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(57)【要約】
　ビデオ・ステッカー・アルバムはオンライン取引が可
能なインターネットなどのネットワークを介して取得で
きる。このアルバムにおいて、各画像は少なくとも１つ
のビデオ・ステッカーにより形成され、完成されると問
題のシーンの動画を生成し、ユーザ／コレクタが見たい
だけ何度でも見ることができる。システムは、クレジッ
ト・カード又はデビット・カードの管理会社、ｅＰａｙ
、ｅコマース、及び／又はＳＭＳ（携帯電話）によって
用いられるＰＯＳ（ｐｏｉｎｔ　ｏｆ　ｓａｌｅ）など
のビデオ・ステッカー・システムを介して、ユーザ／コ
レクタがクレジットを取得し画像を入手できるようにす
る。
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　ユーザ／コレクタによって静止画が取得又は完成されたとき、取得された場面に動きを
与える動画を前記静止画によって生成することを可能にするように構成され、さらに２以
上の言語でアクセス可能なインターフェースを通して１以上の静止画をオンラインで取引
することを可能にするように構成された中央サーバを備える、オンラインで取得可能なビ
デオ・ステッカー・アルバム・システム。
【請求項２】
　前記アルバムの各画像が少なくとも１つのビデオ・ステッカーを含む、請求項１に記載
のアルバム・システム。
【請求項３】
　前記中央サーバが
（ｉ）ソーシャル・ネットワーキング・サイトでのテキストの投稿、又は
（ｉｉ）ソーシャル・ネットワーキング・サイトに貼り付けることができるコードを有す
る仮想キャラクタ・バックグラウンドとのインタラクション
によって前記ユーザ／コレクタのコレクションの段階を公的に表示し、前記ビデオ・ステ
ッカー・アルバムの完成率を証明する、請求項１に記載のアルバム・システム。
【請求項４】
　ユーザが電子サイト・ツールを介してすべての必要な情報にアクセスし、１以上のリモ
ート端末を介してアクセス可能な運用制御にアクセスすることができる、請求項１に記載
のアルバム・システム。
【請求項５】
　中央サーバが
（ｉ）情報、運用、及びシステムの全体制御、及び
（ｉｉ）１以上のユーザに対する管理、技術、経済、財務、及び統計に関するレポート
を可能にするようにさらに構成された請求項４に記載のアルバム・システム。
【請求項６】
　前記システムがシステム管理者によってリモートで更新されるように構成された、請求
項４に記載のアルバム・システム。
【請求項７】
　前記ユーザ／コレクタが、ビデオ・ゲーム、ｅＰａｙシステム、ｅコマース、ＳＭＳ（
携帯電話）、ＰＯＳ及び小売店のうちの１以上を通してクレジットを取得する、請求項１
に記載のアルバム・システム。
【請求項８】
　前記中央サーバが、すべての訪問者がアクセスできるウェブ・ページの第１のセット及
び登録されたユーザ／コレクタだけがアクセスできる第２のセットを提供するようにさら
に構成された、請求項４に記載のアルバム・システム。
【請求項９】
　中央サーバが
（ａ）ビデオ・ステッカー・アルバムのコンテンツの一当事者による制御、
（ｂ）取引排出及び技術、統計、経済、財務、及び管理に関する使用を生成する管理チー
ムに制限される親アルバムのビデオ・ステッカーの運用の一部、及び
（ｃ）画面ごとのコンテンツのリスト
を提供するようにさらに構成された、請求項４に記載のアルバム・システム。
【請求項１０】
　前記中央サーバが、携帯電話及びタブレットを含む１以上のリモート装置を通してアク
セスすることができ、前記１以上のビデオ・ステッカーが３次元で取得可能である、請求
項１に記載のアルバム・システム。
【請求項１１】
　ビデオ・ステッカー・アルバム・システムのユーザ／コレクタが、電子的及びウェブサ



(3) JP 2014-532242 A 2014.12.4

10

20

30

40

50

イトのツールの仮想アルバムを用いてすべての必要な情報にアクセスできる、請求項１に
記載のアルバム・システム。
【請求項１２】
　前記中央サーバが、前記ビデオ・ステッカー・アルバムの管理者に
（ｉ）情報及び運用の全体制御、及び
（ｉｉ）前記コレクションについて管理、技術、経済、財務、及び統計に関するレポート
を発行する許可
を提供するようにさらに構成された、請求項１１に記載のアルバム・システム。
【請求項１３】
　前記中央サーバが、前記ビデオ・ステッカー・アルバムの前記ユーザ／コレクタが他の
コレクタからの公開情報にアクセスすることを可能にするようにさらに構成された、請求
項１１に記載のアルバム・システム。
【請求項１４】
　前記中央サーバが、前記ビデオ・ステッカー・アルバムが前記システム管理者によって
リモートで更新されることを可能にするようにさらに構成された、請求項１１に記載のア
ルバム・システム。
【請求項１５】
　前記中央サーバが
（ａ）前記ビデオ・ステッカー・アルバムのコンテンツの一当事者による制御、
（ｂ）取引排出及び技術、統計、経済、財務、及び管理に関する使用レポート及び／又は
監査を生成する管理チームに制限されるビデオ・ステッカー・アルバムの運用の一当事者
による制御、及び
（ｃ）画面ごとのコンテンツのリスト
を提供するようにさらに構成された、請求項１１に記載のアルバム・システム。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本特許出願はインターネットを通じて入手可能でありオンライン取引が可能なビデオ・
ステッカー・アルバムに関する。このアルバムにおいて、各画像は少なくとも１つのビデ
オ・ステッカーにより形成され、完成されると問題のシーンの動画を生成し、ユーザ／コ
レクタが見たいだけ何度でも見ることができる。本発明のアルバムは、クレジット・カー
ド又はデビット・カードの管理会社が用いるステッカー・ビデオ・システムＰＯＳ（ｐｏ
ｉｎｔ　ｏｆ　ｓａｌｅ）、ｅＰａｙ、ｅコマース、及び／又はＳＭＳ（携帯電話）を通
じてユーザ／コレクタがクレジットを入手できるようにする単純なソフトウェアを理解す
ることで開発されるシステムによって可能になる。
【背景技術】
【０００２】
　物理的な媒体上の又はインターネット経由の収集可能なアルバムはすでに当技術分野で
知られている。
【０００３】
　この主題に関する特許文献として、以下の例が挙げられる。
　ブラジル特許出願公開第ＰＩ０１０７０２２－３号明細書（出願日：２００１年１２月
１９日、出願人：Ｃｏｎｎｅｃｔ　Ｐａｙ　ＴＶ　Ｂｕｓｉｎｅｓｅｓｓ　Ｌｔｄａ、名
称：「Ｓｉｓｔｅｍａ　ｄｅ　ａｌｂｕｍ　ｖｉａ　ｉｎｔｅｒｎｅｔ」）
　ブラジル特許出願公開第ＰＩ０１０６４９０－８号明細書（出願日：２００１年１２月
５日、出願人：Ｌｕｉｚ　Ｆｅｌｉｐｅ　Ｃｏｅｌｈｏ　Ｆｉｌｉｚｚｏｌａ、名称：「
Ｓｉｓｔｅｍａ　ｐａｒａ　ｃｏｌｅｃｉｏｎａｒ　ｆｉｇｕｒｉｎｈａｓ　ｅｍ　ａｌ
ｂｕｍ　ｖｉｒｔｕａｌ，ｕｔｉｌｉｚａｎｄｏ　ｕｍ　ｍｅｔｏｄｏ　ｆｉｓｉｃｏ　
ｄｅ　ｃｏｎｔｒｏｌｅ　ｅ　ｖｅｎｄａ」）
　韓国特許出願公開第２００８０００６７２９号明細書（名称：「Ｓｙｓｔｅｍ　ａｎｄ
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　ｍｅｔｈｏｄ　ｆｏｒ　ｃｏｎｓｔｉｔｕｔｉｎｇ　ｃｏｍｍｕｎｉｔｙ　ｕｓｉｎｇ
　ｅｌｅｃｔｒｏｎｉｃ　ａｌｂｕｍｓ　ａｎｄ　ｍａｎａｇｉｎｇ　ｅｌｅｃｔｒｏｎ
ｉｃ　ａｌｂｕｍｓ」）
　韓国特許出願公開第２００７００８０３９３号明細書（名称：「Ｓｙｓｔｅｍ　ｏｆ　
ｓｃｅｎａｒｉｏ　ａｌｂｕｍ　ｕｓｉｎｇ　ｉｎｔｅｒｎｅｔ」）
　韓国特許出願公開第２０００００５４６８１号明細書（名称：「Ｓｙｓｔｅｍ　ｆｏｒ
　ｓｕｐｐｌｙｉｎｇ　ｍｏｖｉｎｇ　ｐｉｃｔｕｒｅ　ａｌｂｕｍ　ｖｉａ　ｔｈｅ　
ｉｎｔｅｒｎｅｔ」）
　韓国特許出願公開第２００８００４９１５４号明細書（名称：Ｓｙｓｔｅｍ　ｆｏｒ　
ｓｕｐｐｌｙｉｎｇ　ｍｏｖｉｎｇ　ｐｉｃｔｕｒｅ　ａｌｂｕｍ　ｖｉａ　ｉｎｔｅｒ
ｎｅｔ）
　国際公開第２００８／０４１０４４号パンフレット（国際出願日：２００７年１０月３
日、出願人：Ｔｏｍｉｓｌａｖ　ＫＯＲＤＡの代理、名称：「Ｓｙｓｔｅｍ　ｆｏｒ　ｃ
ｏｌｌｅｃｔｉｎｇ　ｏｆ　ａｌｂｕｍ　ｓｔｉｃｋｅｒｓ　ｖｉａ　ｉｎｔｅｒｎｅｔ
」）
【０００４】
　従来技術及び発明者の知る限りにおいて存在する、収集システム及び物理的な媒体とし
てのカードの交換は、印刷されたステッカー・アルバムをベースとしており、これは売店
、新聞売店、書店、インターネット等で売られている。この区分においては、印刷された
アルバムの世界トップ企業は、それぞれの国の画像サービスを用いて自らのアルバムを出
版している。この手法は、限定的な取引局面であることに加えて、巨大で高価な監視及び
管理構造を生み出す。
【０００５】
　さらに、多くの国ではアルバムやステッカーを出版しないことが知られている。それら
の国の人々は（例えば）インターネットを通じて他の国からアルバムやステッカーを取り
寄せているが、これには欠点もある。例えば、言語が異なる、プロセスに費用がかかる、
引渡し上の問題がある、通信速度が低い、情報更新の必要がある、販売拠点が少ないため
市場が制限される、という事実、及び製品をオンラインで購入するときに、クレジット・
カードへのアクセスが多くの場合困難である（というのも対象としている読み手のほとん
どが未成年者であるからである）。このゲームの魅力については言うまでもない。
【０００６】
　上述の問題に加えて、発明者は当技術分野に関するその他の問題及び欠点を特定した。
すなわち、画像の動きの欠如、思考に対する刺激の少なさ、及び市場情報を生成する宣伝
活動に商品を投入することの困難さである。
【図面の簡単な説明】
【０００７】
【図１】ＰＯＳによるビデオ・ステッカーの取得システムに関するページの例を示す図で
ある。この図において、ａ）はＰＯＳシステムにおいてステッカー用のビデオ・コードを
取得する際に例示的なビデオ・ステッカー・アルバムにおいて用いられる機械的なシステ
ムを示す。ｂ）はｅコマースにおいてインターネット経由でステッカー用のビデオ・コー
ドを取得する際に、上記ビデオ・ステッカー・アルバムにおいて用いられる機械的なシス
テムを示す。ｃ）はＳＭＳにおいて携帯電話を介してステッカー用のビデオ・コードを取
得する際に、上記ビデオ・ステッカー・アルバムにおいて用いられるシステムの仕組みを
示す。
【０００８】
【図１．１】宣伝によるビデオ・ステッカーの取得システムに関するページの例を示す図
である。この図において、ａ）は瓶のキャップにおいてステッカー用のビデオ・コードを
取得する際に上記ビデオ・ステッカー・アルバムにおいて用いられる機械的なシステムを
示す。ｂ）は缶のシールにおいてステッカー用のビデオ・コードを取得する際に、上記ビ
デオ・ステッカー・アルバムにおいて用いられるシステムの仕組みを示す。
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【０００９】
【図２】ビデオ・ステッカー・アルバムにアクセスするためのページの例のレイアウトを
示す図である。
【００１０】
【図３】ビデオ・ステッカー・アルバムを購入するためのクイズ・システムによる製品の
宣伝ページの例のレイアウトを示す図である。
【００１１】
【図４】コレクタとして参加するユーザのための契約条件ページの例のレイアウトを示す
図である。
【００１２】
【図５】コンテンツ・ボタンへのナビゲーション及びアクセスを有する「トップ・ページ
」、すなわち、ビデオ・ステッカー・アルバムの表紙の例を示す図である。
【００１３】
【図６】「購入」ページの例のレイアウトを示す図である。
【００１４】
【図７】コレクタによって取得されるコードを用いて「ステッカーをダウンロード」する
ためのページの例のレイアウトを示す図である。
【００１５】
【図８】追加のステッカーのビデオ選択ページの例のレイアウトを示す図である。このペ
ージは宣伝アルバムについてのみ可能になる。
【００１６】
【図９】ユーザ／コレクタのビデオ・ステッカー・アルバムの選択（アクセス）ページの
例のレイアウトを示す図である。このページは「マイ・アルバム」と呼ばれる。
【００１７】
【図１０】ユーザ／コレクタの「取引」ページの例のレイアウトを示す図である。
【００１８】
【図１１】ユーザ／コレクタの「複数取引」ページの例のレイアウトを示す図である。
【００１９】
【図１２】ユーザ／コレクタによる要求に応じるビデオ・ステッカー・アルバム用の「相
場」ページの例のレイアウトを示す図である。
【００２０】
【図１３】ユーザ／コレクタの「マイ・アカウント」ページの例のレイアウトを示す図で
ある。
【００２１】
【図１４】友達及び／又は登録されたユーザ／コレクタからの情報を提供する「マイ・ア
カウント－マイ・クラス」ページの例のレイアウトを示す図である。この例では、図１３
の友達番号４に対応している。
【００２２】
【図１５】ユーザ／コレクタの予備ビデオ・ステッカーの登録ページの例のレイアウトを
示す図である。このページは「マイ・アカウント－反復されたクロム」と呼ばれる。
【００２３】
【図１６】ユーザ／コレクタが所望するビデオ・ステッカーの登録ページの例のレイアウ
トを示す図である。このページは「マイ・アカウント－所望されたクロム」と呼ばれる。
【００２４】
【図１７】貼付可能なビデオ・ステッカーの量及びユーザ／コレクタによって獲得された
ボーナスを示す「マイ・アカウント－マイ・クレジット」ページの例のレイアウトを示す
図である。
【００２５】
【図１８】特別／宣伝クロム（プレミアム及びゴールド）の量を制御する「マイ・アカウ
ント－クロム＆ゴールド地雷」ページの例のレイアウトを示す図である。
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【００２６】
【図１９】ユーザ／コレクタの友達のＶＩＰクラブのページの例のレイアウトを示す図で
ある。このページは「ＶＩＰクラブ」と呼ばれる。
【００２７】
【図２０】ビデオ・ステッカー・アルバムの管理及び顧客サービスを有するコンタクト・
オプションの例を示す図である。このページは「コンタクト」と呼ばれている。
【００２８】
【図２１】ビデオ・ステッカー・アルバムの管理及び顧客サービスを有するコンタクト・
オプションの例を示す図である。このページは「友達招待」と呼ばれている。
【００２９】
【図２２】チュートリアル・ページの例のレイアウトを示す図である。このページは「動
作説明」と呼ばれる。
【００３０】
【図２３】ユーザ・アクセス端末（１０５）を含む一実施形態に従うシステム（１００）
を示すブロック図である。
【発明の概要】
【００３１】
　本発明はオンラインで入手可能なビデオ・ステッカー・アルバムのためのシステム及び
方法を提供し、これによりインターネットを通じた取引が可能になる。より具体的には、
上記のアルバム内の各画像は少なくとも１つのビデオ・ステッカーからなる。取得または
完成された各画像から、問題の場面の動画が取得可能になり、ユーザ／コレクタが見たい
回数だけ見ることができる。
【００３２】
　本発明はまた、このシステムを正しく使用するために必要なすべての情報にユーザがア
クセスすることを可能にする単純なソフトウェアにより開発された、ビデオ・ステッカー
・アルバムの使用を可能にするために用いられるシステムを提供する。より具体的には、
このシステムはこのアルバムのオンラインでの可用性、すなわち電子サイト・ツール及び
、運用上及び財務上の制御に備えるものである。さらに具体的には、このシステムはＰＯ
Ｓシステム、ｅＰａｙ、ｅコマース、及び／又はＳＭＳ（携帯電話）によって、ユーザ／
コレクタがビデオ・ステッカーのためのクレジットを取得することを可能にする。
【発明を実施するための形態】
【００３３】
　当該技術分野の欠点のいくつかを極力低減または解決するために、本発明は、単一の画
像により、又は完成された場合に取得された場面に動きを与えることにより、画像が動画
を生成することを可能にするオンライン・ビデオ・ステッカー・アルバムを開発すること
を目的としている。このアルバムは容易に理解できる複雑なソフトウェアによって開発さ
れたものであり、これによりユーザはインターネットを通じて同じ製品の他のコレクタを
発見し、連絡と取引を行うことが可能になる。次に、ｅコマース（例えば、インターネッ
ト）によって、一又は複数のＰＯＳシステム（クレジット・カード取引及び／又はデビッ
ト・カードによる取引に用いられているものと同様）によって、ｅＰａｙによって、及び
／又はＳＭＳ（携帯電話）によって、あるいは、例えば瓶のキャップや缶のシールとして
提供される宣伝製品の使用を通じて、このシステムの実施形態は入手可能であり、販売さ
れる。
【００３４】
　本発明は、オンラインで入手可能なビデオ・ステッカー・アルバムを様々な実施形態で
提供するものであり、それにより、ユーザ／コレクタがステッカーを取得又は完成したと
き、画像が動画を生成して、取得したステッカー／場面に動きを与えることを可能にする
。このアルバムはまた、ビデオ・ステッカーを例えば携帯電話及び／又はタブレット・コ
ンピュータ向けに適応させるツールを含んでいる。このようなビデオ・ステッカー・アル
バムはホログラフィー及び他の任意の類似の仕組みを用いて３次元にすることもできる。
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【００３５】
　一部の実施形態のシステム及び方法の例示的な特徴は、ユーザがオンラインで取引を行
うことができることである。さらに、一部の実施形態のアルバムにおいて、その中の各々
の画像は少なくとも１つのビデオ・ステッカーを含んでいる。取得または完成された各画
像について、問題の場面の動画が取得可能になり、ユーザ／コレクタが見たい回数だけ見
ることができる。
【００３６】
　さらに、ビデオ・ステッカー・アルバムには実体がないため、自分の完成状態を公に表
示するための方法をユーザ／コレクタに提供することが意図されており、これは仮想キャ
ラクタとのインタラクションを通じて行うことができる。
【００３７】
　このアルバムは複雑なソフトウェアを通じて取得可能となるように設計されているが、
理解することは容易である。このため、ユーザはこのシステムを正しく使用するために必
要なすべての情報にアクセスすることができる。正しい使用とは、すなわち、アルバムを
選択すること、登録すること、ＰＯＳシステム（「Ｐｏｓｔ　ｏｆ　Ｓａｌｅ」：　クレ
ジット・カード会社、例えば、Ｒｅｄｅｃａｒｄ　ａｎｄ　Ｃｉｅｌｏが使用するシステ
ム）、ｅＰａｙ（電子取引の支払い及び前払いの処理及び取込みのプラットフォーム）、
ｅコマース（クレジット又はデビット・カード）、及び／又はＳＭＳ（携帯電話）を通じ
て購入コードを取得すること、ビデオ・ステッカーの取得、コレクタ同士の取引、コレク
タとシステム管理者との間の取引、他のコレクタとチャットで連絡を取ること、コレクタ
によるコンテンツの管理、システムによって生成及び提供される情報を通じて市場相場に
アクセスすること、システムによって生成及び提供される統計情報にアクセスすること、
宣伝に参加すること、コンテスト、賞品コード・ビデオ画像、テキスト及び／又は仮想キ
ャラクタ（提案されたテーマに適応した仮想の人形又はキャラクタ）内の情報との音声又
は動画によるインタラクションを伴うチャット・インタラクションを通じたコミュニケー
ションを行うインタラクティブな友達のカスタマイズされたグループを作成すること（こ
れは、特別な衣装及びアクセサリによって、それぞれのビデオ・アルバムの完成率を伝え
ることを目的としており、そのすべては、ユーザ／コレクタが彼らのソーシャル・ネット
ワークにおいて所望の情報を送信し、又はこれらのキャラクタの背景のコード・ラインを
貼り付けるときに行われ、それにより、その電子アルバムの完成率を実証する）、排他的
なゲーム（「ビデオ・ゲーム」）に参加すること、営業事務所の振る舞い及び製品及び／
又は宣伝に対する公的な支援、販売場所及び／又は営業用不動産用の宣伝された製品を購
入する人の数、及び「ｙ」商店において「ｘ」商品を購入した人の正確な数に関する重要
な市場情報を生成すること、及びこのプラットフォームによって可能になる操作に関する
任意の宣伝活動、である。この情報にアクセスできるようになると、マーケティング・メ
ディアの「予算」の使用及びそれに関連に付けられた取引を支援する努力を、会社は向上
させることができる。このシステムはまた、本発明のオンライン・ビデオ・ステッカー・
アルバム、すなわち、以下に記述するような電子サイト、複数のサーバ、操作ツール及び
財政的制御、「バイラル　マーケティング」ツールの引渡しにも備えている。
（ａ）ユーザ登録
（ｂ）適切な使用の契約条件
（ｃ）チュートリアル・ビデオ
（ｄ）ログイン及びパスワードによるページ・アクセス
（ｅ）ビデオ表紙（ページ・ナビゲーション・システム）
（ｆ）アルバムのページを購入
（ｇ）アルバムのページを起動
（ｈ）ビデオ・ステッカー（画像）用のページを購入
（ｉ）ビデオ・ステッカー（画像）用のページを取込
（ｊ）ビデオ・ステッカー（画像）の使用方法ページ（導入）
（ｋ）ビデオ・ステッカーの取引をオンライン又はオフラインでできるようにし、あるい
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はチャット・コミュニケーション・システムによってユーザ間で可能となった取引ページ
（ｌ）内部相場ページ
（ｍ）以下のような、製品に関連する情報の管理ページ
・　マイ・クラス
・　ビデオ・ステッカー・アルバムの、予備／反復ステッカー（画像）の登録
・　ビデオ・ステッカー・アルバムのための、所望のステッカー（画像）の登録
・　取得可能なクレジットの数
・　選択されたビデオ・ステッカー（画像）の制御
（ｎ）コレクタ間（非公開グループ）のコミュニケーション及び取引のためのＶＩＰペー
ジ
（ｏ）アルバムのテーマに関する知識クイズ
（ｐ）広告主／スポンサー／及び従業員のためのＶＩＰ領域
（ｑ）店
　このシステムの各ページは異なる数の領域に分かれており、その中では、「マウス」を
クリックすることによって、プラットフォーム内での特定のアクションが実行又は表示さ
れる。
【００３８】
　高等な技術で開発されたため、このシステムは情報およびこのシステム自体の動作、及
び管理、技術、経済、財務、及び統計データに係わるレポートの完全な制御が可能である
。これらすべてにより、発生しうる内部及び外部の監査を監視することが可能となり、ユ
ーザ／コレクタに対して安全を提供する。本発明のビデオ・ステッカー・アルバムは、そ
れが表示されているシステムの管理者だけが入手可能な特定のツールを用いて遠隔操作に
よりアップグレードすることが可能である。そのツールとはすなわち、操作に対応するす
べての指標の編集を可能にするテキスト・エディタ、及びビデオ又は静止画のステッカー
切り離しページの各々の最後での広告及び／又は通知を含めることと同様に、ウェブサイ
トに対して行われるあらゆる変更の観察を可能にするライブ・プレビューである。
【００３９】
　ビデオ・ステッカー・アルバムは、すでに完成した部分の比率を証明できる証明書を印
刷することを可能にする。この証明書は１０パーセント完成するごとに購入することがで
きる。例えば、ビデオ・ステッカーの１０パーセントが完成したときに、最初の証明書を
発行することができ、２０パーセントが完成したときに２枚目を、３０パーセントが完成
したときに３枚目を、というように、１００パーセントが完了するまでこの割合で証明書
を発行できる。
【００４０】
　本明細書で説明するビデオ・ステッカー・アルバムにおいては、すべての訪問者がこの
アルバムの少なくとも３ページに無料でアクセスすることができる。３ページとはすなわ
ち、登録、表紙、及びチュートリアル・デモである。その他のページは、正式に登録され
たユーザ／コレクタだけがアクセスできる。
【００４１】
　以下、販売時点（ＰＯＳ：ｐｏｉｎｔｓ　ｏｆ　ｓａｌｅ）におけるビデオ・ステッカ
ーの取得の機構を、実行の機構として説明する。
【００４２】
　１．販売時点におけるビデオ・ステッカーの取得のための機構
【００４３】
　販売時点を求め、宣伝にリンクされたコードとともに現れるアイテムを購入するユーザ
／コレクタは、クレジット・カード／デビット・カードに関する取引を運営する任意の機
械上で購入するとき、ある額の米国ドル（又は購入が行われる他の任意の国の通貨）の現
金を加え、これは「ｘ」個のコード（ＰＩＮコード）と交換される。そしてこのコードは
この機械によって印刷される。ユーザ／コレクタは、（ａ）上述の宣伝にリンクされた（
「Ｃｒｏｍｏ　Ｕｐ」又は他の）会社のウェブサイトにこのコードを入力し、（ｂ）「ス
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テッカーを入手」の領域にこのコード（ＰＩＮコード）を入力し、（ｃ）上述のビデオ・
ステッカーへアクセスできるようになる。このシステムにより、本発明の態様は従来技術
が直面した問題の１つを解決することを目的とする。すなわち、クレジット・カードも銀
行口座も持たないユーザ／コレクタが、このコード（ＰＩＮコード）を購入できるように
することである。
【００４４】
　国中の小売店でビデオ・ステッカーを購入することに加えて、ユーザ／コレクタは、例
えばＣｉｅｌｏ　ａｎｄ　Ｒｅｄｅｃａｒｄのようなクレジット・カード会社、ｅコマー
ス（クレジット又はデビット）、ｅＰａｙ、及び／又はＳＭＳ（携帯電話）によって使用
されるＰＯＳシステム（「Ｐｏｓｔ　ｏｆ　Ｓａｌｅ」）から上記のコード（ＰＩＮコー
ド）を取得することもできる。
【００４５】
　２．機械的なシステム動作
【００４６】
　本発明の例示的な実施形態であるビデオ・ステッカー・アルバムをウェブ上に提供する
システムは、以下のページを有している。（ｉ）すべての訪問者がアクセスできるウェブ
・ページ、例えば。登録、表紙、及びチュートリアル・デモ。これらにおいては、レジス
トリにアクセスしたり、取得可能なアルバムの選択肢を購入目的で閲覧したり、製品を購
入したり、製品を明確に理解するために表紙及びビデオ・チュートリアル・デモにアクセ
スしたりすることができる。（ｉｉ）正当に登録されたユーザ／コレクタがアクセスでき
るウェブ・ページ。これによって、ユーザ／コレクタはすべてのシステム機能にアクセス
できる。
【００４７】
　さらに、このシステムは以下を表示する。（ａ）ビデオ・ステッカー・アルバムのコン
テンツを制御する１つのパーティ。システムのこの領域は、あらゆる情報、宣伝、コンテ
ンツ等のプラットフォームに対するすべての更新に責任を有する管理チームだけがアクセ
スを許される。（ｂ）ビデオ・ステッカー・アルバムの動作を制御する一当事者であり、
排出権商取引及び技術報告、統計的、経済的、財務的、及び管理上の使用及び／又は監査
を生成する責任を有する管理チームだけがアクセスを許される。（ｃ）画面ごとの機能の
詳細。以下の画面の詳細を述べる。
【００４８】
　登録（図４）
【００４９】
登録ページのレイアウトの１例が示されており、言語の選択が可能になっている。この画
面では、ユーザ／コレクタは与えられた選択肢の中から言語を選択し、接続を維持するか
否かを選択し、関係するデータ（氏名、メール・アドレス、パスワード登録、パスワード
確認、生年月日、システム使用の取引条件）を入力し、ビデオ表紙のチュートリアル・プ
レゼンテーションを有するデモへのアクセスが可能になる。入力可能な項目を以下に示す
。
１．言語選択
２．接続の維持
３．氏名
４．ログイン（ユーザ）
５．可用性チェック
６．パスワード
７．パスワード確認
８．メール・アドレス
９．生年月日
１０．取引条件
１１．取引条件を受け入れる
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１２．同意しない
１３．送信する
１４．ビデオ・プレゼンテーション
【００５０】
　トップ・ページ（図５）
【００５１】
　このページにおいて、ユーザ／コレクタはビデオ・ステッカー・アルバムのメイン・ナ
ビゲーションへのアクセス権があり、ナビゲーション・ボタン及びアクセス・ボタンとと
もにアルバムのビデオ表紙の選択肢の１つを表示し、以下の「ボタン」に関連する以下の
機能を持たせる。
１．ビデオ・タイトル・アルバム                  関連図面なし
２．購入                                                図６
３．ビデオ・ステッカーをダウンロード            図７
４．追加のビデオ・ステッカーをダウンロード              図８
５．マイ・アルバム                              図９
６．取引                                                図１０
７．相場                                                図１２
８．マイ・アカウント                            図１３
９．ＶＩＰクラブ                                        図１９
１０．連絡                                      図２０
１１．友達を招待                                        図２１
１２．使用方法                                  図２２
【００５２】
　購入（図６）
【００５３】
　このページにおいて、ユーザ／コレクタは実施されている値に対するアクセス権があり
、ｅＰａｙ又はｅコマースを通じ、クレジット・カード又はデビット・カード、又は会社
から提供される支払方法、すなわちオンライン振込み又は銀行振り込みを用いて、購入す
ることができる。他のすべてのセッションに移ることも可能である。このページにおいて
、ユーザ／コレクタは、購入の選択肢（ビデオ・アルバム、ビデオ・ステッカー、又はそ
の両方）において「マウス」をクリックしなければならない。この選択に係わりなく、こ
のシステムはとり得る支払の形態（クレジット・カード、ＰＯＳ、ＳＭＳ、又はｅＰａｙ
による）を可能にし、またこの場合、このページは実際の店舗でどのように購入すればよ
いかについてユーザを案内する。クレジット・カード又はデビット・カードを選択すると
、以前に「ビデオ・ステッカー」の選択肢を選択したことがある場合、支払方法の選択を
クリックした後に、システムは操作可能な「コンボ」を有効にする。「コンボ」について
、システムは５、１０、２０、３０、４０、５０個のパッケージの購入選択肢があり、ま
た購入者（ユーザ／コレクタ）は希望の数量を入力することも可能である。このように、
希望の数量をクリック又は入力した後、このプラットフォームは購入されたパッケージの
配達のための制御システムを有効にする。このシステムでは購入者（ユーザ／コレクタ）
は１日に何個のパッケージを受け取ることを希望するかを選択できる。
【００５４】
　例えば、ある購入者（ユーザ／コレクタ）が３０個のパッケージを取得するとする。こ
の購入者は１日に受け取るパッケージの数を、１個、２個、又はそれ以上というように決
めることができる。ユーザ／コレクタはいつでも「マイ・アカウント」において、使用可
能なクレジットにアクセスすることができる。
１日に公開される数量を選択した後、システムは注文の集計を表示し、何が購入されたの
か、及び合計で何個購入されたのかをユーザに通知する。その後、システムは所有者（購
入者／ユーザ／コレクタ）のデータを入力すべき項目を有効にする。同意する場合、「注
文を確定する」をクリックしなければならない。確定後、購入者（ユーザ／コレクタ）は
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すぐにクレジットを受け取る。受け取ったクレジットは「マイ・アカウント」で見ること
もできるが、直接「ステッカーをダウンロードする」のセクションに移動し、製品を楽し
むこともできる。
【００５５】
　ユーザ／コレクタは「コレクタ友達のグループ」の一員となる友達をいつでも招待する
ことができる。この選択肢をクリックすると、このシステムは友達／ゲストの氏名とメー
ル・アドレスを入力するためのメッセージ・ボックスを有効にし、上記の招待を送信する
。
【００５６】
　ユーザ／コレクタはアルバム全体へのナビゲーション・メニュー及びビデオ・ステッカ
ー・チュートリアル特定セッションにアクセスすることもできる。このビデオ・ステッカ
ー・チュートリアル特定セッションは、記述されたプロセスを段階的に表示する。
【００５７】
　入力可能な項目の選択肢を以下に示す。
１．ビデオ・ステッカー・アルバムのメニュー・ナビゲーション
２．実際的な値の情報
３．「購入」の選択肢
４．支払いの選択肢
５．「コンボ」の選択肢
６．１日に公開されるステッカーの数量を制御するための選択肢
７．購入の集計
８．所有者のクレジット／デビット情報の登録
９．購入の確定
１０．特定のチュートリアル・セッション
１１．友達を招待
　１．ゲストの氏名を入力するフィールド
　２．ゲストのメール・アドレスを入力するフィールド
　３．メッセージ送信ボタン
１２．メッセージ・ボックス
【００５８】
　ステッカーの「ダウンロード」（図７）
【００５９】
　この例示的なページ上で、ユーザ／コレクタは取得した（すなわち、ボーナス・システ
ム又は宣伝を通して購入又は取得した）コード（ＰＩＮコード）のダウンロードを行うこ
とができる。ビデオ・ステッカーを購入するために、ユーザ／コレクタは対応する図面の
フィールド２、３、４、及び５に示されるコードのカテゴリを選択する必要がある。その
後、システムはフィールドを有効にし、コード（ＰＩＮコード）が図面のフィールド６、
７、８、９、及び１０に入力される必要がある。コードが入力され認識されると、システ
ムは「ＯＫ」ボタン（図面の６．１から１０．１）を有効にする。「ダウンロード」コマ
ンドを起動するためには、「ＯＫ」ボタンをクリックしなければならない。その後、シス
テムは動画を提供し、自動的にステッカーを切り離す。このステッカーは「マイ・アルバ
ム」セクションでアクセスすることができる。ビデオ・ステッカーには、このステッカー
の貼付が必要なページ番号及びフィールドが記載されている。
【００６０】
　ユーザ／コレクタは「コレクタ友達のグループ」の一員となる友達をいつでも招待する
ことができる。この選択肢をクリックすると、このシステムは、友達／ゲストの氏名とメ
ール・アドレスを入力して上記の招待を送信するためのメッセージ・ボックスを有効にす
る。
【００６１】
　ユーザ／コレクタはアルバム全体へのナビゲーション・メニュー及びビデオ・チュート
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リアル・ステッカー特定セッションにアクセスすることもできる。このビデオ・チュート
リアル・ステッカー特定セッションは、記述されたプロセスを段階的に表示する。
【００６２】
　入力可能な項目の例を以下に示す。
１．ナビゲーション・メニュー
２．購入済み
３．ボーナス
４．宣伝用
５．取引
６．「ＰＩＮコード」のフィールドに入力
　６．１　「ＯＫ」コマンドでダウンロード
７．「ＰＩＮコード」のフィールドに入力
　７．１　「ＯＫ」コマンドでダウンロード
８．「ＰＩＮコード」のフィールドに入力
　８．１　「ＯＫ」コマンドでダウンロード
９．「ＰＩＮコード」のフィールドに入力
　９．１　「ＯＫ」コマンドでダウンロード
１０．「ＰＩＮコード」のフィールドに入力
　１０．１　「ＯＫ」コマンドでダウンロード
１１．取得したビデオ・ステッカーのデモ・セクション
１２．取得したビデオ・ステッカーのデモ・セクション
１３．取得したビデオ・ステッカーのデモ・セクション
１４．取得したビデオ・ステッカーのデモ・セクション
１５．取得したビデオ・ステッカーのデモ・セクション
１６．未公開のステッカー・ビデオのグループの領域
１７．予備／反復ビデオ・ステッカーをグループ化する領域
１８．特定のチュートリアル・セッション
１９．友達を招待
２０．メッセージ・ボックス
　２０．１　ゲストの氏名を入力するフィールド
　２０．２　ゲストのメール・アドレスを入力するフィールド
２０．３．メッセージ送信ボタン
【００６３】
　追加のステッカー（図８）
【００６４】
　このページにおいて、ユーザ／コレクタはメイン・コンテンツに合わせて非公式のビデ
オ・ステッカーを取得することができる。ここで、ユーザ／コレクタは、アルバム内にビ
デオ・ステッカー・アルバム・カスタム・アレイをまとめることができる。このために、
ユーザ／コレクタは以前取得可能であったビデオ・ステッカーの中から１つを選択し、フ
ィールド内に「ＰＩＮコード」を入力しなければならず、それによってシステムは自動的
にビデオ・ステッカーを所望の／適正な場所に貼り付ける。
【００６５】
　ユーザ／コレクタは「コレクタ友達のグループ」の一員となる友達をいつでも招待する
ことができる。この選択肢をクリックすると、このシステムは、友達／ゲストの氏名とメ
ール・アドレスを入力して上記の招待を送信するためのメッセージ・ボックスを有効にす
る。
【００６６】
　ユーザ／コレクタはアルバム全体へのナビゲーション・メニュー及びビデオ・ステッカ
ー・チュートリアル特定セッションにアクセスすることもできる。このビデオ・ステッカ
ー・チュートリアル特定セッションは、記述されたプロセスを段階的に表示する。
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【００６７】
　入力可能な項目を以下に示す。
１．ナビゲーション・メニュー
２．以前取得可能だったビデオ・ステッカーの領域
　１．自動「ダウンロード」用の「ＰＩＮコード」を入力するための領域
３．以前取得可能だったビデオ・ステッカーの領域
　１．自動「ダウンロード」用の「ＰＩＮコード」を入力するための領域
４．以前取得可能だったビデオ・ステッカーの領域
　１．自動「ダウンロード」用の「ＰＩＮコード」を入力するための領域
５．以前取得可能だったビデオ・ステッカーの領域
　１．自動「ダウンロード」用の「ＰＩＮコード」を入力するための領域
６．以前取得可能だったビデオ・ステッカーの領域
　１．自動「ダウンロード」用の「ＰＩＮコード」を入力するための領域
７．追加のビデオ・ステッカー貼付のための領域
８．追加のビデオ・ステッカー貼付のための領域
９．追加のビデオ・ステッカー貼付のための領域
１０．追加のビデオ・ステッカー貼付のための領域
１１．追加のビデオ・ステッカー貼付のための領域
１２．特定のチュートリアル・セッション
１３．友達を招待
１４．メッセージ・ボックス
　１４．１　ゲストの氏名を入力するフィールド
　１４．２　ゲストのメール・アドレスを入力するフィールド
１４．３　メッセージ送信ボタン
【００６８】
　マイ・アルバム（図９）
【００６９】
　このページにおいて、ユーザ／コレクタはコンテンツ選択ページのレイアウトを閲覧し
、ビデオ・ステッカー・アルバムにアクセスすることができる。その中で、ユーザ／コレ
クタはビデオ・ステッカーを貼付し、実際にコレクションを取得する。さらに、このペー
ジにおいて、ユーザはビデオ・ステッカーの各貼付け場所の領域において相場のグラフィ
ックをリアル・タイムで見ることができ、各フィールドによってビデオ・ステッカーの取
引を要求することもできる。
【００７０】
　ビデオ・ステッカーを貼り付けるために、ユーザ／コレクタはビデオ・ステッカーの番
号及びそれが貼り付けられるページ番号を特定する必要がある。その後、ユーザ／コレク
タは特定されたページに移動し、サブメニュー・コンテンツを用いるか又はメニュー・ペ
ージを変更し、ビデオ・ステッカーをクリックして「マウス」の左ボタンで各フィールド
までドラッグする。ビデオ・ステッカーを貼り付けるには、「マウス」でクリックしたボ
タンを放してステッカーを貼り付ければよい。取得した場面を形成するために必要な二重
ビデオ・ステッカー（例：３及び４）を完成することにより、システムは「再生」という
コマンド・ボタンを有効にする。このボタンが押下されると、ビデオがビデオ・ステッカ
ー場面に変わり、選択を表示する。この手順はコレクタによって選択される回数だけ繰り
返すことができる。また、上記のビデオは他のステッカーと同時に生成することができ、
必ずしもそれらの間のリンクとなる必要はない。
【００７１】
　ユーザ／コレクタは「コレクタ友達のグループ」の一員となる友達をいつでも招待する
ことができる。この選択肢をクリックすると、このシステムは、友達／ゲストの氏名とメ
ール・アドレスを入力して上記の招待を送信するためのメッセージ・ボックスを有効にす
る。
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【００７２】
　ユーザ／コレクタはアルバム全体へのナビゲーション・メニュー及びビデオ・ステッカ
ー・チュートリアル特定セッションにアクセスすることもできる。このビデオ・ステッカ
ー・チュートリアル特定セッションは、記述されたプロセスを段階的に表示する。
【００７３】
　入力可能な項目の例を以下に示す。
１．ナビゲーション・メニュー
２．サブメニュー・コンテンツ
３．ビデオ・ステッカーの貼付け領域
４．ビデオ・ステッカーの貼付け領域
５．ビデオ・ステッカーの貼付け領域
６．ビデオ・ステッカーの貼付け領域
７．ビデオ・ステッカーの貼付け領域
８．ビデオ・ステッカーの貼付け領域
９．ページ・メニューを変更
１０．特定のチュートリアル・セッション
１１．友達を招待
１２．メッセージ・ボックス
　１２．１　ゲストの氏名を入力するフィールド
　１２．２　ゲストのメール・アドレスを入力するフィールド
　１２．３　メッセージ送信ボタン
１３．予備／反復又は新規ビデオ・ステッカーとしてのビデオ・ステッカーの数及びその
分類の特定領域
１６．未公開のビデオ・ステッカーのグループの領域
このページは、高等なグラフィック・ソフトウェア（例えば、３Ｄ　Ｓｔｕｄｉｏ　Ｍａ
ｘ）に基づくいくつかのバリエーションを含んでおり、これらは異なる発展を有し、ビデ
オ・ステッカーを設定するためにナビゲーション・システムによって継続される。
【００７４】
　取引（図１０）
【００７５】
　ビデオ・ステッカーの取引はオンライン、オフラインのいずれにおいても、プレビュー
及び貼付けページから直接、所望のビデオ・ステッカーのフィールドをクリックすること
によって行うことができる。ユーザ／コレクタがこのページにアクセスすると、システム
は自動的にこのページ内で識別される情報をロードする。この情報とは、例えば（１）ナ
ビゲーション・メニュー・ビデオ・アルバム、（２）氏名、（３）検索フィールド、（３
．１）所望のビデオ・ステッカーを検索するための「送信」ボタン、（４）所有者の写真
、（５）ビデオ・ステッカーの画像が表示される、所有者の「アップロード」領域、（６
）クリックされると上記のビデオ・ステッカーの「アップロード」処理を開始する「コマ
ンド・ボタン」として定義された、所有者の「アップロード」ボタン、（６．１）所有者
の確定を切り替えるためのボタン、（６．２）所有者の取引ボタンのキャンセル、（７及
び８）セッションのタイトル、及び所望のビデオ・ステッカーの予備、（９）及び／又は
反復された、（１０）ビデオ・ステッカー、所有されたビデオ・ステッカー
【００７６】
　取引を完了するためには、ユーザ／コレクタが所望のビデオ・ステッカーの数を打ち込
み、ボタン（３．１）をクリックして「検索を実行」する必要がある。その後、システム
は所望のビデオ・ステッカーを持っている他の１０人のコレクタをランダムに特定し、所
有者が自身の反復／予備ビデオ・ステッカーのデータベースに持っている所望されたビデ
オ・ステッカーのうちのいくつかを、他のコレクタのうちの誰がビデオ・ステッカー関係
において有しているかを検出する。所望されたビデオ・ステッカーを持つ他のコレクタを
ランダムに特定することにより、例えば上記一覧の特性の１０個の名前の範囲内（１１～
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１１．９）ならば、システムは特定の領域をロードする。
【００７７】
　このプラットフォームは「オンライン／オフライン」の信号ステータス（１２）という
革新的なシステムを特徴としており、これによりこのページの操作が容易になる。「オン
ライン」取引システムによって、ユーザ／コレクタは時間帯に関係なく他の接続されたユ
ーザを同時に特定することができ、コレクタ同士のリアルタイムでのコミュニケーション
も容易になる。
【００７８】
　問題のコレクタを特定すると、所有者（ユーザ／コレクタ）及び任意のコレクタがラン
ダムに招待されたコレクタを選択し、選択された氏名（１１～１１．９）の上で「マウス
」の左ボタンをダブル・クリックする。そうすることにより、システムは以下のフィール
ドを有効にする。すなわち、（１３）選択されたコレクタの写真、（１４）ゲストの「ア
ッブロード」領域、（１５）ゲストの「アップロード」ボタン、（１５．１）ゲストの確
定を切り替えるためのボタン、（１５．２）ゲストが戻るためのキャンセルボタン、（１
６及び１７）セッションのタイトル、所望の（１９）ビデオ・ステッカーの閲覧領域、及
びゲストの反復／予備（１８）ビデオ・ステッカー、である。取引が発生することを確実
にするためには、ビデオ・ステッカーの所有者が、ゲストの反復／予備ビデオ・ステッカ
ー（１８）の表示領域の範囲内で自身の興味の対象の番号をクリックする必要がある。そ
の後、システムはゲスト（１４）の「アップロード」においてビデオ・ステッカーをロー
ドする。ゲストによって同じ手続きが実行された場合、所有者（ユーザ／コレクタ）のビ
デオ・ステッカー（９）の反復された閲覧上でクリックすることにより、システムは所有
者の「アッブロード」（５）においてゲストが選択したビデオ・ステッカーをロードする
。その後、両関係者は確定を切り替えるためのボタン（６及び１５）上でクリックしなけ
ればならない。そうすることによって、システムは両者の意図を特定し、「ビデオ・ステ
ッカーをダウンロード」の領域において所望のビデオ・ステッカーの取得可能なコードの
取引を行う。
【００７９】
　ユーザ／コレクタが選択できる他の選択肢は「複数取引」であり、１つのビデオ・ステ
ッカーを２つ以上（１０単位までに制限されている）のビデオ・ステッカーと交換する取
引、及びその逆を行うことができ、それを行うためには、「複数取引を行う」のボタン（
２０）をクリックしなければならない。このように、システムは他のいくつかのフィール
ドを有効及び無効にする。すなわち、ゲストからの「アップロード」の第２領域、取引確
定ボタン、この操作において許容される１０個のビデオ・ステッカーの「アップロード」
の閲覧エリアを有効にし、ゲストの氏名のためのエリアを表示し、「アップロード」ボタ
ン上の複数取引のための空間及び取引表示領域の価格についての確定を表示する。ゲスト
が同じユーザ／コレクタと同じ操作（複数取引）を行うと決めた場合、第１の交渉を終え
た後、ユーザの公式な身分証明を入力することによってログインしたときに「特定のユー
ザを招待」し、「招待を送信」ボタンをクリックする必要がある。これが行われると、上
記の操作の全体を反復する必要がある。
【００８０】
　このウィンドウにおいて、チャット領域はいつでもユーザ／所有者及びユーザ／ゲスト
によって使用することができる。というのも、これら２者はシステムに同時にログインし
ているからである。連絡を確立するために、２人のユーザの一方はテキスト・エントリを
クリックし、「送信」ボタンを押下しなければならない。
【００８１】
　ユーザ／コレクタはアルバム全体へのナビゲーション・メニュー及びビデオ・ステッカ
ー・チュートリアル特定セッションにアクセスすることもできる。このビデオ・ステッカ
ー・チュートリアル特定セッションは、記述されたプロセスを段階的に表示する。ユーザ
／コレクタはいつでも、友達（２１）を招待し、システム管理（２２）とプレミアム及び
ゴールド・ステッカーの取引を開始し、株価チャート（２３）を介して相場についての情
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報を得ることができる。
【００８２】
　本発明のビデオ・ステッカー・アルバムの取引システムは、タブレットを用いると以下
のように機能する。２人のコレクタＡ及びＢは自身のタブレットを突き合わせ、彼ら２人
の間でビデオ・ステッカーが取引できるようにする。このように、コレクタはコレクタＢ
からビデオ・ステッカーを手に入れる一方で、コレクタＡから他のビデオ・ステッカーを
手に入れる。この取引はビデオがトランプをして遊ぶかのように表示され、ステッカーが
テーブルの上を滑走する（タブレットからタブレットへ）。例えばコレクタＢが悪意を持
ち、自らのビデオ・ステッカーを交換するためにコレクタＡに渡す前に、タブレットのス
ナップショットをオフにすることで、コレクタＡのビデオ・ステッカーを確保してしまう
ようなことを防ぐために、システムはこのような不公平な行為を阻止し、コレクタＢのタ
ブレットを再接続し、コレクタ・ビデオ・ステッカーはコレクタＡに返却される。
【００８３】
　複数取引（図１１）
【００８４】
　このセッションにおいて、コレクタは図１０に一覧されているものと同じ行為を行うこ
とができる。しかし、１対ｎ又はｎ対１の交換の可能性がある。この場合、システムは例
えば図１０のフィールド５、７、８、９、１０、１４、１６、１７、１８、及び１９を無
効にし、例えば２１、２２、２３、及び２４を有効にする。
【００８５】
　相場（図１２）
【００８６】
　このページにおいて、情報のユーザ／コレクタは、ビデオ・ステッカーに関する統計情
報とともに、会社（「Ｃｒｏｍｏ　Ｕｐ」又はその他）のビデオ・ステッカーのうちコレ
クタによって最も望まれた３個の市場価値を見積もることができる。
【００８７】
　このシステムは「株式取引所」と類似した情報ページを提供することができ、その中で
は経済的管理の基本を考えるよう刺激するという意図で、子供が理解するのに適した言葉
が用いられている。この画面上には、問題の製品のテーマを説明するビデオが表示される
。それにアクセスすると、ユーザ／コレクタは特定の会社（「Ｃｒｏｍｏ　Ｕｐ」又はそ
の他）のビデオ・ステッカーの市場価値についてガイドされ、よりよい利用のため取引交
渉を行うが、これは「変更」の中で行うことができる。
【００８８】
　このページにアクセスするために、コレクタはクイック・アクセス・ボタン「変更」を
クリックするか、又はクイック・アクセス・ボタン「複数取引」をクリックするかしなけ
ればならない。値段は「グラフィック・デモ」、例えば「３つの最も望まれたビデオ・ス
テッカー」（２）の中で見ることができる。これは「マイ・アカウント－所望されたビデ
オ・ステッカー」の中で供給される情報の結果である。このように、ユーザ／コレクタは
「グラフィック・アクセッション・コレクタ」（３）を通して製品に参加する人々の数を
追跡することができ、「完了した比率のステートメント」（４）をも知ることができる。
【００８９】
　ユーザ／コレクタはアルバム全体へのナビゲーション・メニュー及びビデオ・ステッカ
ー・チュートリアル特定セッションにアクセスすることもできる。このビデオ・ステッカ
ー・チュートリアル特定セッションは、記述されたプロセスを段階的に表示する。
【００９０】
　ユーザ／コレクタは「コレクタ友達のグループ」の一員となる友達をいつでも招待する
ことができる。この選択肢をクリックすると、このシステムは、友達／ゲストの氏名とメ
ール・アドレスを入力して上記の招待を送信するためのメッセージ・ボックスを有効にす
る。
【００９１】
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　マイ・アカウント（図１３）
【００９２】
　このページにおいて、ユーザ／コレクタはメニュー・ナビゲーション（１）を通してビ
デオ・アルバム中を移動することができ、システム管理によって生成された情報を取得す
ることができ、また、他のページでシステムの都合のよいように利用される他の情報をシ
ステムに供給することができる。このページにおいて提供される代替物にアクセスするた
めに、サブメニュー（２）内の選択肢の１つをクリックしなければならない。すなわち、
マイ・クラス、反復／予備ステッカー、所望されたステッカー、マイ・クレジット、及び
特別なプレミアム及びゴールド・ステッカーである。特定のチュートリアル・セッション
（４）にアクセスすることができる。上記のいずれかのための情報（サブ・スクリーン）
がフィールド３「サブメニューの選択肢を閲覧」に表示されるが、以下に説明する。
【００９３】
　マイ・クラス・サブメニュー（図１４）
【００９４】
　このページにおいて、システムはユーザ／コレクタの画像（２）を有効にし、友達を招
待することを可能にする。この選択肢をクリックすることにより、メッセージ・ボックス
（３）が有効になり、ユーザ／コレクタが氏名とメール・アドレスを入力し、ゲストが招
待を送信（３．１）又はキャンセル（３．２）する。送信する場合、友達ゲストは友達（
４）のデスクトップにゲストとして情報及び写真（５）とともに表示される。「友達を編
集」（９）し、登録された友達の一覧を閲覧することもできる。「状態信号」によって接
続されているか否かを判別し（６）、彼らのデータだけでなく完了した比率のステートメ
ントを、登録された友達のそれぞれについて閲覧する（７及び８）。
【００９５】
　サブメニューを変更するためには、コレクタは他のサブメニュー選択肢（図１３のフィ
ールド２）をクリックするか、又はナビゲーション・メニューの他のページを選択しなけ
ればならない。
【００９６】
　反復／予備ステッカー用のサブメニュー（図１５）
【００９７】
　このページにおいて、画像による反復ステッカー及び／又はその数量を閲覧することが
できる。この情報は、コレクタがビデオ・ステッカーをダウンロード（図５のフィールド
３）して反復／予備ビデオ・ステッカーとして分類する際に自動的に生成される。「ビデ
オ・ステッカー・ダウンロード」で指示された通り、コレクタはビデオ・ステッカーを所
与のフィールド（図７のフィールド１７）へドラッグしなければならない。一旦そこに貼
り付けられると、システムはコードを識別し、このサブ・セクションについて情報と画像
（５）を自動的に更新する。コレクタはまた、「反復ビデオ・ステッカー用の閲覧領域」
において画像を閲覧することができる。ナビゲーションを容易にするために、ユーザ／コ
レクタは「スクロール・バー」を用いる必要があり、それによって「反復ビデオ・ステッ
カーの数量のステートメント」（２）のフィールドを閲覧し、チャート・プレビューの相
場で値段をチェックする。サブメニューを変更するためには、ユーザ／コレクタは他のサ
ブメニュー選択肢（図１３のフィールド２）をクリックするか、又はナビゲーション・メ
ニューの他のセクションへの選択肢をクリックしなければならない。
【００９８】
　サブメニュー・所望されたステッカー（図１６）
【００９９】
　このページにおいて、ユーザ／コレクタは所望のビデオ・ステッカーを登録できる。こ
の目的のために、使用可能な選択肢の１つにおいて、コンテンツ（２）のトピックのサブ
メニューを選択する必要がある。ビデオ・ステッカーの一覧は「所望のビデオ・ステッカ
ーのデモ・エリア」（３）の閲覧画像（４）で見ることができる。ナビゲーションを容易
にするために、ユーザ／コレクタは「スクロール・バー」を用いる必要がある。サブメニ
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ューを変更するためには、ユーザ／コレクタはサブメニューから他の選択肢をクリックす
るか、又はナビゲーション・メニューの他のセクションへの選択肢をクリックしなければ
ならない。
【０１００】
　マイ・クレジット・サブメニュー（図１７）
【０１０１】
　このページにおいて、ユーザ／コレクタはビデオ・ステッカー・アルバムに貼り付ける
ことができるビデオ・ステッカーの数をフィールド「所有しているステッカー」（１）に
よって特定し、「公開プラン」（１．１）によって前回の購入時に何が記録されたのかが
分かり、「公開されたビデオ・ステッカー」が何個なのかを取得の種類によって特定する
。すなわち、それらが「購入」（２）された場合、それらが「ボーナス」（３）によって
取得された場合、それらが「宣伝用」（４）である場合、それらが「取引」（５）によっ
て取得された場合に、「未公開のビデオ・ステッカー」が何個あるか（６）を確認し、「
取得され使用されたビデオ・ステッカー」の数量（７）及び「取得され解放されたビデオ
・ステッカー」の数量（８）をチェックし、上記のアルバムに貼り付ける。ユーザ／コレ
クタが未使用のクレジットを公開したとき、それを使うことに利点があれば「ビデオ・ス
テッカーをダウンロード」をクリックする。サブメニューを変更するためには、ユーザ／
コレクタはサブメニューから他の選択肢をクリックするか、又はナビゲーション・メニュ
ーの他のセクションへの選択肢をクリックしなければならない。
【０１０２】
　サブメニュー・スペシャル・ステッカー・プレミアム及びゴールド（図１８）
　このページにおいて、ユーザ／コレクタは、購入時にランダムにＰＲＥＭＩＵＭ（例え
ば、５個のＸがある行に表示される）及びＧＯＬＤ（例えば、１個のＸがある最上段の行
に表示される）として識別されるスペシャル・ビデオ・ステッカーを取得できる。各アル
バムは３つまでのゴールドの使用を許可する。ＧＯＬＤステッカーは、システムの適切な
管理によって、最高級のものを含む任意のビデオ・ステッカーと置換することができる。
ＧＯＬＤステッカーを取得するのは困難であるので、大量のＰＲＥＭＩＵＭステッカーが
取得可能となる。ＰＲＥＭＩＵＭステッカーの５個ごとに、システムは１個のＧＯＬＤス
テッカーを有効とし、提供する。各アルバムが受け入れるＧＯＬＤステッカーは３個のみ
であるため、システムは自動的に１５個のＰＲＥＭＩＵＭステッカーを受け入れることに
なる。ユーザ／コレクタが１５個より多くのＰＲＥＭＩＵＭステッカー及び／又は３個よ
り多くのＧＯＬＤステッカーを取得する場合、それらは自動的にサブメニューに掲示され
、他のユーザ／コレクタとの「複数取引」で取引されるか、又は直接管理者と取引される
。購入されたＧＯＬＤステッカーはそれぞれ自動的に「ビデオ・ステッカーをダウンロー
ド」のセクションで取得可能になる。サブメニューを変更するためには、ユーザ／コレク
タはサブメニューから他の選択肢をクリックするか、又はナビゲーション・メニューの他
のセクションへの選択肢をクリックしなければならない。
【０１０３】
　あるステッカーが取得困難であるため、各アルバムはＰＲＥＭＩＵＭとＧＯＬＤを使用
し、システムの管理者と直接交換をすることが許されるか、又はシステムによって許され
る数量を用いた後、コレクタがシステム又は取引において一又は複数のＰＲＥＭＩＵＭ　
ＧＯＬＤステッカーを使用してもよい。
【０１０４】
　ＶＩＰクラブ（図１９）
【０１０５】
　このページにおいて、ユーザ／コレクタは、問題の製品を説明するビデオの領域を有し
ており、これはユーザ／コレクタが頻繁に連絡を取る「ＶＩＰ」のグループを有するよう
に設計されている。
【０１０６】
　このページに入ることにより、システムは「コレクタの写真」（５）をロードし、例え
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ば募集の領域（２．１～２．１０）を有効にしてこの選択されたチーム（「ＶＩＰ」）に
友達を招待することを可能にする。これを行うには「マイ・クラス」サブメニューの「マ
イ・アカウント」のページに入り、「友達を招待する」をクリックする必要がある（図１
４に示されている通り、これは会社（「Ｃｒｏｍｏ　Ｕｐ」又はその他）の会社のＶＩＰ
クラブに特有である）。その後、システムは「メッセージ・ボックス」を有効にし、これ
がクリックされると、他のメッセージ・ボックスが有効になってユーザ／コレクタがゲス
トの氏名及びメール・アドレスを入力して彼に招待を送る。システムはまた「チャット領
域」（６）を有効にし、ユーザ／コレクタの友達のＶＩＰクラブ内でページ・レイアウト
を表示し、これを用いてＯｒｋｕｔ、Ｔｗｉｔｔｅｒ、Ｆａｃｅｂｏｏｋなどの「クイッ
ク・アクセス・ボタン」を通してソーシャル・ネットワークにアクセスすることもできる
。コレクタはやはり、アルバム全体としてのメニュー・ナビゲーション（１）、及び記述
されたプロセス全体の段階的なガイドを表示するビデオ・チュートリアル（１９）特定セ
ッションにアクセスできる。
【０１０７】
　連絡（図２０）
【０１０８】
　このページにおいて、ユーザ／コレクタは、サブメニュー（２）内の選択可能な選択肢
を選択することによって、又はクライアント・チャット・システム（４）による自動的な
「オンライン」連絡によって連絡を確立することができる。ユーザ／コレクタがディレク
タと連絡を取ることを選択した場合、フィールド番号２内の連絡領域用の有効な選択肢の
１つで「マウス」の左ボタンをダブル・クリックしなければならない。その後、システム
は「メッセージ・ボックス」（３）を有効にし、ここでメッセージ、提案、批判、又は要
求を入力することができ、これらはその後「送信」又は「除去」（排除）される。
【０１０９】
　ユーザ／コレクタはアルバム全体としてのメニュー・ナビゲーション（１）及びビデオ
・ステッカー特定チュートリアル・セッション（１０）にアクセスすることもできる。こ
のビデオ・ステッカー特定チュートリアル・セッションは、記述されたプロセスを段階的
に表示する。
【０１１０】
　友達を招待（図２１）
【０１１１】
　このページにおいて、ユーザ／コレクタは友達をビデオ・ステッカー・アルバムにオン
ラインで参加するように招待することができる。受け入れられた各々の招待について、シ
ステムは３個のビデオ・ステッカーをユーザ／コレクタに与え、３個のビデオ・ステッカ
ーを新しいユーザに与える。これらはともに「ダウンロード・ビデオ・ステッカー」セク
ションで与えられる。
【０１１２】
　友達を招待するために、ユーザ／コレクタはいつでも「連絡を閲覧」（２）フィールド
でクリックしてゲストのメール・アドレスを入力することができ、又はサブメニュー「待
機中メッセージ」（３）にアクセスすることを選択して所望の選択肢を選択してその選択
肢をダブル・クリックすることができる。その後、システムは「メッセージ・ボックス」
（４）内の選択されたメッセージをロードする。これを送信するためには、「送信」ボタ
ン（５）をクリックするだけでよい。招待しないと決めた場合には、ユーザ／コレクタは
「除去」（６）をクリックする。
【０１１３】
ユーザ／コレクタはアルバム全体としてのナビゲーション・メニュー（１）及びビデオ・
ステッカー特定チュートリアル・セッション（１０）にアクセスすることもできる。この
ビデオ・ステッカー特定チュートリアル・セッションは、記述されたプロセスを段階的に
表示する。
【０１１４】
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　「友達を招待」の図は図１４に示されているものと異なることに注意が必要である。と
いうのも、ここにおいてツールはバイラル・マーケティングとして用いられており、知人
を招待してアルバム及びビデオ・ステッカーを買わせ、「クイズ」及び／又は宣伝に参加
させることにのみ用いられるからである。
【０１１５】
　動作説明（図２２）
【０１１６】
　このページにおいて、ユーザ／コレクタは、オンラインで取得可能なステッカー・アル
バムのための完全なチュートリアル・ビデオを有する。その中で得られる情報にアクセス
するためには、ユーザ／コレクタは、サブメニュー（２）内の機能の選択肢の１つを選択
し、所望の情報をダブル・クリックしなければならない。その後、システムは、例えばサ
ブアイテム（２．１～２．２９）の記述の領域（３）に関係のあるすべての情報をロード
する。これらのサブアイテムは「キャプション」が表示されるフィールド２に表示される
。このセッションは、システムがコレクタから要求されたコンテンツを提供した後、イン
タビュー（４）の認定された領域となる。この領域は、送信された情報の満足と実用性の
程度を測ることを目的とする。
【０１１７】
　ユーザ／コレクタは、ビデオ・ステッカー・アルバムの全体についてナビゲーション・
メニュー（１）及び特定のチュートリアル・セッション（５）にアクセスしてもよい。
【０１１８】
　図２３を参照すると、このブロック図はユーザ・アクセス端末１０５を含む一実施形態
に従うシステム１００を示している。ユーザ・アクセス端末１０５は、スマートフォン、
携帯電話、ＶｏＩＰ電話、携帯用情報端末、タブレット・コンピュータ、ラップトップ・
コンピュータ、携帯用音楽端末、又はその他の音声又はデータを通信するモバイル装置、
又はそれらの任意の組合せなどの、数多くの装置の一つである。ユーザ・アクセス端末１
０５はまた、例えばローカル・エリア・ネットワークへの有線又は無線の接続を有する、
ネットワーク接続型コンピュータ・システムを含んでもよい。ユーザ・アクセス端末は、
電子アプリケーションへのユーザ・アクセスを制御するための機能を実行することができ
る任意の適切な装置を含んでもよく、図２３に示す具体的な構成要素は、本明細書で述べ
る概念全般を例示し議論するためのものである。様々な実施形態において、ユーザ・アク
セス端末１０５は、上述の例に従って動作することができる。
【０１１９】
　図２３の実施形態において、ユーザ・アクセス端末１０５は、無線ネットワークを介し
て無線アクセス・システム１１０と接続する。このような無線ネットワークは、多数の異
なる無線プロトコルのうちのいずれかによってデータを送信することができる、任意の適
切な無線ネットワークを含んでもよい。このようなネットワークはよく知られており、こ
こでこれ以上詳しく述べる必要はない。無線アクセス・システム１１０は、他のネットワ
ーク付属の構成要素を備えるインターネットなどのネットワーク１１５に相互接続される
。中央サーバ・コンピュータ・システム１２０はネットワーク１１５に接続され、様々な
実施形態において、ビデオ・ステッカーの記憶及び検索、チャット制御、ユーザ・アクセ
ス制御、ＰＩＮ番号の記憶などに関する機能を実行する。中央サーバ・コンピュータ・シ
ステム１２０は、例えば、一又は複数のサーバ・コンピュータ、パーソナル・コンピュー
タ、ワークステーション、ウェブ・サーバ、又はその他の適切な計算装置からなり、１つ
のサーバの個々の計算装置は同じ場所にあってもよいし、又は互いに離れて配置されても
よい。ユーザ・システム１２５はまた、ネットワーク１１５に接続されている。このよう
なユーザ・システム１２５は、上述のアルバム及び情報へのユーザ・アクセスのもう１つ
の接点である。
【０１２０】
　オンラインで及びビデオ・ステッカー・アルバムの動作に係わるシステム内で取得でき
るビデオ・ステッカー・アルバムに関する重要でない修正は、ともに本明細書に記載され
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【図１】 【図１．１】
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【図２】 【図３】

【図４】 【図５】
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【図６】 【図７】

【図８】 【図９】
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【図１０】 【図１１】

【図１２】 【図１３】
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【図１４】 【図１５】

【図１６】 【図１７】
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