１０は、広告用に様々なコンテンツを盛り込んだ広告プレイリスト１２１にアクセスす
る。次にサーバ１０は、ユーザに配信するための種々のコンテンツからプレイリストを準
備する。
【００５３】
　従って、本発明は、ａ）ユーザプロフィールに基づいて選択／生成されたアンケートの
使用を通じてのユーザプロフィールの構築、及びｂ）ユーザプロフィールに基づいて選択
又は生成されて特定のユーザに配信される実際のコンテンツを提供するステップを含むこ
とを理解されよう。
【００５４】
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　上記に説明した実施形態は、インターネット対応コンピュータ上で表示するためにソー
シャルネットワークサイトにおけるウェブページを提供するウェブサーバ上で稼動するこ
とになる。しかしながら、本発明がこの方式で実現されることは必須ではない。本機能は
、ソーシャルネットワークサイトとは独立して実現することができ、又は代替的に、ユー
ザ装置間で通信するための異なる種類の通信ネットワークデバイスの一部に提供すること
ができる。例えば、クライアントサーバモデルの代わりにピアツーピアシステムが機能す
ることができる。
【００５５】
（第２の実施形態）
　次に、図１、及び図１３から図１８を参照しながら別の実施形態を説明する。
【００５６】
（第２の実施形態の概説）
　図１３に示すように、この実施形態では、ステップ１１０においてアンケートを選択又
は生成することができ、次いで、ステップ１１１においてユーザに提示することができる
。アンケートは、好ましくは、必須ではないが、ゲームとして構成された複数のアンケー
トを含む。ゲームは、カテゴリ、例えば、芸術、音楽、映画、又は同様のものに属するこ
とができる。次いで、ステップ１１２において、ユーザは、望ましい選択肢を選出するこ
とによって、及び／又はアンケートが好か否かを示すことによってアンケートに応答する
。ステップ１１３において、この応答を用いてユーザプロフィールが更新される。次いで
、ステップ１１０～１１３において更なるアンケートを生成し提示することができる。
【００５７】
　これに加えて、ステップ１１４において、アンケートに対する応答及び／又は集約され
たユーザプロフィールに基づいて、同じカテゴリ内で、又は複数のカテゴリを跨いで同様
の選好を有する他のユーザを識別し、このユーザに示すことができ、これらの他のユーザ
は適合ユーザとなる。ユーザは、１つ又はそれ以上のカテゴリで適合する他のユーザのう
ちの１人又はそれ以上と関連付けることを選ぶ可能性がある（例えば他のユーザに登録さ
れることによって）。或いは、本システムは、このユーザを適合ユーザのうちの１人又は
それ以上と自動的に関連付けることができる（例えば登録によって）。一般的な場合には
、特定のユーザに対する適合ユーザ（及び関連適合ユーザ）は、カテゴリを跨いで異なる
ことになる。適合ユーザ又は関連適合ユーザの参加によって、ユーザ自身が他のユーザに
とっての適合ユーザ又は関連適合ユーザになる可能性がある点に留意されたい。
【００５８】
　次いで、ステップ１１５において、適合ユーザ又は関連適合ユーザが好むコンテンツへ
のアクセスをユーザに提供し、又はこれらのコンテンツをユーザに配信することができる
。ユーザは、適合ユーザ又は関連適合ユーザの好みのコンテンツへのアクセスが提供され
ることにより、これらのユーザに実効的に「追従する」。好みのコンテンツ（「選好」と
も表現する）は、例えば、適合ユーザが参加した選好調査を通じてこれらのユーザが好き
であることを以前に示したコンテンツ、及び／又はこれらのユーザ自身が他の手段によっ
て鑑賞することを選んだコンテンツである。次いで、これに加えて、ステップ１１０～１
１５において更なる選好アンケートを選択及び／又は生成し、ユーザに提示することがで
きる。更なるアンケートは、適合ユーザ又は関連適合ユーザのユーザプロフィール及び／
又は選好に基づいて選択及び／又は生成することができる。例えば、更なる選好アンケー
トは、適合ユーザ又は関連適合ユーザが好むコンテンツを含むことができ、このアンケー
トは、ステップ１１５、１１０において、好みのコンテンツを提供する機構とすることが
できる。
【００５９】
（第２の実施形態の更なる詳細）
　次に、第２の実施形態を図１及び図１３から図１８を参照しながらより詳細に説明する
。図１３を参照すると、最初に、ステップ１１０において、図４に関連して説明したよう
に選好アンケートが好適な方式で選択又は生成される。この実施形態では、１次アンケー
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ト、例えば１２０（図１４を参照されたい）又は２次アンケート、例えば１６０（図１８
を参照されたい）を生成又は選択することができる２種類のアンケートがある。好ましく
は、１次アンケート１２０は幾つかのアンケートを含み、ユーザは、各アンケートにおい
て２つの選択肢のうちの一方を選択する選択肢を有する。このアンケートの主目的は、ス
テップ１１３でユーザのユーザプロフィールを更新する対象の選好の選出をステップ１１
２においてユーザから取得することである。２次アンケート１６０は、コンテンツに関す
る幾つかの選択肢を含み、ユーザは、ステップ１１２において選択肢のうちでユーザの選
好を示す１つ（又は場合によってはそれ以上）を選択する、及び／又は更にはこのコンテ
ンツを鑑賞する選択肢を有する。アンケート内に設けられる選択肢に関するコンテンツは
、ユーザの適合ユーザ又は関連適合ユーザの選好に基づいて選択することができる。この
２次アンケートの目的は、例えば、ステップ１１５において、ユーザにコンテンツ又はコ
ンテンツへのアクセスを提供することであるが、更にはステップ１１５で、これらのユー
ザのユーザプロフィールを更新、及び／又は興味のある可能性があり且つ適合ユーザに配
信できるコンテンツを識別するために、ステップ１１２においてこのコンテンツのユーザ
のプロフィールについてのフィードバックを受信することである。
【００６０】
　１つの選択肢では、本システムは、どの種類のアンケートがユーザに配信されるかを決
定することができる。例えば、このことは、様々な事象に依存する可能性があり、これに
よって最初に１つ又はそれ以上の１次アンケート、例えば１２０がユーザに提供され、更
に、プロフィールが構築されて適合ユーザが見つかった後、システムは、主にコンテンツ
をユーザに提供するために第２のアンケートを提供するステップに切り替わる。或いは、
主としてコンテンツを鑑賞するのを望むか否か、又は代替的にユーザのプロフィールを更
新する選択を行いたか否かに応じて、ユーザは、アンケートの種類のうちのどれが配信さ
れるかを選択することができる。
【００６１】
　生成又は選択されると、ステップ１１１において、ネットワーク１８を介して何れかの
種類のアンケートがユーザに提供されて表示される。次いで、ユーザ（例えばユーザＡ）
は、ユーザ装置、例えば１１ａ（図１を参照されたい）上で自分の選好（単一又は複数の
好みの選択肢）を示す選出を入力する。この入力は、ステップ１１２において、ネットワ
ーク１８を介してサーバ１０によって受信される。サーバ１０は、ステップ１１３におい
て、ユーザプロフィール、例えば１３０（図１５を参照されたい）を更新する。次いで、
サーバ１０は、ステップ１１４において、ユーザのプロフィール１３０を１人又はそれ以
上の他のユーザ（例えばユーザＢ、１１ｂ）のプロフィール、例えば１４０（図１６を参
照されたい）と比較することによってユーザＡに対する適合ユーザを見つける。このステ
ップの一部として、サーバ１０は、ユーザＡの装置、例えば１１ａを介してこれらの適合
ユーザ（例えばユーザＢ）をこのユーザに示す。同様に好ましくは、サーバ１０は、ステ
ップ１１４において、これらの適合ユーザのうちの１人又はそれ以上をこのユーザと関連
付け、又は代替的に、このユーザが、どの適合ユーザと関連付けられたいと望むかを示す
入力をユーザ装置、例えば１１ａから受信するように構成することができる。適合ユーザ
又は関連適合ユーザによって選択され且つ好まれたコンテンツは、ステップ１１５におい
て、ユーザ装置、例えば１１ａを介して直接（アンケートとは無関係に）又は２次アンケ
ートを介しての何れかでサーバ１０によってユーザに提示することができる。このユーザ
によって鑑賞されて、好まれるか又は好かれたコンテンツは、次いで、ステップ１１６に
おいて、このユーザが適合ユーザ又は関連適合ユーザである他のユーザに提示することが
できる。全てのこのような活動は、ユーザプロフィール１３０を更新するのに利用するこ
とができる。
【００６２】
（第２の実施形態の例示的な実施構成）
　第２の実施形態の例示的な実施構成を図１及び図１３から図１８を参照しながら説明す
る。図１２を参照すると、実施構成は、ユーザ装置１１ａを介してブラウザベースのアプ
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リケーションとして、任意選択的にはソーシャルネットワークウェブサイトの一部として
ユーザ、例えばユーザＡに提供される。ユーザは、それぞれのアイコン１２１、１２２、
１２３をクリックすることによって、以下の間で選択を行うことができる。
　ａ）１次アンケート１２０を受信して一般的に自分の選好を示し、自分のプロフィール
を更新する（アイコン１２１）。
　ｂ）適合ユーザ又は関連適合ユーザの選好に基づいてターゲット絞り込みコンテンツ又
はかかるコンテンツの推薦を提供する２次アンケートを受信する（１２２）。
又は、
　ｃ）アンケートとは無関係に適合ユーザ又は関連適合ユーザからターゲット絞り込みコ
ンテンツ又はターゲット絞り込みコンテンツの推薦を受信する（アイコン１２３又は登録
ユーザを選択することによって、図１７を参照されたい）。
【００６３】
　ユーザはまた、音楽、映画、芸術、スポーツ、又は同様のもの等のコンテンツカテゴリ
（アイコン２４）を選択することもできる。
【００６４】
（１次アンケートによる第２の実施形態の実施構成）
　ユーザが１次アンケート１２０を受信することを選出した場合には、ステップ１１０、
１１１において、複数の二択アンケートを含むゲーム（１次アンケートを形成する）が生
成されて配信される。アンケート１２０内の選択肢は、選択されたカテゴリに関する。図
１４を参照すると、かかるゲームにおける１つの（１次）アンケートの実施例が示されて
いる。ここでは、カテゴリは音楽であり、従って、ステップ１１２において、ユーザの好
みの音楽バンドの選択、すなわちバンドＡ又はバンドＢがユーザに提示される。好ましく
は、各選択は、静止画像等のメディアコンテンツによって示される。更に各バンド選択は
また、この選択に関連する他のコンテンツ又はアンケートに関連付けられ、又はリンクさ
れる。この関連性及び他のコンテンツは、図１のデータベース１３、１５、及び１６等の
データベース内に記憶される。例えば、バンドＡ及びＢは各々、同じバンド又はアーティ
ストによる他の楽曲又はビデオ、或いは、同じジャンル内のバンドの楽曲又はビデオにリ
ンクすることができる。リンクされるコンテンツは、ウェブサイト、検索エンジン、メデ
ィアチャネル、リポジトリ、又はコンテンツを購入するウェブサイトへの１つ又はそれ以
上のＵＲＬとしての形態をとり、又はこれらの形態として提供することができる。各選択
肢は、関連コンテンツを有する他のアンケートにリンクすることもできる。アンケート１
２０に応じて、ステップ１１２において、ユーザは、自分の好みの選択肢を選出し、アン
ケートを格付けする（例えば、好き／嫌い又はパーセンテージ格付け）、又はユーザが肯
定的な応答の閾値に達した場合には、システムによって格付けが行われる。ユーザは、自
分の好みの選択肢を、例えば、その選択肢を自分が好きであることを示すためにその選択
肢の画像の上にマウスを合わせて、マウスでこれを選択することによって選択することが
できる。或いはユーザは、その選択肢を自分が嫌いであることを示す能力を有することが
できる。ゲーム内の各アンケートにユーザが応答すると、サーバ１０は、ステップ１１２
において、これらの応答を受信し、ステップ１１３において、プロフィールデータベース
１４内のプロフィール１３０を更新する（又はユーザが初めて参加している場合にはプロ
フィール１３０を作成する）。
【００６５】
　図１５は、図４について説明したものと性質が同様の典型的なプロフィールの簡単な実
施例を提供するユーザプロフィールを示している。このユーザプロフィールは、先に説明
したこれまでの分野の上記の種類のうちの何れか又は全てを含むことができる。このユー
ザプロフィールはまた、ユーザの名前１３１ａ、年齢１３１ｂ、性別１３１ｃ、ｅメール
１３１ｄ、及び場所１３１ｅを含む。先に説明したように、このユーザプロフィールは、
各カテゴリ１３３についてユーザが、例えば１３２において参加した１次アンケートに対
する応答から生成された選好のレコードを含む。例えばユーザが、図１４のアンケート内
に示すバンドＡを選択した場合には、ステップ１１３において、ユーザプロフィールを更
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新する一部としてエントリ１２が作成されることになる。先に説明したように、初期採用
者を識別する目的でタイムスタンプを記録することもできる。これに加えて、このプロフ
ィールは、ユーザが、例えば１３４において鑑賞して好きである（好む）か又は嫌いであ
るかを示したコンテンツのレコードを保持する。このコンテンツは、適合ユーザからの推
薦を選択した時に、又は２次アンケートを介して自動的に観た好みのコンテンツを含む、
何れかのモードを介してユーザが観たか又は提供したコンテンツとすることができる。次
いで、このコンテンツ及び選好は、アンケートを作成するのに用いられ、或いは、関連ユ
ーザ又は適合ユーザとしてこのユーザをフォローする他のユーザにこのコンテンツを提供
又は推薦するのに用いることができる。適合ユーザ又は関連適合ユーザ（登録ユーザ）と
して識別されたユーザを示す別のセクション１３５が設けられる。これらのユーザは、追
従されるユーザであり、これらのユーザが好むコンテンツは、アンケート又はその他の手
段を介してこのユーザに提供又は推薦される。ユーザプロフィール１３０は、ユーザが、
ソーシャルネットワークウェブサイト等の他の機構を介して関連付けた「友人」のリスト
１３６を含むこともできる。
【００６６】
　ステップ１１３において、ユーザプロフィールが更新された後、ゲーム内の全てのアン
ケートにユーザが応答し終わるまで、後続のアンケートにおいて同じ選択工程が発生する
。また、この時点では、サーバ１０は、ユーザ１３０及びその他のユーザ、例えばユーザ
Ｂ　１４０のそれぞれのユーザプロフィールに基づいてこのユーザと同じ又は同様の選好
を有する他のユーザ１１ａ～１１ｃを識別して適合ユーザを識別する。例えば、サーバ１
０は、適合の候補である別のユーザ（例えばユーザＢ、１１ｂ）を選択し、その候補ユー
ザのユーザプロフィール、例えば１４０を現在のユーザ（ユーザＡ、１１ａ）のユーザプ
ロフィール１３０と比較して、これらのユーザの選好間の類似度を判定する。図１６は、
ユーザＡのユーザプロフィール１３０と同じ構造を有するが内容が異なる、ユーザＢにつ
いての簡単なユーザプロフィール１４０を示している。ユーザ間の比較を行う１つの手法
は、これらのユーザが両方共参加した同じアンケートに対するそれぞれの応答を分析して
、同じ応答の数を判定することである。例えば、図１５及び図１６を参照すると、両方の
ユーザ（Ｊｏｈｎ及びＪｉｌｌ）が、アンケート＃００１、＃０３２、＃１１１、及び＃
５６７に参加している。これらのユーザは、アンケート＃００１、＃０３２、及び＃１１
１に対して回答が同じであった。何らかの閾値基準に達した場合（例えば、これらのユー
ザが７０％を上回る同じ応答を有する）、これらのユーザは、適合者として識別される。
この事例では、ユーザＪｏｈｎとＪｉｌｌは適合者になる。
【００６７】
　適合ユーザにおいて考慮すべき他の要素は、それぞれの場所、年齢、性別、及び関連す
る友人の類似性である。また、友人の選好及び現在のユーザの選好を予測するこれら友人
の能力（予測精度）を用いて、ユーザを適合させて、彼らを適合ユーザ又は関連適合ユー
ザにすることができる。もう１つの考慮事項は、ユーザの特定のアンケートの全体的な好
き嫌いに対するそれぞれのユーザの応答である。また、アンケート内の選好の選出のタイ
ムスタンプと共に同じアイテムについての別のユーザのそれ以後の選好を用いて、ユーザ
を適合させて、第１のユーザの初期採用者ステータスを高めることができる。また、共通
の選好／要素をより多く有するユーザが、共通の選好／要素をより少なくある程度有する
ユーザよりもより高い適合であるとする場合、適合度を存在させることができる。この適
合度を判定するために段階的閾値を設定することができ、該適合度は、数値、レベル、又
は他の何らかの指標で示される。
【００６８】
　更に、アンケート結果に基づいて適合を判定する際に、カテゴリベースで判定されるの
が好ましい。すなわち、候補ユーザをユーザと比較して適合を判定する時に、特定のカテ
ゴリに関するアンケートからの選好が独立して考慮されることになる。従って、候補ユー
ザが比較される時には、システムは、最初に映画カテゴリにおける適合を調べ、次いで、
芸術カテゴリ、音楽カテゴリ、及びその他のカテゴリにおける適合を調べることになる。
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候補ユーザがユーザと適合するか否かの判断は、このカテゴリ内の同じアンケートに対す
る候補ユーザのそれぞれの応答に基づいて、各カテゴリに対して独立して行われる。幾つ
かのカテゴリでは特定の候補を適合者とすることができるが、他のカテゴリでは適合者と
することができない場合があり、その可能性もある。従って、特定のユーザに対する適合
ユーザ又は関連適合ユーザは、カテゴリのうちの１つ又は幾つかにおけるものだけの可能
性がある。例えば、図１５及び図１６を参照すると、この２人は、音楽カテゴリでは少な
くとも７５％の共通アンケート応答を有するので適合すると考えられるが、いかなる共通
アンケート応答も持たない映画では適合するとすることはできない。この場合、関連適合
ユーザからの好みのコンテンツがユーザに提供された時には、ユーザには、これらの関連
適合ユーザが適合したカテゴリに含まれるコンテンツについてのみ提供されることになる
。しかしながら、カテゴリ適合チェックを行うことができるだけでなく、適合ユーザは、
全てのカテゴリにわたるアンケート結果に基づいて識別することもできる点は理解される
であろう。この場合、適合ユーザが、特定のカテゴリにおいてユーザに対してアンケート
応答の十分な類似性がない場合であっても、全てのカテゴリにわたって適合者と見なすの
に十分な類似性を有する場合もある。この場合、関連適合ユーザの好みのコンテンツがユ
ーザに提供される時には、このコンテンツはあらゆるカテゴリからのコンテンツとするこ
とができる。
【００６９】
　このようにして１つ又はそれ以上の適合候補ユーザが識別されると、ステップ１１４に
おいて、これらの適合候補ユーザはが適合ユーザとして割り当てられる。この実施構成で
は、各適合ユーザは、ユーザと自動的に関連付けられる。ユーザが、その適合ユーザをフ
ォローすることを望まない場合には、このユーザは、自発的に登録解除することになる。
しかしながら他の実施構成は、異なるように稼動することができる。例えば、別の実施構
成では、一部のユーザだけが自動的に関連付けられ、及び／又はユーザは、適合ユーザの
うちの１人又はそれ以上と関連付ける（選択／登録）ことを自発的に選択することができ
る。更に１つの実施可能な実施構成では、どのような関連付けも行われず、適合ユーザは
、ユーザに示されるだけである。関連ユーザ１７０は、図１７にあるような表示スクリー
ン上に示される。関連適合ユーザが確定されると、これらのユーザによって好まれるコン
テンツは、アンケートとして提供されるか、又は以下で説明するようにアンケートとは無
関係に直接提供することができる。
【００７０】
　次いで、ユーザは、ステップ１１０～１１５に示したように、別のアンケートゲームを
プレイし、プロフィールを更新し、適合する他のユーザを見つけることができる。後続の
１次アンケート１２０は、以下の方式で生成される。システム１は、ａ）未だユーザに提
示されていないアンケート、ｂ）第１のアンケートの選出された選択肢に関係するアンケ
ート及び／又はコンテンツ、及び／又は、ｃ）ユーザが登録されている／適合された他の
ユーザによって示唆されたアンケート又はこれらの他のユーザに以前に示されたアンケー
トを含むか又はこれらから生成される候補アンケートのグループを生成する。次いで、候
補アンケートは、ユーザの独自の選好に応じて、及び／又はこれらの候補アンケートがこ
れまでに他のユーザ（適合ユーザ／関連ユーザ等）によってどのように格付けされてきた
かに応じてランク付けされる。例えば、特定のアンケートに対する格付けは、このアンケ
ートを好きであることをこれまでに示した他のユーザの割合を含むことができ、又はこの
アンケートに対する肯定的な応答の閾値超過の観点からシステムによって格付けをするこ
とができる。最も高いランクのアンケートが後続のアンケートとして選択され、ユーザに
提示される。次いで、ユーザの応答が取得され、これらのユーザのプロフィールが更新さ
れ、更なる適合ユーザが見つけられる。
【００７１】
（第２の実施形態におけるターゲット絞り込みコンテンツの配信）
　適合ユーザ又は関連適合ユーザの好みのコンテンツは、適合ユーザをフォローするユー
ザにとってのターゲット絞り込みコンテンツになる。例えば、画像又は同様のものなどに
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よるこのコンテンツの何らかの指示は、このターゲット絞り込みコンテンツの推薦である
。適合ユーザが見つかると、ステップ１１５において、適合ユーザの好みのコンテンツを
ユーザに上述のような幾つかの手法で又は他の方法で提供することができる。
【００７２】
　第１の選択肢では、図１８を参照すると、上述のようにコンテンツを図１１に示す方法
の一部として生成及び表示される２次アンケート１６０として提供することができる。こ
の場合、コンテンツは、ステップ１１５ではなく、ステップ１１０及び１１１の一部とし
て表示される。この種類のアンケートでは、幾つかの選択アイテムが提供され（１６０）
、ユーザは、ステップ１１２において、これらの選択アイテムから１つ（又は場合によっ
てはそれ以上）の選択肢を選択することができる。好ましくは、各選択肢は、ユーザが登
録されている関連適合ユーザの選好に基づいて選択された好みのコンテンツ、例えばビデ
オ、音楽、又は同様のものを示す。各メディアアイテムは、メディアアイテム又はリンク
（ＵＲＬ）を表すことができる。アンケート内でコンテンツの各アイテムは、画像又は同
様のものによって表され、ユーザがコンテンツを識別し、どれをユーザが好むかを判断す
るのを可能にする。ステップ１１２において、選択が行われると、サーバ１０によってユ
ーザ装置、例えば１１ａを介してコンテンツがユーザに提示される（例えばビデオが再生
される）。ユーザはまた、コンテンツの好き嫌いを示す選択肢を有することもでき、これ
は、ユーザプロフィール１３０のセクション１３４内に記憶される。例えば図１８では、
ユーザは、様々な映画の間で選択を行うことができる。ユーザが映画Ａを選択してこれを
観た後、この映画が好きであることを示す結果として、ユーザプロフィール１３０のエン
トリ１３４が生じる。ユーザがこのコンテンツを好きであった場合、このコンテンツはユ
ーザにとっての好みのコンテンツとなり、このユーザをフォローする（適合ユーザとして
）他のユーザに提供することができる。同様に、ユーザが登録されている示唆したユーザ
からコンテンツ及び／又はアンケートをユーザ自身が受信することもできる。このコンテ
ンツは、他のユーザが観たコンテンツ、又は例えばアンケート内で選択したコンテンツで
ある。
【００７３】
　第２の選択肢では、図１７を参照すると、サーバ１０は、関連適合ユーザを示す情報を
ユーザ装置に送信し、よって関連適合ユーザをユーザに表示して示すことができる（１７
０）。関連適合ユーザが適合するカテゴリを示すこともできる。各関連適合ユーザにとっ
ての好みのコンテンツ（又は例えば画像によって示されたコンテンツへのリンク）の一部
又は全ての例を表示することもできる（例えば１５１）。ユーザは、リンクを選択し、ス
テップ１１５において、例えばコンテンツを閲覧及び／又は聴取することによってコンテ
ンツを鑑賞することができる。ユーザはまた、コンテンツを好きか否かを示すこともでき
（１８０）、このことは、ユーザを追従する者に好みのコンテンツを提供するために、ユ
ーザのプロフィール１３０上で更新されることになる。
【００７４】
　第３の選択肢では、代替的に、ユーザは、ステップ１１５において、ウェブサイトの一
部分を選択することができ、これによってターゲット絞り込みコンテンツが自動的にユー
ザに配信され、よって、ユーザがターゲット絞り込みコンテンツ（例えば図１７のアイコ
ン１２３）を鑑賞することができるようになる。配信の順序は、ユーザ間の適合度に従う
ような、システムによって何らかの適切な手法で決定することができる。ユーザは、コン
テンツを鑑賞するのを停止することを選出することができ、要望に応じて、他の好みのコ
ンテンツを鑑賞することを選ぶことができ、従って、自動配信が無効にされる。このよう
にすることによって、サーバにユーザプロフィール１３０を更新させることができ、ユー
ザがこのコンテンツを好きではないことの指示が与えられる。ユーザが特定のコンテンツ
を選択した場合には、サーバによって、ユーザがそのコンテンツを好きである（好む）こ
とを示すようにユーザプロフィール１３０を更新することができる。これに加えて、ユー
ザにコンテンツが好きか嫌いかを質問することができ、ユーザの応答はサーバによって受
信され、サーバはこれに応じてユーザプロフィール１３０を更新する。これはまた、ユー
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ザをフォローする者に提供することができる好みのコンテンツを識別する。
【００７５】
　本発明に対する様々な他の代替形態が可能であることは理解されるであろう。ユーザを
適合し、アンケートを生成／選択し、好み／ターゲット絞り込みコンテンツを提供するた
めの特定の方法、及びアンケート及びコンテンツが表示される方式は、上記に説明した実
施例に限定されない。他の代替形態は以下のものを含む。
【００７６】
　コンテンツは、直接ではなくリンクとして提供され、又は静止画像、ロゴ、言葉、又は
同様のものを用いて表すことができる。この場合、ユーザは、このリンク又は表現物をク
リックし、コンテンツを鑑賞することができる。
【００７７】
　各選択の提示は、選択に対する任意選択的なタイトル、必要なメディアアイテム（例え
ば、限定ではなく、静止画像、ビデオ、オーディオ）、キーワード検索用語を兼ねる必要
なテキスト記述、及び任意選択的な各選択肢についての追加のキーワードからなる。
【００７８】
　アンケートは、推薦情報を含むこともできる。この情報は、当該アイテムについてのユ
ーザの選好選択に基づくエンティティの推薦を表す。このエンティティは、別のアンケー
トを表すことができる（例えば、「ヒップホップアルバム」アンケートの推薦は、ロック
バンドＢを凌ぐヒップホップバンドＡの選好に基づいて存在する）。
【００７９】
　アンケート推薦は、選択のキーワードに基づいてシステム生成することができる（例え
ば、ヒップホップバンドＡの楽曲アンケートの推薦は、アンケートタイトルを、ヒップホ
ップバンドＡ対ロックバンドＢ選択における選択記述と適合させることによって生成する
ことができる）。アンケート推薦は、適合ユーザによって、又は競売入札を通じて作成す
ることができる。或いは、適合ユーザ選好と競売入札とを組み合わせることによって作成
することができる。入札価格と現在のユーザに対するこれまでのアンケートの結果との組
み合わせによって、又は現在のユーザに適合したユーザによってランク付けされるアンケ
ート枠への広告主により行われる入札は、現在のユーザに対するランク付け、順序、及び
アンケートへの新しいアイテムの導入を変えることができる。
【００８０】
　メディアアイテムは、ユーザによってアップロードされ、又はキーワード検索を通じて
ソースから選択することができる。システムは、適切なメディアを取得し、これらを選択
のためにユーザに提示する。アンケートからの結果は、追加アンケート（例えば、Ａ対Ｂ
の勝者とＣ対Ｄの勝者とをペアにして、新しい選択Ａ対Ｃを生成する）を構築するために
システムが用いることができる。
【００８１】
　アンケート結果からのキーワードは、単一アイテムリストアンケート（２次アンケート
）を生成するのに用いることができる。例えば、サッカービデオの単一アイテムアンケー
トを生成するために、サッカーについてのユーザ選好をシステムが用いることができる。
【００８２】
　現在のユーザに適合したユーザのアンケート結果からのキーワードを用いて、現在のユ
ーザに対して新しいアンケートを生成し、アンケートに新しいアイテムを導入することが
できる。
【００８３】
　ソースは、特定のコンテンツの複数の形態を含むことができ、該形態は、ユーザのユー
ザプロフィールに基づくユーザへの配信用に選択することができる。
【００８４】
　好ましくは、ソースは、他のユーザ及び／又はコンピュータシステムによって作成され
たアンケートを含む。
【００８５】
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　好ましくは、選出は、選択肢を好むか好まないかの指示、又は格付けを与えることの指
示である。
【００８６】
　コンテンツをユーザ装置に提供する方法は、ユーザプロフィールに基づいてソースから
コンテンツを選択／作成するステップと、このコンテンツをユーザ装置に提示するステッ
プとを含み、ユーザプロフィールは、上の段落の１つ又はそれ以上に従って作成される。
【００８７】
　ターゲット絞り込みコンテンツをユーザ装置に配信するためにユーザプロフィールを構
築するためのユーザ装置であって、本装置は、ディスプレイを有し、コンピュータシステ
ムに接続され又は接続可能であり、選出のため１つ又はそれ以上の選択肢を含む少なくと
も１つのユーザ選好アンケートを受信、作成、又は選択し、選好アンケートをディスプレ
イ上に提示し、各アンケートについてアンケート結果を記憶し、又は記憶のために送信し
てユーザプロフィールを作成又は更新するようにプログラムされており、各アンケートは
、ユーザプロフィール、同じ又は同様のプロフィールを有する他のユーザに提示され及び
／又は他のユーザによって作成されたユーザ選好アンケート、ユーザ及び／又は他のユー
ザの予測精度、及び／又は以前のユーザアンケートの取り込み履歴のうちの１つ又はそれ
以上に基づいて選択／作成される。
【００８８】
　ユーザ装置への配信のためにメディアコンテンツを選択する際に使用するためのユーザ
プロフィールを構築するシステムであって、本システムは、選出のための１つ又はそれ以
上の選択肢を含む少なくとも１つのユーザ選好アンケートを作成又は選択し、選好アンケ
ートをユーザ装置に提供し、各アンケートについて、アンケート結果を記憶してユーザプ
ロフィールを作成又は更新するようにプログラムされたコンピュータを備え、各アンケー
トは、ユーザプロフィール、同じ又は同様のプロフィールを有する他のユーザに提示され
及び／又は他のユーザによって作成されたユーザ選好アンケート、ユーザ及び／又は他の
ユーザの予測精度、及び／又は以前のユーザアンケートの取り込み履歴のうちの１つ又は
それ以上に基づいて選択／作成される。
【００８９】
　コンテンツをユーザ装置に提供するためのシステムは、ユーザプロフィールに基づいて
ソースからコンテンツを選択／作成し、このコンテンツをユーザ装置に配信するように適
合されたサーバを備え、ユーザプロフィールは、上記の段落の１つ又はそれ以上に従って
作成される。
【００９０】
　コンテンツをユーザ装置に提供するためのシステムは、ユーザプロフィールに基づいて
ソースからコンテンツを選択／作成し、このコンテンツをユーザ装置に配信するように適
合されたサーバを備え、ユーザプロフィールは、上記の段落のうちの１つ又はそれ以上に
従って作成される。
【００９１】
　コンテンツをユーザに表示するためのユーザ装置は、上記の段落のうちの１つ又はそれ
以上に従って作成されたユーザプロフィールに基づいてソースから選択／作成されたコン
テンツをサーバから受信するためのネットワーク接続と、コンテンツを表示するためのデ
ィスプレイとを備える。
【符号の説明】
【００９２】
１１ａ　ユーザＡ
１１ｂ　ユーザＢ
１１ｃ　ユーザＣ
１８　ネットワーク
１０　サーバ
１７　コンテンツプロバイダ



(23) JP 2013-506220 A 2013.2.21

１５　コンテンツ
１３　アンケート
１４　プロフィール
１６　アンケートコンテンツ

【図１】 【図２】
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【手続補正書】
【提出日】平成24年5月31日(2012.5.31)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　ユーザ装置のユーザに推薦又はターゲット絞り込みコンテンツを提供するためにコンピ
ュータで実行される方法であって、
　前記ユーザ装置と分離された又はその一部を形成する１以上のコンピュータが、選出の
ために１以上の選択肢を有するユーザ選好アンケートを前記ユーザ装置に送信する処理と
、
　前記コンピュータが、各アンケートについて該アンケートの結果を受信及び記憶してユ
ーザプロフィールを作成又は更新する処理と、
　前記コンピュータが、それぞれのユーザプロフィールに基づいて前記ユーザに適合する
他のユーザを識別する処理と、
　前記適合ユーザのうちの１人又はそれ以上によって好まれるコンテンツであるターゲッ
ト絞り込みコンテンツ及び／又はターゲット絞り込みコンテンツの推薦を前記ユーザ装置
に送信する処理と、
を含む方法。
【請求項２】
　ユーザプロフィールに基づいて前記ユーザに適合する他のユーザを識別する処理は、前
記コンピュータが、コンテンツカテゴリについて前記ユーザと同じ又は同様の選好を有す
る他のユーザを識別することを含む、請求項１に記載の方法。
【請求項３】
　前記コンピュータが、前記適合ユーザのうちの１以上を前記ユーザと関連付ける処理を
更に含み、前記ターゲット絞り込みコンテンツは、前記関連適合ユーザのうちの１以上に
よって好まれるコンテンツである、請求項１又は請求項２に記載の方法。
【請求項４】
　ターゲット絞り込みコンテンツ又はターゲット絞り込みコンテンツの推薦を提供する前
記処理は、前記ユーザ装置が、前記ユーザに対して前記適合ユーザ又は関連適合ユーザの
うちの１以上によって好まれるコンテンツへのアクセスを示す又は提供することを含む、
請求項１～３のうちの何れかに記載の方法。
【請求項５】
　前記適合ユーザのうちの１以上を関連付ける処理は、前記適合ユーザを前記ユーザ装置
上に提示して、関連付けのために前記適合ユーザのうちの１以上を選択する入力を前記ユ
ーザ装置から受信することを含む、請求項４に記載の方法。
【請求項６】
　前記ユーザ選好アンケートは、一方が他方よりも優先して選出できる選出用の２つの選
択肢を含む１次アンケートであり、該１次アンケートは、前記ユーザプロフィールを作成
又は更新するための選出を取得することが主な目的である、請求項１～５のうちの何れか
に記載の方法。
【請求項７】
　前記選択肢のうちの１以上は、１以上の適合ユーザ又は関連適合ユーザによって好まれ
るコンテンツに関係し、前記アンケートは、推薦及び／又はターゲット絞り込みコンテン
ツを提供し、及び／又は前記ユーザプロフィールを作成又は更新するための選出を取得す
る、請求項１～６のうちの何れかに記載の方法。
【請求項８】
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　前記ユーザ選好アンケートは、選出のために２以上の選択肢を含む２次アンケートであ
り、該選択肢のうちの１以上は、１以上の適合ユーザ又は関連適合ユーザによって好まれ
るコンテンツに関係し、該２次アンケートは、推薦及び／又はターゲット絞り込みコンテ
ンツを提供し、及び／又は前記ユーザプロフィールを作成又は更新するための選出も取得
する、請求項１～７のうちの何れかに記載の方法。
【請求項９】
　前記ユーザ装置が、１以上の他のユーザに提供されたアンケートを提示して、前記他の
ユーザが前記アンケートにどのように応答したかに関する予測を受信する処理を更に含む
、請求項１～８のうちの何れかに記載の方法。
【請求項１０】
　前記アンケートの結果は、前記選択肢のうちの１以上の選出及び／又は前記アンケート
についてのフィードバックを含む、請求項１～９のうちの何れかに記載の方法。
【請求項１１】
　前記選出は、前記選択肢を好むか好まないかの指示、又は格付けを与えることの指示で
ある、請求項１～１０のうちの何れかに記載の方法。
【請求項１２】
　ユーザ装置のユーザに推薦又はターゲット絞り込みコンテンツを提供するためのシステ
ムであって、
　１以上のユーザプロフィールを記憶するデータベース及びコンピュータを備え、
　前記コンピュータが、
　前記ユーザ装置上での選出のために１以上の選択肢を有するユーザ選好アンケートをユ
ーザ装置に提供し、
　各アンケートについて、前記アンケートの結果を受信及び記憶して前記データベース内
でユーザプロフィールを作成又は更新し、
　前記各ユーザプロフィールに基づいて前記ユーザに適合する他のユーザを識別し、
　前記適合ユーザのうちの１以上によって好まれるコンテンツであるターゲット絞り込み
コンテンツ及び／又はターゲット絞り込みコンテンツの推薦を前記ユーザ装置に提供する
前記システム。
【請求項１３】
　前記コンピュータは、コンテンツカテゴリについて前記ユーザと同じ又は同様の選好を
有する他のユーザを識別することによって、ユーザプロフィールに基づいて前記ユーザに
適合する他のユーザを識別する、請求項１２に記載のシステム。
【請求項１４】
　前記コンピュータは、更に、前記適合ユーザのうちの１人又はそれ以上を前記ユーザと
関連付ける請求項１２又は請求項１３に記載のシステム。
【請求項１５】
　前記適合ユーザのうちの１人又はそれ以上を前記ユーザと関連付けるために、前記コン
ピュータは、前記適合ユーザを前記ユーザ装置に提供し、関連付けのために前記適合ユー
ザのうちの１人又はそれ以上を選択する入力を前記ユーザ装置から受信する、請求項１４
に記載のシステム。
【請求項１６】
　ターゲット絞り込みコンテンツ及び／又はターゲット絞り込みコンテンツに対する推薦
を提供する処理が、前記適合ユーザ又は関連適合ユーザのうちの１人又はそれ以上によっ
て好まれるコンテンツへのアクセスを提供する処理を含む、ことを特徴とする請求項１２
～１５のうちの何れかに記載のシステム。
【請求項１７】
　前記ユーザ選好アンケートは、一方が他方よりも優先して選出できる、選出用の２つの
選択肢を含む１次アンケートであり、該１次アンケートは、前記ユーザプロフィールを作
成又は更新するための選出を取得することが主な目的である、請求項１２～１６のうちの
何れかに記載のシステム。
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【請求項１８】
　前記選択肢のうちの１以上は、１以上の適合ユーザ又は関連適合ユーザによって好まれ
るコンテンツに関係し、前記アンケートは、推薦及び／又はターゲット絞り込みコンテン
ツを提供し、及び／又は前記ユーザプロフィールを作成又は更新するための選出を取得す
る、請求項１７に記載のシステム。
【請求項１９】
　前記ユーザ選好アンケートは、選出のために２以上の選択肢を含む２次アンケートであ
り、該選択肢のうちの１以上は、１以上の適合ユーザ又は関連適合ユーザによって好まれ
るコンテンツに関係し、該２次アンケートは、推薦及び／又はターゲット絞り込みコンテ
ンツを提供し、及び／又は前記ユーザプロフィールを作成又は更新するための選出も取得
する、請求項１８に記載のシステム。
【請求項２０】
　前記コンピュータは更に、１以上の他のユーザに提供されたアンケートを提示し、該他
のユーザが該アンケートにどのように応答したかに関する予測を受信するようにプログラ
ムされている、請求項１２～１９のうちの何れかに記載のシステム。
【請求項２１】
　前記アンケートの結果は、前記選択肢のうちの１以上の選出及び／又は該アンケートに
ついてのフィードバックを含む、請求項１２～２０のうちの何れかに記載のシステム。
【請求項２２】
　前記選出は、前記選択肢を好むか好まないかの指示、又は格付けを与えることの指示で
ある、請求項１２～２１のうちの何れかに記載のシステム。
【請求項２３】
　ユーザ装置のユーザに推薦及び／又はターゲット絞り込みコンテンツを提供するのに用
いためにユーザプロフィールを構築するコンピュータ実行の方法であって、
　１以上のコンピュータが、選出のために１以上の選択肢を含む少なくとも１つのユーザ
選好アンケートを作成又は選択する処理と、
　前記コンピュータが、該ユーザ装置上の前記選好アンケートを前記ユーザ装置に送信し
、各アンケートについて該アンケートの結果を記憶してユーザプロフィールを作成又は更
新する処理と、
を含み、
　前記ユーザプロフィールと同じ又は同様のプロフィール、アンケートの応答、アンケー
トの選好、他の適合ユーザによって作成されたアンケート、前記ユーザ及び／又は前記他
のユーザの予測精度、以前のアンケート、コンテンツの取り込み履歴のうちの１つ又はそ
れ以上が選択され、前記各ユーザ選好アンケートは該選択に基づいて作成され、更に、
　前記コンピュータ及び／又はユーザ装置は、前記ユーザプロフィール又は他の適合ユー
ザのユーザプロフィールの少なくとも何れかに基づいて、推薦又はターゲット絞り込みコ
ンテンツの少なくとも何れかを前記ユーザ装置に提供することを含む前記方法。
【請求項２４】
　ユーザ装置のユーザに推薦及び／又はターゲット絞り込みコンテンツを提供するのに用
いるためにユーザプロフィールを構築するシステムであって、
　１以上のユーザプロフィールを記憶するデータベース及びコンピュータを備え、
　前記コンピュータが、
　選出のために１以上の選択肢を含む少なくとも１つのユーザ選好アンケートを作成又は
選択し、
　前記選好アンケートをユーザ装置に提供し、
　各アンケートについて、前記データベース内でユーザプロフィールを作成又は更新し、
　前記ユーザプロフィール他の適合ユーザのユーザプロフィールの少なくとも何れかに基
づいて、前記ユーザ装置に推薦及び／又はターゲット絞り込みコンテンツを提供し、
　前記各ユーザ選好アンケートが、前記ユーザプロフィールと同じ又は同様のプロフィー
ル、アンケートの応答、アンケートの選好、他の適合ユーザによって作成されたアンケー
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ト、前記ユーザ及び／又は前記他のユーザの予測精度、以前のアンケート、コンテンツの
取り込み履歴のうちの１以上が選択され、前記各ユーザ選好アンケートは該選択に基づい
て作成される、
ことを特徴とする前記システム。
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