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(57)【要約】
　カスタマイズされた電子的出力を提供する方法及びシステム。本方法は、メディアオブ
ジェクトのセットを定義する少なくとも構成要素のテンプレートのセットを記憶する段階
と、それに基づいた出力を受け取ることになるエンティティに関する情報をコンピュータ
ネットワークを通じて受け取り、該エンティティに対してコンピュータネットワークを通
じて出力の少なくとも構成要素のテンプレートのセットのサブセットのリストを提示する
段階と、テンプレートのセットのサブセットのリストからのテンプレートの選択対象をエ
ンティティから受け取る段階と、エンティティからのカスタム情報なしにエンティティが
選択したテンプレートを再生する段階と、選択されたテンプレートに基づいてカスタマイ
ズされた出力を作成するために入力を提供するようエンティティに指示する段階と、選択
されたテンプレート及びエンティティによって提供された入力からカスタマイズされた出
力を作成する段階とを含むことができる。本方法は、編集決定リスト（ＳＯＬ）を使用し
てそれぞれのテンプレートにおいてメディアオブジェクトの編成を表わす段階を含むこと
ができる。本開示はまた、エンティティにプランを提供する方法及びシステムを含む。
【選択図】なし
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　広告主にメディアプランを提供する方法であって、
　複数のメディアプロパティの料金表情報を記憶する段階と、
　前記メディアプロパティによって到達されるオーディエンスに関する情報を記憶する段
階と、
　前記広告主に関する情報を記憶する段階と、
　前記料金表情報、前記オーディエンスに関する情報、及び前記広告主に関する情報に基
づいてメディアプランを生成する段階と、
　前記プランを購入のために前記広告主に提示する段階と、
を含む方法。
【請求項２】
　前記メディアプランが、
　広告を流す基準となるメディアプロパティのセットと、
　前記広告を流す基準となる日付の範囲と、
　前記広告を流す時間帯と、
　前記広告を流す回数と、
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】
　前記メディアプランが、特定の人口動態のビューワの推定数を含む、
ことを特徴とする請求項１に記載の方法。
【請求項４】
　前記メディアプランが、特定の心理学的なビューワの推定数を含む、
ことを特徴とする請求項１に記載の方法。
【請求項５】
　前記プランにおいて広告を流すためのサードパーティへの注文を送信する段階を含む、
ことを特徴とする請求項１に記載の方法。
【請求項６】
　前記オーディエンスに関する情報が、オーディエンス情報に関して外部プロバイダから
取得されたものではなく、内部で生成された情報を含む、
ことを特徴とする請求項１に記載の方法。
【請求項７】
　前記オーディエンスに関する情報が、それぞれのメディアのオーディエンスについての
、
　人口動態、
　ライフスタイル、
　関心のあるレジャー、
　利用している技術、
　ブランドの好み、
　種々の製品及びサービスへの支出額、
　ニールセン視聴率、
　米国人口調査データに基づいた情報、
　ロケーション、
の少なくとも１つに関する情報を含む、
ことを特徴とする請求項１に記載の方法。
【請求項８】
　前記広告主から目標を受け取る段階と、
　前記目標に基づいて前記メディアプラン用のメディアミックスを決定する段階と、
を含む、
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ことを特徴とする請求項１に記載の方法。
【請求項９】
　前記広告主から目標を受け取る段階と、
　前記目標に基づいて前記メディアプラン用の最適コストを決定する段階と、
を含む、
ことを特徴とする請求項１に記載の方法。
【請求項１０】
　前記広告主から目標を受け取る段階と、
　前記目標に基づいて前記メディアプラン用に使用するスポットの最適数を決定する段階
と、
を含む、
ことを特徴とする請求項１に記載の方法。
【請求項１１】
　視聴率に基づいてメディアプロパティをランク付けする段階を含む、
ことを特徴とする請求項１に記載の方法。
【請求項１２】
　価格に基づいてメディアプロパティをランク付けする段階を含む、
ことを特徴とする請求項１に記載の方法。
【請求項１３】
　前記広告主の目標に基づいてメディアプロパティをランク付けする段階を含む、
ことを特徴とする請求項１に記載の方法。
【請求項１４】
　ターゲットオーディエンスとの関連性に基づいてメディアプロパティをランク付けする
段階を含む、
ことを特徴とする請求項１に記載の方法。
【請求項１５】
　前記メディアプランに適用可能な全オーディエンス及び各ターゲット人口動態に対する
視聴率を予想する段階を含む、
ことを特徴とする請求項１に記載の方法。
【請求項１６】
　前記各ターゲット人口動態は、前記メディアプランに対する人口動態に含まれる性別及
び年齢グループである、
ことを特徴とする請求項１に記載の方法。
【請求項１７】
　前記オーディエンスに関する情報が、世帯特徴に基づく、
ことを特徴とする請求項１に記載の方法。
【請求項１８】
　前記広告主からクレジットカード情報を取得し、前記クレジットカード情報を記憶し、
前記記憶されたクレジットカード情報に対応する前記クレジットカードアカウントに前記
メディアプランの購入価格を課金する段階を含む、
ことを特徴とする請求項１に記載の方法。
【請求項１９】
　それぞれのメディアプロパティに注文を提出するためのフォーマットに関する規則を記
憶する段階と、
　その規則に従って少なくとも１つのメディアプロパティに前記メディアプランを提出す
る段階と、
を含む、
ことを特徴とする請求項１に記載の方法。
【請求項２０】
　前記広告主から予算を取得し、前記予算に部分的に基づいて前記メディアプランを生成
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する段階を含む、
ことを特徴とする請求項１に記載の方法。
【請求項２１】
　広告主にメディアプランを提供する方法であって、
　メディアプランに対する広告主の要求を受け取る前に、複数のメディアプロパティでの
広告コストを定める段階と、
　前記メディアプロパティの視聴率を取得する段階と、
　前記メディアプランがターゲットとされるオーディエンスを広告主から受け取る段階と
、
　コスト、視聴率、オーディエンス、及びロケーションに基づいてメディアプランを生成
する段階と、
　前記プランを広告主に提示する段階と、
を含む方法。
【請求項２２】
　前記ロケーションが近傍を含む、
ことを特徴とする請求項２１に記載の方法。
【請求項２３】
　前記ロケーションがＤＭＡを含む、
ことを特徴とする請求項２１に記載の方法。
【請求項２４】
　前記ロケーションがより大都市エリアを含む、
ことを特徴とする請求項２１に記載の方法。
【請求項２５】
　前記ロケーションが都市を含む、
ことを特徴とする請求項２１に記載の方法。
【請求項２６】
　前記ロケーションが大陸を含む、
ことを特徴とする請求項２１に記載の方法。
【請求項２７】
　広告主にメディアプランを提供するためのシステムであって、
　複数のメディアプロパティの料金表のデータベースと、
　それぞれのターゲット市場に対する前記メディアプロパティのパフォーマンスに関する
情報のデータベースと、
　前記広告主によってターゲットされる少なくとも１つのオーディエンスに関する情報を
広告主に指示するインターフェースと、
　前記料金表、パフォーマンスに関する情報、前記オーディエンス、及び前記予算に基づ
いてメディアプランを生成する論理回路と、
　前記プランを購入のために前記広告主に提示するインターフェースと、
を含むシステム。
【請求項２８】
　前記インターフェースが、前記広告主から予算を取得する、
ことを特徴とする請求項２７に記載のシステム。
【請求項２９】
　広告主にメディアプランを提供する方法であって、
　前記広告主からロケーションデータを受け取り、前記ロケーション情報と該ロケーショ
ン情報を関連付けるデータベースとに基づいて、利用可能な市場を決定する段階と、
　前記広告主から市場選択対象を受け取り、メディアプロパティの料金表を含むデータベ
ースに基づいて、実行可能なメディアプロパティを決定する段階と、
　ビジネスカテゴリー又はターゲット市場の選択対象を受け取り、カテゴリーマッチング
を行って、カスタムネットワーク階層を決定する段階と、
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　キャンペーンパラメータを受け取り、前記キャンペーンパラメータに基づいてメディア
プランを生成する段階と、
を含む方法。
【請求項３０】
　ネットワーク、スポットの数、時間帯、スケジュール、ロケーション、到達率、頻度、
及びコストをコンピュータプログラムにおいて評価し、メディア購買規則データベース内
の規則に基づいてプランを決定する段階を含む、
ことを特徴とする請求項２９に記載の方法。
【請求項３１】
　前記キャンペーンパラメータが予算を含む、
ことを特徴とする請求項２９に記載の方法。
【請求項３２】
　前記キャンペーンパラメータがメディア目標を含む、
ことを特徴とする請求項２９に記載の方法。
【請求項３３】
　前記キャンペーンパラメータがメディアスケジュールを含む、
ことを特徴とする請求項２９に記載の方法。
【請求項３４】
　承認及び購入情報を受け取る段階を含む、
ことを特徴とする請求項２９に記載の方法。
【請求項３５】
　前記広告主が前記メディアプランを編集できるようにする段階を含む、
ことを特徴とする請求項２９に記載の方法。
【請求項３６】
　前記広告主用データベース内にメディアプランを記憶する段階と、
　セーブされたプランのリストを前記広告主がビューできるようにする段階と、
　前記広告主によって選択されたプランを表示する段階と、
を含む、
ことを特徴とする請求項２９に記載の方法。
【請求項３７】
　セーブされたプランのリストを前記広告主がビューできるようにする段階と、
　前記広告主によって選択されたプランを表示する段階と、
　前記広告主のための進行中のキャンペーンを含むキャンペーンを表示する段階と、
　前記広告主の履歴を表示する段階と、
を含む、
ことを特徴とする請求項２９に記載の方法。
【請求項３８】
　利用可能なネットワークを連続的にチェックし、予算がなくなるまで利用可能な残りの
予算を決定し、予算が利用可能である場合には前記ネットワークを前記プラン内に含める
段階を含む、
ことを特徴とする請求項２９に記載の方法。
【請求項３９】
　前記広告主の支払い情報をデータベース内に記憶し、前記支払い情報を使用して前記広
告主に課金する段階を含む、
ことを特徴とする請求項２９に記載の方法。
【請求項４０】
　電子メディアシステムであって、
　広告主顧客のためのインターフェースとして働くウェブサイトを提供し、且つ前記広告
主向けのメディアプランに対しての前記広告主によるウェブページからの要求を受け取る
ウェブサーバと、
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　広告のフォーマットに関する情報と、それぞれのメディアプロパティに対する広告を提
出する方式とを記憶するメディア購買規則データベースと、
　ロケーション情報を利用可能な市場に関連付けるメディア配置データベースと、
　それぞれの広告主に関連した情報を記憶する広告主情報データベースと、
　前記メディア配置データベースを使用してそれぞれのロケーションに対して利用可能な
市場を決定する論理回路と、
　前記メディア配置データベース及び前記広告主情報データベースからのデータに基づい
てメディアプランを生成する論理回路と、
　前記メディア購買規則データベースに提供された広告を提出する前記フォーマット及び
方式に従って、前記メディアプロパティに対して前記メディアプランでの広告を提出する
論理回路と、
を含む電子メディアシステム。
【請求項４１】
　広告の少なくとも構成要素のテンプレートのデータベースを含む、
ことを特徴とする請求項４０に記載のシステム。
【請求項４２】
　前記テンプレートのセットのサブセットのリストから選択したテンプレートを前記広告
主から受け取り、前記選択されたテンプレートに基づいてカスタマイズされた広告を作成
するために入力を提供するように前記広告主に指示する論理回路を含む、
ことを特徴とする請求項４０に記載のシステム。
【請求項４３】
　前記メディアプランにおいて前記カスタマイズされた広告を含み、前記カスタマイズさ
れた広告をメディアプロパティに提出する論理回路を含む、
ことを特徴とする請求項４０に記載のシステム。
【請求項４４】
　前記広告主から広告を受け取り前記メディアプラン内に含めることを特徴とする請求項
４０に記載のシステム。
【請求項４５】
　広告主にサービスを提供する方法であって、
　複数のメディアプロパティに関する情報を記憶する段階と、
　前記メディアプロパティによって到達されるオーディエンスに関する情報を記憶する段
階と、
　前記広告主に関する情報を記憶する段階と、
　前記料金表情報、オーディエンスに関する情報、及び前記広告主に関する情報に基づい
てメディアプランを生成する段階と、
　メディアオブジェクトのセットを定義する、広告の少なくとも構成要素のテンプレート
のセットを記憶する段階と、
　前記広告主に関する情報に基づいて、前記広告の少なくとも構成要素のテンプレートの
セットのサブセットのリストを前記コンピュータネットワークを通じて前記広告主に提示
する段階と、
　前記テンプレートのセットのサブセットのリストから選択されたテンプレートを前記広
告主から受け取る段階と、
　前記選択されたテンプレートに基づいてカスタマイズされた広告を作成するために入力
を提供するよう前記広告主に指示する段階と、
　前記選択されたテンプレート及び前記広告主によって提供された入力からカスタマイズ
された広告を作成する段階と、
を含む方法。
【請求項４６】
　前記広告主に関する情報に基づいて、前記広告の少なくとも構成要素の前記テンプレー
トのセットのサブセットのリストを前記コンピュータネットワークを通じて前記広告主に
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提示する段階と、
　前記広告主からのカスタム情報なしに、前記広告主が選択したテンプレートを再生する
段階と、
を含む、
ことを特徴とする請求項４５に記載の方法。
【請求項４７】
　カスタマイズされた広告を提供する方法であって、
　メディアオブジェクトのセットを定義する、広告の少なくとも構成要素のテンプレート
のセットを記憶する段階と、
　コンピュータネットワークを通じて広告主に関する情報を受け取る段階と、
　前記広告主に関する情報に基づいて、前記広告の少なくとも構成要素の前記テンプレー
トのセットのサブセットのリストを前記コンピュータネットワークを通じて前記広告主に
提示する段階と、
　前記テンプレートのセットのサブセットのリストから選択されたテンプレートを前記広
告主から受け取る段階と、
　前記広告主からのカスタム情報なしに、前記広告主が選択したテンプレートを再生する
段階と、
　前記選択されたテンプレートに基づいてカスタマイズされた広告を作成するために入力
を提供するよう前記広告主に指示する段階と、
　前記選択されたテンプレート及び前記広告主によって提供された入力からカスタマイズ
された広告を作成する段階と、
を含む方法。
【請求項４８】
　前記テンプレートを再生する段階が、ビデオを再生する段階を含む、
ことを特徴とする請求項４７に記載の方法。
【請求項４９】
　前記テンプレートを再生する段階が、オーディオを再生する段階を含む、
ことを特徴とする請求項４７に記載の方法。
【請求項５０】
　複数のテンプレートを組み合わせて前記カスタマイズされたビデオ広告を作成する段階
を含む、
ことを特徴とする請求項４７に記載の方法。
【請求項５１】
　前記コンピュータネットワークが、インターネットを含む、
ことを特徴とする請求項４７に記載の方法。
【請求項５２】
　編集決定リスト（ＥＤＬ）を使用してそれぞれのテンプレートにおいてメディアオブジ
ェクトの編成を表わす段階と、
　前記広告に関する付加的な情報を前記ＥＤＬに含める段階と、
を含む、
ことを特徴とする請求項４７に記載の方法。
【請求項５３】
　前記指示段階が、テキスト用の入力を提供する段階を含む、
ことを特徴とする請求項４７に記載の方法。
【請求項５４】
　前記広告主からの入力は、選択肢のセットからの選択対象を含む、
ことを特徴とする請求項４７に記載の方法。
【請求項５５】
　前記選択肢が、オーディオオブジェクトのセットを含む、
ことを特徴とする請求項４７に記載の方法。
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【請求項５６】
　前記広告主からの入力がオーディオを含む、
ことを特徴とする請求項４７に記載の方法。
【請求項５７】
　前記広告主からの入力がイメージを含む、
ことを特徴とする請求項４７に記載の方法。
【請求項５８】
　前記広告主からの入力がビデオを含む、
ことを特徴とする請求項４７に記載の方法。
【請求項５９】
　少なくとも一部のメディアオブジェクトを前記関連のテンプレートと別個に記憶する段
階を含む、
ことを特徴とする請求項４７に記載の方法。
【請求項６０】
　利用可能なテンプレートを表わすアイコンを表示する段階を含む、
ことを特徴とする請求項４７に記載の方法。
【請求項６１】
　利用可能なテンプレートを表わす、前記テンプレートからのイメージを表示する段階を
含む、
ことを特徴とする請求項４７に記載の方法。
【請求項６２】
　利用可能なテンプレートを表わすそれぞれのテンプレートを示すストーリーボードを表
示し、前記ストーリーボードに関連した入力を提供する段階を含む、
ことを特徴とする請求項４７に記載の方法。
【請求項６３】
　カスタマイズされたビデオ広告を提供する方法であって、
　メディア広告テンプレートにおいて使用するためのメディアオブジェクトのセットを記
憶する段階と、
　対応する広告においてそれぞれのメディアオブジェクトの編成を表わす標準化された電
子情報を含むメディア広告テンプレートのセットを記憶する段階と、
　コンピュータネットワークを通じて、リモートに位置付けられた広告主に関する情報を
受け取る段階と、
　前記広告主に関する情報に基づいて、前記ビデオ広告テンプレートのセットのサブセッ
トのリストを前記コンピュータネットワークを通じて前記広告主に提示する段階と、
　前記広告主から広告テンプレートの選択対象を受け取る段階と、
　前記テンプレートへの入力を提供するよう前記広告主に指示する段階と、
　前記テンプレートへの入力に基づいて、前記メディアオブジェクトの編成を表わす前記
電子情報を更新する段階と、
　前記広告テンプレート、前記広告主によって提供された入力、及び前記メディアオブジ
ェクトの編成を表わす前記電子情報から、カスタマイズされたビデオ広告を作成する段階
と、
を含む方法。
【請求項６４】
　それぞれのメディアオブジェクトの編成を表わす前記電子情報が、前記メディアオブジ
ェクトの再生のタイムラインを決定付ける、
ことを特徴とする請求項６３に記載の方法。
【請求項６５】
　それぞれのメディアオブジェクトの編成を表わす前記電子情報が、編集決定リスト（Ｅ
ＤＬ）を含む、
ことを特徴とする請求項６３に記載の方法。
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【請求項６６】
　前記メディアオブジェクトのセットがビデオを含む、
ことを特徴とする請求項６３に記載の方法。
【請求項６７】
　前記メディアオブジェクトのセットがオーディオを含む、
ことを特徴とする請求項６３に記載の方法。
【請求項６８】
　前記メディアオブジェクトのセットがイメージ及びテキストを含む、
ことを特徴とする請求項６３に記載の方法。
【請求項６９】
　それぞれのテンプレートのどの態様が前記広告主によって修正できるかを表わすために
前記標準化された電子情報を符号化し、前記符号化に少なくとも部分的に基づいて前記広
告主に入力を指示する段階を含む、
ことを特徴とする請求項６３に記載の方法。
【請求項７０】
　前記それぞれのテンプレートのどの部分を前記広告主によって変更することができるか
を示すデータを前記それぞれのテンプレート内に提供する段階を含む、
ことを特徴とする請求項６３に記載の方法。
【請求項７１】
　前記テンプレートのそれぞれの要素の少なくとも名前を前記テンプレート内に提供する
段階を含む、
ことを特徴とする請求項６３に記載の方法。
【請求項７２】
　前記テンプレートのそれぞれの要素のデフォルトコンテンツを記述するフィールドを前
記テンプレート内に提供する段階を含む、
ことを特徴とする請求項６３に記載の方法。
【請求項７３】
　前記テンプレートのそれぞれの要素の用途を説明するヘルプストリング用のフィールド
を前記テンプレート内に提供する段階を含む、
ことを特徴とする請求項６３に記載の方法。
【請求項７４】
　前記テンプレートに関連付けられるメディアオブジェクトに対する要件を指定するフィ
ールドを前記テンプレート内に提供する段階を含み、前記方法が、前記メディアオブジェ
クトが前記指定されたタイプに反するかどうかを自動的にチェックする段階を含む、
ことを特徴とする請求項６３に記載の方法。
【請求項７５】
　前記要件が最小フォーマットを含む、
ことを特徴とする請求項７４に記載の方法。
【請求項７６】
　前記テンプレートを対応するアイコン、タイトル、及び記述に関連付けるメタデータを
提供する段階を含む、
ことを特徴とする請求項６３に記載の方法。
【請求項７７】
　前記メディアオブジェクトのセットを記憶する段階の前に、
　特定のメディアオブジェクトを取得する段階と、
　前記特定のメディアオブジェクトの一部を識別し抽出する段階と、
　前記メディアオブジェクトのセットにおける前記メディアオブジェクトの１つとして前
記抽出された部分を記憶する段階と、
を含む、
ことを特徴とする請求項６３に記載の方法。
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【請求項７８】
　前記特定のメディアオブジェクトがビデオを含み、前記メディアオブジェクトの抽出さ
れた部分が、広告内でメディアオブジェクトとして使用される前記ビデオの一部を含む、
ことを特徴とする請求項７７に記載の方法。
【請求項７９】
　前記メディアオブジェクトのセットを記憶する段階の前に、
　特定のメディアオブジェクトを作成する段階と、
　前記特定のメディアオブジェクトの複数の部分を識別し抽出する段階と、
　前記メディアオブジェクトのセットにおいてメディアオブジェクトとして前記抽出され
た部分を記憶する段階と、
　前記特定のメディアオブジェクトの前記異なる抽出された部分を別個の広告において個
別に使用できるようにする段階と、
を含む、
ことを特徴とする請求項６３に記載の方法。
【請求項８０】
　ユーザがそれぞれのテンプレートをサーチできるようにするサーチ機能を提供する段階
を含む、
ことを特徴とする請求項６３に記載の方法。
【請求項８１】
　テンプレートとカスタムユーザ情報とを別個に記憶する段階を含む、
ことを特徴とする請求項６３に記載の方法。
【請求項８２】
　カスタマイズされたビデオ広告を提供する方法であって、
　メディア広告テンプレートに使用するメディアオブジェクトのセットを記憶する段階と
、
　対応する広告においてそれぞれのメディアオブジェクトの編成を表わす編集決定リスト
（ＥＤＬ）を含むメディア広告テンプレートのセットを記憶する段階と、
　前記ＥＤＬのコンテンツ用にフォーマット化される部分内に、前記テンプレートの使用
に関する命令を備えたメタデータを記憶する段階と、
　コンピュータネットワークを通じて広告主に関する情報を受け取る段階と、
　前記広告主に関する情報と前記テンプレートの使用に関する命令を備えた前記メタデー
タとに基づいて、前記テンプレート及び関連のメディアオブジェクトによる前記広告から
カスタマイズされたビデオ広告を作成する段階と、
を含む方法。
【請求項８３】
　前記メタデータが、それぞれのテンプレートのどの部分を前記ユーザによって変更でき
るかを示す、
ことを特徴とする請求項８２に記載の方法。
【請求項８４】
　前記メタデータが、前記テンプレートのそれぞれの要素の名前を含む、
ことを特徴とする請求項８２に記載の方法。
【請求項８５】
　前記メタデータが、前記テンプレートのそれぞれの要素のデフォルトコンテンツを記述
する、
ことを特徴とする請求項８２に記載の方法。
【請求項８６】
　カスタマイズされた広告を提供する方法であって、
　カスタマイズされた広告で使用するメディアオブジェクトのセットを提供する段階と、
　メディアオブジェクトに対する権利使用料関係に関する情報を前記オブジェクトのセッ
トに記憶する段階と、
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　前記メディアオブジェクトの少なくとも１つのサブセットを含むカスタマイズされた広
告を作成するための入力をコンピュータネットワークを通じて前記広告主から受け取る段
階と、
　前記入力及び前記メディアオブジェクトのサブセットに基づいて、前記メディアオブジ
ェクトを含むカスタマイズされたビデオ広告を作成する段階と、
　前記広告内の前記メディアオブジェクトの用途に基づいてメディアオブジェクトに対す
る権利使用料を自動的に決定する段階と、
を含む方法。
【請求項８７】
　メディアオブジェクトに対する権利使用料が、前記広告内のオブジェクトの関連用途に
基づいて決定される、
ことを特徴とする請求項８６に記載の方法。
【請求項８８】
　メディアオブジェクトに対する権利使用料が、前記広告内のオブジェクトの相対使用に
基づいて、及び前記広告における他のメディアオブジェクトに対する前記メディアオブジ
ェクトの再生時間をベースとする前記メディアオブジェクトに対する権利使用料の比例配
分に基づいて決定される、
ことを特徴とする請求項８６に記載の方法。
【請求項８９】
　メディアオブジェクトに対する権利使用料が、前記広告における他のメディアオブジェ
クトに対する前記メディアオブジェクトの再生時間に加えて係数に基づいて決定される、
ことを特徴とする請求項８６に記載の方法。
【請求項９０】
　メディアオブジェクトに対する権利使用料が、前記広告における前記メディアオブジェ
クトの再生時間以外の係数に基づいて決定される、
ことを特徴とする請求項８６に記載の方法。
【請求項９１】
　カスタマイズされたビデオ広告を提供するためのメディアシステムであって、
　メディア広告テンプレートで使用するメディアオブジェクトのセットを含むメディアオ
ブジェクトデータベースと、
　前記テンプレートに対応する広告においてそれぞれのメディアオブジェクトの編成を表
わす情報を含むメディア広告テンプレートのセットを含み、コンテンツ用にフォーマット
化されたそれぞれのメディアオブジェクトの編成を表わす情報の一部分内に前記テンプレ
ートの使用に関する命令と共にメタデータが記憶されているテンプレートデータベースと
、
　前記テンプレートに関連した前記メディアオブジェクトデータベースからのメディアオ
ブジェクトを含むカスタマイズされたビデオ広告を作成する論理回路と、
を備え、
前記カスタマイズされたビデオ広告が、テンプレートと、該テンプレートの使用に関する
命令を備えた前記メタデータとに基づく、
ことを特徴とするメディアシステム。
【請求項９２】
　それぞれのメディアオブジェクトの編成を表わす前記情報が、編集決定リスト（ＥＤＬ
）を含む、
ことを特徴とする請求項９１に記載のシステム。
【請求項９３】
　前記広告主からのカスタム情報なしに前記テンプレートを再生するウェブページを生成
するための論理回路を含む、
ことを特徴とする請求項９１に記載のシステム。
【請求項９４】



(12) JP 2009-521014 A 2009.5.28

10

20

30

40

50

　前記テンプレートに対するカスタム入力を前記広告主に指示するウェブページを生成す
るための論理回路を含む、
ことを特徴とする請求項９１に記載のシステム。
【請求項９５】
　前記テンプレートが、前記広告主が提供できるテキストを備えたメタデータを含む、
ことを特徴とする請求項９１に記載のシステム。
【請求項９６】
　前記テンプレートが、前記広告主が提供できるイメージを備えたメタデータを含む、
ことを特徴とする請求項９１に記載のシステム。
【請求項９７】
　前記テンプレートが、前記広告主が提供できるオーディオを備えたメタデータを含む、
ことを特徴とする請求項９１に記載のシステム。
【請求項９８】
　テレビ広告主のためのテレビメディアプランを生成するコンピュータ化された方法であ
って、
　複数のテレビメディアプロパティの料金表情報を記憶する段階と、
　前記テレビメディアプロパティによって到達されるテレビオーディエンスに関する情報
を記憶する段階と、
　前記テレビ広告主に関する情報を記憶する段階と、
　前記料金表情報、テレビオーディエンスに関する情報、及び前記テレビ広告主に関する
前記情報に基づいて、テレビ広告のためのメディアプランを生成する段階と、
　前記メディアプランを購入のために前記テレビ広告主に提示する段階と、
を含むコンピュータ化された方法。
【請求項９９】
　前記テレビ広告が地上放送コマーシャルを含み、前記テレビメディアプロパティがテレ
ビ放送局を含み、前記メディアプランがテレビ局のリストを含む、
ことを特徴とする請求項９８に記載の方法。
【請求項１００】
　前記テレビ広告がケーブルテレビコマーシャルを含み、前記テレビメディアプロパティ
がケーブルオペレータを含む、
ことを特徴とする請求項９８に記載の方法。
【請求項１０１】
　前記テレビ広告が衛星テレビコマーシャルを含む、
ことを特徴とする請求項９８に記載の方法。
【請求項１０２】
　前記テレビ広告が閉回路テレビコマーシャルを含む、
ことを特徴とする請求項９８に記載の方法。
【請求項１０３】
　前記メディアプランが、前記テレビ広告を流す日付のリストを含む、
ことを特徴とする請求項９８に記載の方法。
【請求項１０４】
　前記メディアプランが、前記テレビ広告を流す時間帯のリストを含む、
ことを特徴とする請求項９８に記載の方法。
【請求項１０５】
　前記メディアプランが、前記テレビ広告を流す市場、前記テレビ広告を流すスケジュー
ルのタイプ、及び前記テレビ広告用の前記メディアプランの各部分に対する放送の数を含
む、
ことを特徴とする請求項９８に記載の方法。
【請求項１０６】
　指定市場エリア、それぞれの地域、それぞれのゾーン、及びそれぞれのヘッドエンドに
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おける複数のシステムオペレータ（ＭＳＯ）に関する情報を記憶する段階を含む、
ことを特徴とする請求項９８に記載の方法。
【請求項１０７】
　前記テレビオーディエンスに関する情報が、ニールセン視聴率を含む、
ことを特徴とする請求項９８に記載の方法。
【請求項１０８】
　前記テレビオーディエンスに関する情報が、人口動態情報を含む、
ことを特徴とする請求項９８に記載の方法。
【請求項１０９】
　オーディエンスの関心のあるレジャー、利用している技術、ブランドの好み、並びに種
々の製品及びサービスへの支出額の組合せを含む前記オーディエンス情報に基づいて前記
テレビメディアプランを生成する段階を含む、
ことを特徴とする請求項９８に記載の方法。
【請求項１１０】
　複数システムオペレータ（ＭＳＯ）によって提供されるチャンネルの層を指定する料金
表をデータベース内に記憶し、前記料金表に記憶された複数システムオペレータ（ＭＳＯ
）によって提供されるチャンネルの層に少なくとも部分的に基づいて前記メディアプラン
を生成する段階を含む、
ことを特徴とする請求項９８に記載の方法。
【請求項１１１】
　提供されるチャンネルの層を指定する料金表と、種々の時間帯の間にこれらのチャンネ
ルでテレビ広告を流すコストとをデータベース内に記憶し、提供されるチャンネルの層と
前記料金表に記憶された種々の時間帯の間にこれらのチャンネルでテレビ広告を流すコス
トとに少なくとも部分的に基づいて、前記メディアプランを生成する段階を含む、
ことを特徴とする請求項９８に記載の方法。
【請求項１１２】
　前記広告主から目標を受け取る段階を含み、前記メディアプランが、前記テレビ広告主
によって指定された前記目標に一致したスポットの数を提供する、ことを特徴とする請求
項９８に記載の方法。
【請求項１１３】
　前記メディアプランの少なくとも一部をテレビメディアプロパティに送る段階を含む、
ことを特徴とする請求項９８に記載の方法。
【請求項１１４】
　前記テレビ広告主によって選択された市場を使用して、前記テレビメディアプロパティ
のスケジューリング要件を調べる段階を含む、
ことを特徴とする請求項９８に記載の方法。
【請求項１１５】
　ＭＳＯに前記メディアプランを提出して、データベース内に記憶されたメディア購買規
則に基づいてスポットを購入する段階を含み、前記メディア購買規則が、注文用フォーマ
ット及び注文を提出する方式を含む、
ことを特徴とする請求項９８に記載の方法。
【請求項１１６】
　前記注文用フォーマットが、流れるスポット、スポットを流す時間、及びスケジュール
を含み、前記注文を提出する方式が電子メールを含む、
ことを特徴とする請求項９８に記載の方法。
【請求項１１７】
　テレビジョンネットワークをランク付けし、カスタムネットワーク階層を生成して前記
プランを決定する段階を含む、
ことを特徴とする請求項９８に記載の方法。
【請求項１１８】
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　各人口動態に対するそれぞれのオーディエンス情報を合計して人口動態の総数で除算す
ることによってテレビメディアプロパティをランク付けし、前記人口動態が選択されてい
ない場合には前記オーディエンス情報によってテレビジョンネットワークをランク付けす
る段階を含む、
ことを特徴とする請求項９８に記載の方法。
【請求項１１９】
　テレビ広告主にテレビメディアプランを提供するためのシステムであって、
　複数のテレビメディアプロパティの料金表のデータベースと、
　それぞれの人口動態に対する前記テレビメディアプロパティのパフォーマンスに関する
情報のデータベースと、
　前記広告主によってターゲットされる少なくとも１つのオーディエンスに関する情報を
テレビ広告主に指示するインターフェースと、
　前記料金表、パフォーマンスに関する情報、前記人口動態、及び前記予算に基づいて、
テレビメディアプランを生成する論理回路と、
　前記プランを購入のために前記テレビ広告主に提示するインターフェースと、
を含むシステム。
【請求項１２０】
　前記インターフェースが、前記テレビ広告主から予算を取得する、
ことを特徴とする請求項１１９に記載のシステム。
【請求項１２１】
　テレビ広告主にメディアプランを提供する方法であって、
　前記テレビ広告主からロケーションデータを受け取り、前記ロケーション情報と該ロケ
ーション情報を関連付けるデータベースとに基づいて、利用可能な市場を決定する段階と
、
　前記テレビ広告主から市場選択対象を受け取り、テレビメディアプロパティの料金表を
含むデータベースに基づいて、実行可能なテレビメディアプロパティを決定する段階と、
　ビジネスカテゴリー又は人口動態の選択対象を受け取り、カテゴリーマッチングを行な
って、カスタムテレビジョンネットワーク階層を決定する段階と、
　キャンペーンパラメータを受け取り、前記キャンペーンパラメータに基づいてテレビメ
ディアプランを生成する段階と、
を含む方法。
【請求項１２２】
　コンピュータプログラムにおいて、ネットワーク、スポットの数、時間帯、スケジュー
ル、ロケーション、到達率、頻度、及びコストを評価し、メディア購買規則データベース
の規則に基づいてプランを決定する段階を含む、
ことを特徴とする請求項２９に記載の方法。
【請求項１２３】
　前記キャンペーンパラメータが、予算、メディア目標、及びメディアスケジュールを含
む、
ことを特徴とする請求項２９に記載の方法。
【請求項１２４】
　前記テレビ広告主のための前記メディアプランをデータベースに記憶する段階と、
　前記テレビ広告主がセーブされたプランのリストをビューできるようにする段階と、
　前記テレビ広告主によって選択されたプランを表示する段階と、
を含む、
ことを特徴とする請求項２９に記載の方法。
【請求項１２５】
　利用可能なテレビジョンネットワークを連続的にチェックし、予算がなくなるまで利用
可能な残りの予算を決定し、予算が利用可能である場合には前記テレビジョンネットワー
クを前記プラン内に含める段階を含む、
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ことを特徴とする請求項２９に記載の方法。
【請求項１２６】
　カスタマイズされたテレビコマーシャルを提供する方法であって、
　テレビコマーシャル用のメディアオブジェクトのセットを定義する、前記テレビコマー
シャルの少なくとも構成要素のテンプレートのセットを記憶する段階と、
　コンピュータネットワークを通じて、テレビ広告主に関する情報を受け取る段階と、
　前記テレビ広告主に関する情報に基づいて、テレビコマーシャルの少なくとも構成要素
のテンプレートのセットのサブセットのリストを前記コンピュータネットワークを通じて
前記テレビ広告主に提示する段階と、
　前記テンプレートのセットのサブセットのリストからのテンプレートの選択対象を前記
テレビ広告主から受け取る段階と、
　前記テレビ広告主からのカスタム情報なしに前記テレビ広告主が選択したテンプレート
を再生する段階と、
　前記選択されたテンプレートに基づいてカスタマイズされたテレビコマーシャルを作成
するために入力を提供するよう前記テレビ広告主に指示する段階と、
　前記選択されたテンプレートと前記テレビ広告主によって提供された前記入力とからカ
スタマイズされたテレビコマーシャルを作成する段階と、
を含む方法。
【請求項１２７】
　前記テレビコマーシャルのためのボイスオーバー、音楽、テキスト、ビデオ、及びイメ
ージの入力を提供する段階を含む、
ことを特徴とする請求項１２６に記載の方法。
【請求項１２８】
　ライブラリにビデオを記憶し、前記ビデオからテンプレートを提供し、前記テンプレー
トをユーザが再生することができるフォーマットで提供し、レビューのために外部ユーザ
に対して前記テンプレートへのアクセスを可能にする段階を含む、
ことを特徴とする請求項１２６に記載の方法。
【請求項１２９】
　編集決定リスト（ＥＤＬ）を使用して、それぞれのテレビ広告テンプレートにおいてメ
ディアオブジェクトの編成を表し、前記テレビ広告に関する付加的な情報を前記ＥＤＬ内
に含める段階を含む、
ことを特徴とする請求項１２６に記載の方法。
【請求項１３０】
　前記テンプレートに対する地理的なエリアでの独占権をテンプレートの購入者に付与す
る段階を含む、
ことを特徴とする請求項１２６に記載の方法。
【請求項１３１】
　前記地理的なエリアが都市を含む、
ことを特徴とする請求項１２６に記載の方法。
【請求項１３２】
　前記地理的なエリアが大都市エリアを含む、
ことを特徴とする請求項１２６に記載の方法。
【請求項１３３】
　カスタマイズされたテレビ広告を提供するためのメディアシステムであって、
　テレビ広告テンプレートで使用するメディアオブジェクトのセットを含むメディアオブ
ジェクトデータベースと、
　前記テンプレートに対応するテレビ広告におけるそれぞれのメディアオブジェクトの編
成を表わす情報を含むテレビ広告テンプレートのセットを含むテンプレートデータベース
と、
を含み、
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コンテンツ用にフォーマット化されるそれぞれのメディアオブジェクトの編成を表わす前
記情報の一部分内に、前記テンプレートの使用に関する命令と共にメタデータが記憶され
、
前記メディアシステムが更に、
　前記テンプレートに関連する前記メディアオブジェクトデータベースからのメディアオ
ブジェクトを含む、カスタマイズされたテレビ広告を作成する論理回路を含み、
前記カスタマイズされたテレビ広告が、テンプレートと、該テンプレートの使用に関する
命令を備えた前記メタデータとに基づく、
ことを特徴とするメディアシステム。
【請求項１３４】
　前記それぞれのメディアオブジェクトの編成を表わす前記情報が、編集決定リスト（Ｅ
ＤＬ）を含む、
ことを特徴とする請求項１３３に記載のシステム。
【請求項１３５】
　前記テレビ広告主からのカスタム情報なしに前記テンプレートを再生するウェブページ
を生成するための論理回路を含む、
ことを特徴とする請求項１３３に記載のシステム。
【請求項１３６】
　前記テンプレートに対するカスタム入力を前記広告主に指示するウェブページを生成す
るための論理回路を含む、
ことを特徴とする請求項１３３に記載のシステム。
【請求項１３７】
　ラジオ広告主のためのラジオメディアプランを生成するコンピュータ化された方法であ
って、
　複数のラジオメディアプロパティの料金表情報を記憶する段階と、
　前記ラジオメディアプロパティによって到達されるラジオオーディエンスに関する情報
を記憶する段階と、
　前記ラジオ広告主に関する情報を記憶する段階と、
　前記料金表情報、ラジオオーディエンスに関する情報、及び前記ラジオ広告主に関する
情報に基づいて、ラジオ広告のためのメディアプランを生成する段階と、
　前記メディアプランを購入のために前記ラジオ広告主に提示する段階と、
を含む方法。
【請求項１３８】
　前記ラジオ広告が地上放送コマーシャルを含み、前記ラジオメディアプロパティがラジ
オ放送局を含み、前記メディアプランがラジオ局のリストを含む、
ことを特徴とする請求項１３７に記載の方法。
【請求項１３９】
　前記ラジオ広告が加入者ベースのラジオコマーシャルを含み、前記ラジオメディアプロ
パティが加入者ベースの衛星ラジオオペレータを含む、
ことを特徴とする請求項１３７に記載の方法。
【請求項１４０】
　前記ラジオ広告が非加入者ベースラジオコマーシャルを含み、前記ラジオメディアプロ
パティが非加入者ベースの衛星ラジオオペレータを含む、
ことを特徴とする請求項１３７に記載の方法。
【請求項１４１】
　前記メディアプランが、シンジケーテッドラジオプログラミングによる広告の配置を含
む、
ことを特徴とする請求項１３７に記載の方法。
【請求項１４２】
　前記メディアプランが、スポット市場ラジオプログラミングによる広告の配置を含む、
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ことを特徴とする請求項１３７に記載の方法。
【請求項１４３】
　前記メディアプランが、前記ラジオ広告を流す日付のリストを含む、
ことを特徴とする請求項１３７に記載の方法。
【請求項１４４】
　前記メディアプランが、前記ラジオ広告を流す時間帯のリストを含む、
ことを特徴とする請求項１３７に記載の方法。
【請求項１４５】
　前記メディアプランが、前記ラジオ広告を流す市場、前記ラジオ広告を流すスケジュー
ルのタイプ、及び前記ラジオ広告用の前記メディアプランの各部分に対する放送の数を含
む、
ことを特徴とする請求項１３７に記載の方法。
【請求項１４６】
　指定市場エリア（ＤＭＡ）、それぞれの地域、それぞれのゾーン、及びそれぞれのヘッ
ドエンドにおけるラジオ局に関する情報を記憶する段階を含む、
ことを特徴とする請求項１３７に記載の方法。
【請求項１４７】
　ラジオ局に関して記憶された前記情報が、種々の人口動態カテゴリー内での視聴率情報
を含む、
ことを特徴とする請求項１４６に記載の方法。
【請求項１４８】
　ラジオ局に関して記憶された前記情報が、種々の時間帯の間に前記それぞれのラジオ局
で広告を流すコストを有する料金表を含む、
ことを特徴とする請求項１４６に記載の方法。
【請求項１４９】
　前記メディアプランのユーザ目標に一致したスポットの数を提供する前記ラジオメディ
アプランを生成する段階を含む、
ことを特徴とする請求項１３７に記載の方法。
【請求項１５０】
　指定予算内で要求スポットを購入できるようにするターゲット人口動態に到達するラジ
オ局を有する前記ラジオメディアプランを生成する段階を含む、
ことを特徴とする請求項１３７に記載の方法。
【請求項１５１】
　オーディエンスの関心のあるレジャー、利用している技術、ブランドの好み、及び種々
の製品及びサービスへの支出額の組合せを含む前記オーディエンス情報に基づいて、前記
ラジオメディアプランを生成する段階を含む、
ことを特徴とする請求項１３７に記載の方法。
【請求項１５２】
　提供されるチャンネルの層を指定する料金表と、種々の時間帯の間にこれらのチャンネ
ルでラジオ広告を流すコストとをデータベース内に記憶し、提供されるチャンネルの層と
前記料金表に記憶された種々の時間帯の間にこれらのチャンネルでラジオ広告を流すコス
トとに少なくとも部分的に基づいて前記メディアプランを生成する段階を含む、
ことを特徴とする請求項１３７に記載の方法。
【請求項１５３】
　前記メディアプランの少なくとも一部をラジオメディアプロパティに送る段階を含む、
ことを特徴とする請求項１３７に記載の方法。
【請求項１５４】
　前記ラジオ広告主によって選択された市場を使用して、前記ラジオメディアプロパティ
のスケジューリング要件を調べる段階を含む、
ことを特徴とする請求項１３７に記載の方法。
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【請求項１５５】
　前記メディアプランをラジオメディアプロパティに提出して、データベース内に記憶さ
れたメディア購買規則に基づいてスポットを購入する段階を含み、前記メディア購買規則
が、注文用フォーマット及び注文を提出する方式を含む、
ことを特徴とする請求項１３７に記載の方法。
【請求項１５６】
　前記注文用フォーマットが、流れるスポット、スポットを流す時間、及びスケジュール
を含み、前記注文を提出する方式が電子メールを含む、
ことを特徴とする請求項１３７に記載の方法。
【請求項１５７】
　ラジオ広告主にラジオメディアプランを提供するためのシステムであって、
　複数のラジオメディアプロパティの料金表のデータベースと、
　それぞれの人口動態に対する前記ラジオメディアプロパティのパフォーマンスに関する
情報のデータベースと、
　前記広告主によってターゲットされる少なくとも１つのオーディエンスに関する情報を
ラジオ広告主に指示するインターフェースと、
　前記料金表、パフォーマンスに関する情報、前記人口動態、及び前記予算に基づいて、
ラジオメディアプランを生成する論理回路と、
　前記プランを購入のために前記ラジオ広告主に提示するインターフェースと、
を含むシステム。
【請求項１５８】
　ラジオ広告主にメディアプランを提供する方法であって、
　前記ラジオ広告主からロケーションデータを受け取り、前記ロケーション情報とロケー
ション情報を関連付けるデータベースとに基づいて、利用可能な市場を決定する段階と、
　前記ラジオ広告主から市場選択対象を受け取り、ラジオメディアプロパティの料金表を
含むデータベースに基づいて、実行可能なラジオメディアプロパティを決定する段階と、
　ビジネスカテゴリー又は人口動態の選択対象を受け取り、カテゴリーマッチングを行な
って、カスタムラジオネットワーク階層を決定する段階と、
　キャンペーンパラメータを受け取り、前記キャンペーンパラメータに基づいてラジオメ
ディアプランを生成する段階と、
を含む方法。
【請求項１５９】
　ネットワーク、スポットの数、時間帯、スケジュール、ロケーション、到達率、頻度、
及びコストをコンピュータプログラムにおいて評価し、メディア購買規則データベースの
規則に基づいてプランを決定する段階を含む、
ことを特徴とする請求項１５８に記載の方法。
【請求項１６０】
　前記キャンペーンパラメータが、予算、メディア目標、及びメディアスケジュールを含
む、
ことを特徴とする請求項１５８に記載の方法。
【請求項１６１】
　前記ラジオ広告主用データベース内に前記メディアプランを記憶する段階と、
　セーブされたプランのリストを前記ラジオ広告主がビューできるようにする段階と、
　前記ラジオ広告主によって選択されたプランを表示する段階と、
を含む、
ことを特徴とする請求項１５８に記載の方法。
【請求項１６２】
　利用可能なラジオネットワークを連続的にチェックし、予算がなくなるまで残りの利用
可能な予算を決定する段階、及び予算が利用可能である場合には前記プラン内に前記ラジ
オネットワークを含める段階を含む、
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ことを特徴とする請求項１５８に記載の方法。
【請求項１６３】
　カスタマイズされたラジオコマーシャルを提供する方法であって、
　ラジオコマーシャル用のメディアオブジェクトのセットを定義する、前記ラジオコマー
シャルの少なくとも構成要素のテンプレートのセットを記憶する段階と、
　コンピュータネットワークを通じてラジオ広告主に関する情報を受け取る段階と、
　前記ラジオ広告主に関する前記情報に基づいて、ラジオコマーシャルの少なくとも構成
要素のテンプレートのセットのサブセットのリストを前記コンピュータネットワークを通
じて前記ラジオ広告主に提示する段階と、
　前記テンプレートのセットのサブセットのリストからのテンプレートの選択対象を前記
ラジオ広告主から受け取る段階と、
　前記ラジオ広告主からのカスタム情報なしに前記ラジオ広告主が選択したテンプレート
を再生する段階と、
　前記選択されたテンプレートに基づいてカスタマイズされたラジオコマーシャルを作成
するために入力を提供するよう前記ラジオ広告主に指示する段階と、
　前記選択されたテンプレートと前記ラジオ広告主によって提供された前記入力とからカ
スタマイズされたラジオコマーシャルを作成する段階と、
を含む方法。
【請求項１６４】
　カスタマイズされたラジオ広告を提供するためのメディアシステムであって、
　ラジオ広告テンプレートで使用するメディアオブジェクトのセットを含むメディアオブ
ジェクトデータベースと、
　前記テンプレートに対応するラジオ広告におけるそれぞれのメディアオブジェクトの編
成を表わす情報を含むラジオ広告テンプレートのセットを含むテンプレートデータベース
と、
を含み、
コンテンツ用にフォーマット化されるそれぞれのメディアオブジェクトの編成を表わす前
記情報の一部分内に、前記テンプレートの使用に関する命令と共にメタデータが記憶され
、
前記メディアシステムが更に、
　前記テンプレートに関連する前記メディアオブジェクトデータベースからのメディアオ
ブジェクトを含む、カスタマイズされたラジオ広告を作成する論理回路を含み、
前記カスタマイズされたラジオ広告が、テンプレートと、該テンプレートの使用に関する
命令を備えた前記メタデータとに基づく、
ことを特徴とするメディアシステム。
【請求項１６５】
　オンライン広告主のためのオンラインメディアプランを生成するコンピュータ化された
方法であって、
　複数のオンラインメディアプロパティの広告レートに関する情報を記憶する段階と、
　前記オンラインメディアプロパティによって到達されるオンラインオーディエンスに関
する情報を記憶する段階と、
　前記オンライン広告主に関する情報を記憶する段階と、
　前記広告レート、オンラインオーディエンスに関する情報、前記オンライン広告主に関
する情報に基づいて、オンライン広告のためのメディアプランを生成する段階と、
　前記メディアプランを購入のために前記オンライン広告主に提示する段階と、
を含むコンピュータ化された方法。
【請求項１６６】
　前記オンライン広告が、ウェブサイト上に配置される広告を含む、
ことを特徴とする請求項９８に記載の方法。
【請求項１６７】
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　前記オンライン広告が、電子メールによって送られる広告を含む、
ことを特徴とする請求項９８に記載の方法。
【請求項１６８】
　前記オンライン広告がリッチメディア広告を含む、
ことを特徴とする請求項９８に記載の方法。
【請求項１６９】
　前記オンライン広告がクリックスルー広告を含む、
ことを特徴とする請求項９８に記載の方法。
【請求項１７０】
　前記メディアプランが、前記オンライン広告を流す少なくとも１つのウェブサイトを含
む、
ことを特徴とする請求項９８に記載の方法。
【請求項１７１】
　前記メディアプランが、前記オンライン広告が送られる電子メールアドレスの識別を含
む、
ことを特徴とする請求項９８に記載の方法。
【請求項１７２】
　前記メディアプランが、前記オンライン広告を流す日付のリストを含む、
ことを特徴とする請求項９８に記載の方法。
【請求項１７３】
　電子メール及びウェブサイトを含むオンライン広告の複数のチャンネルに関する情報を
記憶し、前記記憶された情報に基づいて前記メディアプランを生成する段階を含む、
ことを特徴とする請求項９８に記載の方法。
【請求項１７４】
　前記オンライン広告の形式のための測定情報を記憶し、この測定情報に基づいて前記メ
ディアプランを生成する段階を含む、
ことを特徴とする請求項９８に記載の方法。
【請求項１７５】
　広告の電子メール、バナー、リッチメディア、及びポップアップ形式を含む前記メディ
アプランを生成する段階を含む、
ことを特徴とする請求項９８に記載の方法。
【請求項１７６】
　指定予算内で広告の要求数を購入できるようにするターゲット人口動態に到達するオン
ライン広告の形式を選択する段階を含む、
ことを特徴とする請求項９８に記載の方法。
【請求項１７７】
　前記オーディエンスに関する情報が、人口動態情報を含む、
ことを特徴とする請求項９８に記載の方法。
【請求項１７８】
　オーディエンスの関心のあるレジャー、利用している技術、ブランドの好み、及び種々
の製品及びサービスへの支出額の組合せを含む前記オーディエンス情報に基づいて前記オ
ンラインメディアプランを生成する段階を含む、
ことを特徴とする請求項９８に記載の方法。
【請求項１７９】
　前記メディアプランの少なくとも一部をオンラインメディアプロパティに送る段階を含
む、
ことを特徴とする請求項９８に記載の方法。
【請求項１８０】
　各人口動態に対するそれぞれのオーディエンス情報を合計して人口動態の総数で除算す
ることによってオンラインメディアプロパティをランク付けし、前記人口動態が選択され



(21) JP 2009-521014 A 2009.5.28

10

20

30

40

50

ていない場合には前記オーディエンス情報によってオンラインネットワークをランク付け
する段階を含む、
ことを特徴とする請求項９８に記載の方法。
【請求項１８１】
　前記広告主所有のウェブサイトでの前記オンライン広告の有効性を測定する段階を含む
、
ことを特徴とする請求項９８に記載の方法。
【請求項１８２】
　前記広告主所有のウェブサイトでの前記オンライン広告の有効性を測定する段階が、前
記広告主所有のウェブサイトのビジターの数を測定する段階を含む、
ことを特徴とする請求項９８に記載の方法。
【請求項１８３】
　前記広告主所有のウェブサイトでの前記オンライン広告の有効性を測定する段階が、ビ
ューワが広告のリンクをクリックすることにより前記広告主が達成するトランザクション
を測定する段階を含む、
ことを特徴とする請求項９８に記載の方法。
【請求項１８４】
　オンライン広告主にオンラインメディアプランを提供するためのシステムであって、
　複数のオンラインメディアプロパティのレート情報のデータベースと、
　それぞれの人口動態に対する前記オンラインメディアプロパティのパフォーマンスに関
する情報のデータベースと、
　前記広告主によってターゲットされる少なくとも１つのオーディエンスに関する情報を
オンライン広告主に指示するインターフェースと、
　料金表、パフォーマンスに関する情報、前記人口動態、及び予算に基づいて、オンライ
ンメディアプランを生成する論理回路と、
　前記プランを購入のために前記オンライン広告主に提示するインターフェースと、
を含むシステム。
【請求項１８５】
　前記インターフェースが、前記オンライン広告主から予算を取得する、
ことを特徴とする請求項１８４に記載のシステム。
【請求項１８６】
　オンライン広告主にメディアプランを提供する方法であって、
　前記オンライン広告主からロケーションデータを受け取り、前記ロケーション情報と該
ロケーション情報を関連付けるデータベースとに基づいて、利用可能な市場を決定する段
階と、
　前記オンライン広告主から市場選択対象を受け取り、オンラインメディアプロパティの
レート情報を含むデータベースに基づいて、実行可能なオンラインメディアプロパティを
決定する段階と、
　ビジネスカテゴリー又は人口動態の選択対象を受け取り、カテゴリーマッチングを行な
って、カスタムオンラインネットワーク階層を決定する段階と、
　キャンペーンパラメータを受け取り、前記キャンペーンパラメータに基づいてオンライ
ンメディアプランを生成する段階と、
を含む方法。
【請求項１８７】
　前記キャンペーンパラメータが、予算、メディア目標、及びメディアスケジュールを含
む、
ことを特徴とする請求項２９に記載の方法。
【請求項１８８】
　前記オンライン広告主のための前記メディアプランをデータベース内に記憶する段階と
、



(22) JP 2009-521014 A 2009.5.28

10

20

30

40

50

　セーブされたプランのリストを前記オンライン広告主がビューできるようにする段階と
、
　前記オンライン広告主によって選択されたプランを表示する段階と、
を含む、
ことを特徴とする請求項２９に記載の方法。
【請求項１８９】
　利用可能なオンラインネットワークを連続的にチェックし、予算がなくなるまで利用可
能な残りの予算を決定し、予算が利用可能である場合には前記オンラインネットワークを
前記プラン内に含める段階を含む、
ことを特徴とする請求項２９に記載の方法。
【請求項１９０】
　印刷広告主のための印刷メディアプランを生成するコンピュータ化された方法であって
、
　複数の印刷メディアプロパティの広告レートに関する情報を記憶する段階と、
　前記印刷メディアプロパティによって到達される印刷オーディエンスに関する情報を記
憶する段階と、
　前記印刷広告主に関する情報を記憶する段階と、
　前記広告レート、印刷オーディエンスに関する情報、前記印刷広告主に関する前記情報
に基づいて、印刷広告のためのメディアプランを生成する段階と、
　前記メディアプランを購入のために前記印刷広告主に提示する段階と、
を含む方法。
【請求項１９１】
　前記印刷広告が、雑誌に配置される広告を含む、
ことを特徴とする請求項９８に記載の方法。
【請求項１９２】
　前記印刷広告が、新聞に配置される広告を含む、
ことを特徴とする請求項９８に記載の方法。
【請求項１９３】
　前記印刷広告が、電話帳に配置される広告を含む、
ことを特徴とする請求項９８に記載の方法。
【請求項１９４】
　前記印刷広告は、ダイレクトメールで提供される広告を含む、
ことを特徴とする請求項９８に記載の方法。
【請求項１９５】
　前記印刷プロパティが全国的刊行を含む、
ことを特徴とする請求項９８に記載の方法。
【請求項１９６】
　前記メディアプランが、前記印刷広告を掲載する日付のリストを含む、
ことを特徴とする請求項９８に記載の方法。
【請求項１９７】
　前記メディアプランが、広告を掲載する印刷刊行物、雑誌、新聞、及びダイレクトメー
ルのリストを含む、
ことを特徴とする請求項９８に記載の方法。
【請求項１９８】
　前記メディアプランが、前記プランにおける広告を掲載する号数及び巻数並びに発行数
を含む、
ことを特徴とする請求項９８に記載の方法。
【請求項１９９】
　指定予算内で広告の要求数を購入できるようにするターゲット人口動態に到達する印刷
広告の形式を選択する段階を含む、
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ことを特徴とする請求項９８に記載の方法。
【請求項２００】
　読者の関心のあるレジャー、利用している技術、ブランドの好み、種々の製品及びサー
ビスへの支出額の組合せを含む前記オーディエンス情報に基づいて、前記印刷メディアプ
ランを生成する段階を含む、
ことを特徴とする請求項９８に記載の方法。
【請求項２０１】
　前記メディアプランの少なくとも一部を印刷メディアプロパティに送る段階を含む、
ことを特徴とする請求項９８に記載の方法。
【請求項２０２】
　各実行動態に対するそれぞれのオーディエンス情報を合計して人口動態の総数で除算す
ることによって印刷メディアプロパティをランク付けし、人口動態が選択されていない場
合には前記オーディエンス情報によって印刷ネットワークをランク付けする段階を含む、
ことを特徴とする請求項９８に記載の方法。
【請求項２０３】
　印刷広告主に印刷メディアプランを提供するためのシステムであって、
　複数の印刷メディアプロパティのレート情報のデータベースと、
　それぞれの人口動態に対する前記印刷メディアプロパティのパフォーマンスに関する情
報のデータベースと、
　前記広告主によってターゲットされる少なくとも１つのオーディエンスに関する情報を
印刷広告主に指示するインターフェースと、
　料金表、パフォーマンスに関する情報、前記人口動態、及び予算に基づいて、印刷メデ
ィアプランを生成する論理回路と、
　前記プランを購入のために前記印刷広告主に提示するインターフェースと、
を含むシステム。
【請求項２０４】
　前記インターフェースが、前記印刷広告主から予算を取得する、
ことを特徴とする請求項１８４に記載のシステム。
【請求項２０５】
　印刷広告主にメディアプランを提供する方法であって、
　前記印刷広告主からロケーションデータを受け取り、前記ロケーション情報と該ロケー
ション情報を関連付けるデータベースとに基づいて、利用可能な市場を決定する段階と、
　前記印刷広告主から市場選択対象を受け取り、印刷メディアプロパティのレート情報を
含むデータベースに基づいて、実行可能な印刷メディアプロパティを決定する段階と、
　ビジネスカテゴリー又は人口動態の選択を受け取り、カテゴリーマッチングを行なって
、カスタム印刷ネットワーク階層を決定する段階と、
　キャンペーンパラメータを受け取り、前記キャンペーンパラメータに基づいて印刷メデ
ィアプランを生成する段階と、
を含む方法。
【請求項２０６】
　前記キャンペーンパラメータが、予算、メディア目標、及びメディアスケジュールを含
む、
ことを特徴とする請求項２０５に記載の方法。
【請求項２０７】
　前記印刷広告主のための前記メディアプランをデータベースに記憶する段階と、
　前記印刷広告主がセーブされたプランのリストをビューできるようにする段階と、
　前記印刷広告主によって選択されたプランを表示する段階と、
を含む、
ことを特徴とする請求項２０５に記載の方法。
【請求項２０８】
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　家庭外広告主のための家庭外メディアプランを生成するコンピュータ化された方法であ
って、
　複数の家庭外メディアプロパティの広告レートに関する情報を記憶する段階と、
　前記家庭外メディアプロパティによって到達される家庭外オーディエンスに関する情報
を記憶する段階と、
　前記家庭外広告主に関する情報を記憶する段階と、
　前記広告レート、家庭外オーディエンスに関する情報、及び前記家庭外広告主に関する
情報に基づいて、家庭外広告のためのメディアプランを生成する段階と、
　前記メディアプランを購入のために前記家庭外広告主に提示する段階と、
を含む方法。
【請求項２０９】
　前記家庭外広告が広告板用の広告を含む、
ことを特徴とする請求項２０８に記載の方法。
【請求項２１０】
　前記家庭外広告がエレベータ用の広告を含む、
ことを特徴とする請求項９８に記載の方法。
【請求項２１１】
　前記家庭外広告が、交通機関の１つの形式用の広告を含む、
ことを特徴とする請求項９８に記載の方法。
【請求項２１２】
　前記家庭外広告が、バス用の広告を含む、
ことを特徴とする請求項９８に記載の方法。
【請求項２１３】
　前記メディアプランが、広告を流す場所のリストを含む、
ことを特徴とする請求項９８に記載の方法。
【請求項２１４】
　前記メディアプランが、前記プランにおける広告を流す日付を含む、
ことを特徴とする請求項９８に記載の方法。
【請求項２１５】
　指定予算内で広告の要求数を購入できるようにするターゲット人口動態に到達する家庭
外広告の形式を選択する段階を含む、
ことを特徴とする請求項９８に記載の方法。
【請求項２１６】
　オーディエンスの関心のあるレジャー、利用している技術、ブランドの好み、種々の製
品及びサービスへの支出額の組合せを含む前記オーディエンス情報に基づいて、前記家庭
外メディアプランを生成する段階を含む、
ことを特徴とする請求項９８に記載の方法。
【請求項２１７】
　前記メディアプランの少なくとも一部を家庭外メディアプロパティに送る段階を含む、
ことを特徴とする請求項９８に記載の方法。
【請求項２１８】
　家庭外広告主のための家庭外メディアプランを提供するためのシステムであって、
　複数の家庭外メディアプロパティのレート情報のデータベースと、
　それぞれの人口動態に対する前記家庭外メディアプロパティのパフォーマンスに関する
情報のデータベースと、
　前記広告主によってターゲットされる少なくとも１つのオーディエンスに関する情報を
家庭外広告主に指示するインターフェースと、
　料金表、パフォーマンスに関する情報、前記人口動態、及び予算に基づいて、家庭外メ
ディアプランを生成する論理回路と、
　前記プランを購入のために前記家庭外広告主に提示するインターフェースと、
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を含むシステム。
【請求項２１９】
　前記インターフェースが、前記家庭外広告主から予算を取得する、
ことを特徴とする請求項２１８、請求項１８４に記載のシステム。
【請求項２２０】
　家庭外広告主にメディアプランを提供する方法であって、
　前記家庭外広告主からロケーションデータを受け取り、前記ロケーション情報と該ロケ
ーション情報を関連付けるデータベースとに基づいて利用可能な市場を決定する段階と、
　前記家庭外広告主から市場選択対象を受け取り、家庭外メディアプロパティのレート情
報を含むデータベースに基づいて、実行可能な家庭外メディアプロパティを決定する段階
と、
　ビジネスカテゴリー又は人口動態の選択対象を受け取り、カテゴリーマッチングを行な
って、カスタム家庭外ネットワーク階層を決定する段階と、
　キャンペーンパラメータを受け取り、前記キャンペーンパラメータに基づいて家庭外メ
ディアプランを生成する段階と、
を含む方法。
【請求項２２１】
　前記キャンペーンパラメータが、予算、メディア目標、及びメディアスケジュールを含
む、
ことを特徴とする請求項２２０に記載の方法。
【請求項２２２】
　前記家庭外広告主のための前記メディアプランをデータベースに記憶する段階と、
　セーブされたプランのリストを前記家庭外広告主がビューできるようにする段階と、
　前記家庭外広告主によって選択されたプランを表示する段階と、
を含む、
ことを特徴とする請求項２２０に記載の方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本出願は、２００５年８月２６日に出願された米国暫定出願第６０／７１１，７７７号
、２００５年８月２６日に出願された６０／７１１，８３３号、２００５年８月２６日に
出願された６０／７１１，７１７号、２００５年８月２６日に出願された６０／７１１，
８２０号、２００５年８月２６日に出願された６０／７１１，８２１号、２００５年８月
２６日に出願された６０／７１１，７１９号、及び２００５年８月２６日に出願された６
０／７１１，７７４号の利益を請求し、これらの各々は全体が引用により本明細書に組み
込まれる。
【０００２】
（関連出願の相互参照）
　本明細書において言及される全ての刊行物及び特許出願は、各個々の刊行物又は特許出
願が引用により組み込まれるように具体的且つ個々に示されるのと同程度に引用により本
明細書に組み込まれる。
【０００３】
　本出願は、その各々が引用により本明細書に組み込まれる以下の同時係属出願に関する
。
　本出願と同時出願の発明者Ｎｉｃｈｏｌａｓ　Ａ．Ｇｒｏｕｆ、Ｌｕｃｙ　Ａｎｎ　Ｌ
ｉｅｂｅｒｍａｎ、Ｍａｘ　Ｍｅｔｒａｌ、Ｓｖｅｉｎ　Ｒｏｒｖｉｋ、Ｄａｖｉｄ　Ｗ
ａｘｍａｎ、及びＪｏｈｎ　Ｈａｓｔｉｎｇｓ　Ｇｒａｎｂｅｒｙによる「Ｓｙｓｔｅｍ
ｓ　ａｎｄ　Ｍｅｔｈｏｄｓ　Ｆｏｒ　Ｍｅｄｉａ　Ｐｌａｎｎｉｎｇ，　Ａｄ　Ｐｒｏ
ｄｕｃｔｉｏｎ，　ａｎｄ　Ａｄ　Ｐｌａｃｅｍｅｎｔ」の米国出願第＿＿（代理人整理
番号３１９４４．７０１．２０１）；本出願と同時出願の発明者Ｎｉｃｈｏｌａｓ　Ａ．
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Ｇｒｏｕｆ、Ｌｕｃｙ　Ａｎｎ　Ｌｉｅｂｅｒｍａｎ、Ｍａｘ　Ｍｅｔｒａｌ、Ｓｖｅｉ
ｎ　Ｒｏｒｖｉｋ、Ｄａｖｉｄ　Ｗａｘｍａｎ、及びＪｏｈｎ　Ｈａｓｔｉｎｇｓ　Ｇｒ
ａｎｂｅｒｙによって発明された「Ｓｙｓｔｅｍｓ　ａｎｄ　Ｍｅｔｈｏｄｓ　Ｆｏｒ　
Ｃｏｎｔｅｎｔ　Ｃｕｓｔｏｍｉｚａｔｉｏｎ」に対する米国出願第＿＿（代理人整理番
号３１９４４．７０１．２０２）；本出願と同時出願の発明者Ｎｉｃｈｏｌａｓ　Ａ．Ｇ
ｒｏｕｆ、Ｌｕｃｙ　Ａｎｎ　Ｌｉｅｂｅｒｍａｎ、Ｍａｘ　Ｍｅｔｒａｌ、Ｓｖｅｉｎ
　Ｒｏｒｖｉｋ、Ｄａｖｉｄ　Ｗａｘｍａｎ、及びＪｏｈｎ　Ｈａｓｔｉｎｇｓ　Ｇｒａ
ｎｂｅｒｙによって発明された「Ｓｙｓｔｅｍｓ　ａｎｄ　Ｍｅｔｈｏｄｓ　Ｆｏｒ　Ｍ
ｅｄｉａ　Ｐｌａｎｎｉｎｇ，　Ａｄ　Ｐｒｏｄｕｃｔｉｏｎ，　ａｎｄ　Ａｄ　Ｐｌａ
ｃｅｍｅｎｔ　Ｆｏｒ　Ｔｅｌｅｖｉｓｉｏｎ」に対する米国出願第＿＿（代理人整理番
号３１９４４．７０１．２０３）；本出願と同時出願の発明者Ｎｉｃｈｏｌａｓ　Ａ．Ｇ
ｒｏｕｆ、Ｌｕｃｙ　Ａｎｎ　Ｌｉｅｂｅｒｍａｎ、Ｍａｘ　Ｍｅｔｒａｌ、Ｓｖｅｉｎ
　Ｒｏｒｖｉｋ、Ｄａｖｉｄ　Ｗａｘｍａｎ、及びＪｏｈｎ　Ｈａｓｔｉｎｇｓ　Ｇｒａ
ｎｂｅｒｙによって発明された「Ｓｙｓｔｅｍｓ　ａｎｄ　Ｍｅｔｈｏｄｓ　Ｆｏｒ　Ｍ
ｅｄｉａ　Ｐｌａｎｎｉｎｇ，　Ａｄ　Ｐｒｏｄｕｃｔｉｏｎ，　ａｎｄ　Ａｄ　Ｐｌａ
ｃｅｍｅｎｔ　Ｆｏｒ　Ｒａｄｉｏ」に対する米国出願第＿＿（代理人整理番号３１９４
４．７０１．２０４）；本出願と同時出願の発明者Ｎｉｃｈｏｌａｓ　Ａ．Ｇｒｏｕｆ、
Ｌｕｃｙ　Ａｎｎ　Ｌｉｅｂｅｒｍａｎ、Ｍａｘ　Ｍｅｔｒａｌ、Ｓｖｅｉｎ　Ｒｏｒｖ
ｉｋ、Ｄａｖｉｄ　Ｗａｘｍａｎ、及びＪｏｈｎ　Ｈａｓｔｉｎｇｓ　Ｇｒａｎｂｅｒｙ
によって発明された「Ｓｙｓｔｅｍｓ　ａｎｄ　Ｍｅｔｈｏｄｓ　Ｆｏｒ　Ｍｅｄｉａ　
Ｐｌａｎｎｉｎｇ，　Ａｄ　Ｐｒｏｄｕｃｔｉｏｎ，　ａｎｄ　Ａｄ　Ｐｌａｃｅｍｅｎ
ｔ　Ｆｏｒ　Ｉｎｔｅｒｎｅｔ」に対する米国出願第＿＿（代理人整理番号３１９４４．
７０１．２０５）；本出願と同時出願の発明者Ｎｉｃｈｏｌａｓ　Ａ．Ｇｒｏｕｆ、Ｌｕ
ｃｙ　Ａｎｎ　Ｌｉｅｂｅｒｍａｎ、Ｍａｘ　Ｍｅｔｒａｌ、Ｓｖｅｉｎ　Ｒｏｒｖｉｋ
、Ｄａｖｉｄ　Ｗａｘｍａｎ、及びＪｏｈｎ　Ｈａｓｔｉｎｇｓ　Ｇｒａｎｂｅｒｙによ
って発明された「Ｍｅｄｉａ　Ｐｌａｎｎｉｎｇ，　Ａｄ　Ｐｒｏｄｕｃｔｉｏｎ，　ａ
ｎｄ　Ａｄ　Ｐｌａｃｅｍｅｎｔ　Ｆｏｒ　Ｐｒｉｎｔ」に対する米国出願第＿＿（代理
人整理番号３１９４４．７０１．２０６）；本出願と同時出願の発明者Ｎｉｃｈｏｌａｓ
　Ａ．Ｇｒｏｕｆ、Ｌｕｃｙ　Ａｎｎ　Ｌｉｅｂｅｒｍａｎ、Ｍａｘ　Ｍｅｔｒａｌ、Ｓ
ｖｅｉｎ　Ｒｏｒｖｉｋ、Ｄａｖｉｄ　Ｗａｘｍａｎ、及びＪｏｈｎ　Ｈａｓｔｉｎｇｓ
　Ｇｒａｎｂｅｒｙによって発明された「Ｍｅｄｉａ　Ｐｌａｎｎｉｎｇ，　Ａｄ　Ｐｒ
ｏｄｕｃｔｉｏｎ，　ａｎｄ　Ａｄ　Ｐｌａｃｅｍｅｎｔ　Ｆｏｒ　Ｏｕｔ－Ｏｆ－Ｈｏ
ｍｅ　Ｍｅｄｉａ」に対する米国出願第＿＿（代理人整理番号３１９４４．７０１．２０
７）。
【背景技術】
【０００４】
　広告キャンペーンの開発及び広告の製作は、広告代理店によってアドホックベースで行
なわれることが多く、高価で時間がかかる場合がある。
【０００５】
　種々のアプリケーション用のコンテンツに対する要望がある。それぞれのユーザに対し
てコンテンツを製作すると高価になる可能性がある。
【発明の開示】
【０００６】
　本発明の種々の実施形態は、広告主用にメディアプランを適切に開発するためのシステ
ム又は方法、並びにこのようなメディアプランの一部として配置できるカスタマイズされ
た広告を提供する。本発明の他の実施形態は、ユーザ入力に基づいてカスタマイズされた
コンテンツを作成するシステム又は方法を提供する。カスタマイズされたコンテンツは、
広告或いは他の用途で用いることができる。
【０００７】
　本発明の種々の実施形態は、ユーザ入力に基づいてカスタマイズされたコンテンツを作
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成するシステム又は方法を提供する。カスタマイズされたコンテンツは、広告又は他の用
途で用いることができる。
【０００８】
　本発明の種々の実施形態は、広告主用にメディアプランを適切に開発するためのシステ
ム又は方法、並びにこのようなメディアプランの一部として配置できるカスタマイズされ
たテレビコマーシャル又は他の広告を提供する。本発明の他の実施形態は、ユーザ入力に
基づいてカスタマイズされたコメントを作成するシステム又は方法を提供する。カスタマ
イズされたコンテンツは、広告又は他の用途で用いることができる。
【０００９】
　本発明の種々の実施形態は、ラジオ広告主のためにメディアプランを適切に開発するた
めのシステム又は方法、並びにこのようなメディアプランの一部として配置できるカスタ
マイズされたラジオコマーシャルを提供する。本発明の他の実施形態は、ユーザ入力に基
づいてカスタマイズされたラジオコンテンツを作成するシステム又は方法を提供する。カ
スタマイズされたコンテンツは、広告又は他の用途で用いることができる。
【００１０】
　本発明の種々の実施形態は、インターネット広告主のために適切にメディアプランを開
発するためのシステム又は方法、並びにこのようなメディアプランの一部として配置でき
るカスタマイズされたインターネット広告を提供する。本発明の他の実施形態は、ユーザ
入力に基づいてカスタマイズされたインターネットコンテンツを作成するシステム又は方
法を提供する。カスタマイズされたコンテンツは、広告又は他の用途で用いることができ
る。
【００１１】
　本発明の種々の実施形態は、印刷広告主のために適切にメディアプランを開発するため
のシステム又は方法、並びにこのようなメディアプランの一部として配置できるカスタマ
イズされた印刷広告を提供する。本発明の他の実施形態は、ユーザ入力に基づいてカスタ
マイズされた印刷コンテンツを作成するシステム又は方法を提供する。カスタマイズされ
たコンテンツは、広告又は他の用途で用いることができる。
【００１２】
　本発明の種々の実施形態は、家庭外メディア広告主のために適切にメディアプランを開
発するためのシステム又は方法、並びにこのようなメディアプランの一部として配置でき
るカスタマイズされた家庭外メディア広告を提供する。本発明の他の実施形態は、ユーザ
入力に基づいてカスタマイズされた家庭外メディアコンテンツを作成するシステム又は方
法を提供する。カスタマイズされたコンテンツは、広告又は他の用途で用いることができ
る。
【００１３】
　本発明の特徴及び利点のより深い理解は、例示的な実施形態を記載した以下の詳細な説
明を参照することによって得られるであろう。
【００１４】
　本要約は、本開示に関する例証的な情報を提供し、特許請求される本発明を限定するも
のではない。
【発明を実施するための最良の形態】
【００１５】
　本明細書では本発明の好ましい実施形態を図示し説明しているが、このような実施形態
が単に例証として提供される点は当業者には明らかであろう。本発明から逸脱することな
く多くの変形、変更、及び置き換えが当業者には想起されるであろう。本発明を実施する
際には、本明細書で説明された本発明の実施形態に対する種々の代替形態を用いることが
できることを理解されたい。添付の請求項は本発明の範囲を定義し、これらの請求項及び
その均等物の範囲内にある方法及び構造がこれによって保護されるものとする。
【００１６】
　種々の実施形態によれば、本明細書で説明される広告は、テレビコマーシャル（地上放
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送、ケーブル、衛星、閉回路システム又は他の送信もしくは視聴を含む）及び／又はラジ
オコマーシャル（地上、短波、長波、衛星配信、又は無線送信の他のいずれかのモードも
しくは方法を介した配信）を含むことができるコマーシャル；ウェブサイト、リッチメデ
ィアアプリケーション、電子メール、及びバナー広告を含む種々の形式又はフォーマット
のいずれか又はいずれかの組合せでインターネット上で又はインターネットを介した配信
用の広告；例えば、雑誌、新聞、新聞配布雑誌、電話帳及び／又はダイレクトメールのい
ずれか又はいずれかの組合せで発行されることになる印刷物広告；広告板、劇場、映画館
、レストラン及びバー、エレベータ、交通機関、及び家庭外広告を配置する他のスペース
のいずれか又はいずれかの組合せを含む種々の場所に出稿される家庭外広告；のいずれか
を個々に或いはいずれかの組合せで含む。
【００１７】
　図１は、本発明の実施形態によるシステムを示す論理ブロック図であり、広告主がメデ
ィアプランを開発及び購入し、このようなメディアプランの一部として配置するためのカ
スタマイズされた広告を作成し購入することができる１つ又はそれ以上のクライアントコ
ンピュータＲを含む。
【００１８】
　クライアントコンピュータＲは、マイクロソフトインターネットエクスプローラなどの
ウェブブラウザ、又はウェブページ（Ａ、Ｋ、Ｌ、及びＭ）を表示するための他のクライ
アントソフトウェア、或いはサーバと対話するための他のインターフェースを含むことが
できる。クライアントコンピュータは、インターネットＢなどのネットワーク、或いはロ
ーカルエリアネットワーク（ＬＡＮ）又はイントラネットなどの他のいずれかのネットワ
ークを経てウェブサーバＣと通信する。図１では、別個のアイテムとして幾つかの要素（
Ｄ、Ｅ、Ｆ、Ｇ、Ｈ、Ｉ、Ｊ、Ｎ、Ｑ、及びＳ）を示しているが、これらのアイテムは全
て、ウェブサーバシステムＣの一部とすることができ、或いは他のコンピュータ及び記憶
システムにわたって分散させ、ローカルエリアネットワーク（ＬＡＮ）又は他のネットワ
ークを経てウェブサーバＣがアクセスすることができることは理解されるであろう。これ
らの要素は、ウェブサーバＣによって実行されるソフトウェア命令を含むコンピュータプ
ログラムＤ、データベース（Ｅ、Ｆ、Ｇ、Ｈ、Ｉ、Ｊ、及びＱ）、ファックス又はプリン
タもしくは他の周辺通信デバイスＮ、及びＨＴＭＬ文書Ｓを含む。
【００１９】
　以下は、メディアプランを開発及び購入し、広告をカスタマイズ及び購入し、更にメデ
ィアプランに従って広告を出稿するための図１のシステムと接続して使用される例示的な
方法である。ウェブサーバは、広告主など、クライアントコンピュータを使用する顧客向
けのインターフェースとして機能するウェブサイトを提供する。ウェブページは、ウェブ
サーバに接続された記憶装置上のＨＴＭＬ文書ＳのディレクトリからウェブサーバＣによ
ってサービスされる。広告主は、ウェブページＡからインターネットＢを介してウェブサ
ーバＣにメディアプランの要求を提出する。ウェブサーバは、コンピュータプログラムＤ
に要求を提出し、メディアプランを作成する。
【００２０】
　メディアプランは、広告主による業種選択又はターゲット人口動態の直接選択、並びに
広告主によって提供されるプラン目標、継続期間、及び予算情報に基づいて、ある人口動
態をターゲットとする広告を出稿するプランとすることができる。
【００２１】
　広告及びプランは、テレビ、ラジオ、インターネット、印刷物、家庭外、その他のよう
な、本明細書で説明されるそれぞれのメディアの形式を取ることができる。１つの実施形
態では、システムがそれぞれの異なるメディアで別個にインベントリを追跡し、それぞれ
のメディアプランのパフォーマンスを最適化するためにメディアの理想的なパフォーマン
スを決定する際にそれぞれのメディアに関する情報を使用する。本発明の１つの実施形態
では、システムは、最適なメディアプランを生成するときにオーディエンス情報及びそれ
ぞれのメディアに関する情報を考慮する。例えば、本発明の１つの実施形態によれば、本
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システムは、ユーザのそれぞれのターゲット市場のための異なるそれぞれのメディアにお
ける実施可能なパフォーマンスを比較し、それぞれのターゲット市場に対してより良好に
機能するメディアを使用するメディアプランを生成する。
【００２２】
　メディアプランは、種々の実施形態において、あらゆる局（テレビ及び／又はラジオ局
）のリスト、刊行物、場所、広告のインターネットモード、広告を流す日付、広告を流す
時間帯、広告レート、広告を流す市場、スケジュールのタイプ（例えば、掲載のスケジュ
ール又は固定）、メディアプランの各部分に対する放送の数及び総コストをそれぞれのメ
ディアに応じて種々の組合せで含む。
【００２３】
　コンピュータプログラムは、メディア配置データベースＥ、メディア購買規則データベ
ースＦ、及び広告主情報データベースＧからのデータを使用して、メディアプランを生成
する。例えばデータベースは、オーディエンス情報と、ＭＳＯによって提供されるチャン
ネル、価格設定層、及び各チャンネルにおいてその日のうちの種々の部分（タイムスロッ
ト）の間にチャンネル上に広告を流すコストを定めた料金表とを含む、指定市場エリア（
ＤＭＡ）、地域、ゾーン、及び／又はヘッドエンドにおける複数システムオペレータ（Ｍ
ＳＯ）に関する情報を記憶することができる。種々の実施形態によれば、オーディエンス
情報は、視聴率（例えば、ニールセン視聴率）、並びに人口動態、ライフスタイル、ブラ
ンド／ユーザボリューム情報及びプロファイル（例えば、メディアマークリサーチ社「Ｍ
ＲＩ」などのソースからのデータ）のような他のオーディエンス情報、オーディエンスの
関心のあるレジャー、利用している技術、ブランドの好み、種々の製品及びサービスへの
支出額、及び／又は種々の他のソース、サービス、又は入力（例えば米国人口調査データ
）から発生する他の人口動態データの１つ又はいずれかの組合せに関するデータのうちの
１つ又はいずれかの組合せを含む。本発明の幾つかの実施形態によれば、それぞれのオー
ディエンス情報は、人口動態カテゴリー（例えば年齢グループ、性別、世帯、その他）に
従ってカテゴリー化及び／又はそれぞれのチャンネルに使用される。例示的な実施形態で
は、コンピュータプログラムが、この情報と、メディアプランのユーザ指定目標に一致す
る１つ又はそれ以上のメディアに広告を提供する他のデータ（例えば、ターゲットの人口
動態に到達するためのコスト及び／又はポイントデータ当たりの価格）とに基づいてメデ
ィアプランを生成し、指定予算（レート情報、視聴率、及びオーディエンス情報に基づい
て）内でターゲットの人口動態に到達するメディア（例えば、テレビ、ラジオ、インター
ネット、印刷物、家庭外、又はその他）と、メディアの種々の属性（例えば、規定通りに
、チャンネル、１日の時間、場所など）とを選択する。それぞれのメディアの視聴率及び
／又は広告のタイプは、本発明の実施形態に従って価格ポイント（及び／又は予算）に従
って提供される。
【００２４】
　本発明の実施形態は、テレビ用のメディアプランの生成を目的とする。メディアプラン
は、テレビ局のリスト、広告を流す日付、広告を流す時間帯、広告レート、広告を流す市
場、スケジュールのタイプ（例えば流すスケジュール又は固定）、放送の数、及びメディ
アプランの各部分に対する総コストを含む。本発明の実施形態によれば、図１のシステム
は、テレビ用のメディアプランを開発及び購入し、テレビ広告をカスタマイズ及び購入し
、メディアプランに従って広告を出稿する。ウェブサーバは、クライアントコンピュータ
を使用するテレビ広告顧客のためのインターフェースとして機能するウェブサイトを提供
する。テレビ広告主は、ウェブページＡからインターネットＢを介してウェブサーバＣに
メディアプランの要求を提出する。ウェブサーバは、コンピュータプログラムＤに要求を
提出し、テレビ用のメディアプランを作成する。例示的な実施形態では、メディアプラン
は、広告主による業種選択又はターゲット人口動態の直接選択、並びに広告主によって提
供されるプラン目標、継続期間、及び予算情報に基づいて、ある人口動態をターゲットと
するコマーシャルをテレビに出稿するためのプランとすることができる。メディアプラン
は、テレビ局のリスト、広告を流す日付、広告を流す時間帯、広告当りのレート、広告を
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流す市場、スケジュールのタイプ（例えば、流すスケジュール又は固定）、放送の数、及
びメディアプランの各部分に対する総コストとすることができる。コンピュータプログラ
ムは、メディア配置データベースＥ、メディア購買規則データベースＦ、及び広告主情報
データベースＧからのデータを使用して、メディアプランを生成する。例えばデータベー
スは、指定市場エリア（ＤＭＡ）、地域、ゾーン、及び／又はヘッドエンドにおける複数
システムオペレータ（ＭＳＯ）に関する、種々の人口動態カテゴリー（例えば、年齢グル
ープ、性別、世帯、その他毎）内の各チャンネルに対する視聴率情報（例えばニールセン
視聴率）、及びＭＳＯによって提供されるチャンネルの層を指定する料金表、及び各チャ
ンネルにおいてその日のうちの種々の部分（タイムスロット）の間にこれらのチャンネル
上で広告を流すためのコストを含む情報を記憶することができる。例示的な実施形態では
、コンピュータプログラムは、この情報と、メディアプランのユーザ指定目標に一致した
スポットの数を提供する他のデータ（例えば、ターゲット人口動態に到達するためのコス
ト及び／又はポイントデータ当たりの価格）とに基づいてテレビ用のメディアプランを生
成し、指定予算（料金表情報、視聴率、及びオーディエンス情報に基づく）内でスポット
の要求数を購入できるようにするターゲット人口動態に到達するチャンネル及び時間帯を
選択する。
【００２５】
　本発明の実施形態は、シンジケーテッド・ナショナルプログラミング（ナショナルブロ
ードキャストＴＶに類似）又はスポットマーケットプログラミング（スポットマーケット
ブロードキャストＴＶに類似）としてＤＭＡ内の局、サービス、又はサードパーティによ
って販売されるラジオ広告（地上ラジオ及び加入者及び非加入者ベースの衛星ラジオ広告
を含む）への応用を含むことができる。実施形態は、地方又は全国的に販売されるシンジ
ケーテッドプログラミング、或いは地方で販売されるスポットマーケットプログラミング
において適用することができる。実施形態は、個々の局によって又は複数の局を販売する
会社を通じて購入された広告、更に曜日及び／又は時間帯に基づいて、及び／又は特定の
プログラミングに基づいていずれかの組合せで購入された広告に適用することができる。
１つの実施形態によれば、曜日及び時間帯の選択は、人口動態（例えば、年齢、性別、そ
の他）及び／又は広告主が到達したいと望む心理学的変数（例えば、ライフスタイル又は
関心のある好み）によって定義された特定のオーディエンスをターゲットとする。
【００２６】
　ラジオ広告に関する実施形態では、データベースは、種々の人口動態カテゴリー（例え
ば、年齢グループ、性別、世帯、その他毎）内の各チャンネルに対する視聴率情報（例え
ばサードパーティ測定サービス又はツールを用いる）と、及びラジオオペレータ又は局オ
ーナーから価格設定層及び１日の種々の部分（タイムスロット）の間にその無線局で広告
を流すためのコストを定める料金表とを含む、特定の地域、ゾーン、ヘッドエンド、又は
エリア毎に分類されたＤＭＡ毎のラジオ局に関する情報を記憶することができる。例示的
な実施形態では、コンピュータプログラムは、この情報と、メディアプランのユーザ指定
目標に一致したスポットの数を提供する他のデータ（例えば、ターゲット人口動態に到達
するためのコスト及び／又はポイントデータ当たりの価格）とに基づいてメディアプラン
を生成し、指定予算（レート情報、視聴率、及びオーディエンス情報に基づく）内で要求
スポットを購入できるようにするターゲット人口動態に到達するラジオ局を選択する。
【００２７】
　本発明の実施形態は、全国的に購入されたオンラインメディア、及び／又はＤＭＡ、地
域、及びゾーンタイプモデルに沿って地方で購入又はターゲットされたオンラインメディ
アへの適用を含むことができる。本発明の実施形態は、サイトのコンテンツに基づいて販
売されるオンライメディア広告への応用を含むことができ、広告主は、求める顧客に到達
するサイトを選択する。種々の実施形態によれば、オンラインメディアの価格設定は、広
告のタイプ（バナー、有料サーチ、リッチメディア）、広告のインプレッション数、広告
のクリックスルー、及び／又は事前に定められた動作を行うビューワに基づく。
【００２８】
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　インターネット広告に関する実施形態では、メディアプランは、広告が出稿されるウェ
ブサイト又はウェブサイトのリスト、或いは、広告が送信される電子メールアドレス、広
告がウェブ上にポストされるか又は電子メールリストに送られる日付、広告のタイプ（例
えば、リッチメディア、バナー広告、電子メール、サードパーティのウェブサイト上のス
トリーミングクリップ、ポップアップ広告、クリックスルー広告）に基づく広告レート、
広告を流す市場、広告を流すウェブサイト、広告を流す時間の長さ、所与の時間内に広告
が現れる頻度、放送の総数、及びメディアプランの各部分に対する総コストを含むことが
できる。コンピュータプログラムは、メディア配置データベースＥ、メディア購買規則デ
ータベースＦ、及び広告主情報データベースＧからのオンラインメディアに固有のデータ
を使用してメディアプランを生成する。例えばデータベースは、種々の人口動態カテゴリ
ー（例えば、年齢グループ、性別、世帯、その他毎）内の広告の各オンライン形式での測
定情報（例えば、サードパーティ測定サービス又はツールを利用する）、及び利用可能な
場合にその日の種々の部分（タイムスロット）間に広告のオンライン形式で広告を流す価
格設定及びコストを定めるレート情報を含む、全国的に機能する関心事として或いは特定
の地域、ゾーン、又はより小エリアによって分割されたＤＭＡ毎のウェブサイトに関する
情報を記憶することができる。データベースは、電子メールリスト及び他のウェブベース
のマーケティングソリューションを含む、オンライン広告の種々のチャンネルについての
他の情報を記憶することができる。例示的な実施形態では、コンピュータプログラムは、
この情報と、メディアプランのユーザ指定目標に一致するある数の広告を提供する他のデ
ータ（例えば、ターゲットの人口動態に到達するためのコスト及び／又はポイントデータ
当たりの価格）とに基づいてメディアプランを生成し、指定予算内（レート情報、視聴率
、及びオーディエンス情報に基づく）で広告の要求数を購入できるようにするターゲット
人口動態に到達する広告のオンライン形式（例えば、電子メール、バナー、リッチメディ
ア、ポップアップ、その他）を選択することになる。１つの実施形態によれば、選択は、
視聴率、オーディエンス情報、その他の種々の組合せを含む本明細書にリストされた要因
に基づく。
【００２９】
　本発明の実施形態は、サードパーティ測定ツールによるインターネットサイトについて
のオーディエンス測定（例えば、ユーザ及び人口動態の数）、或いは、ある実施形態にお
いてビューワが広告内のリンクをクリックすることにより広告主が達成できるビジター又
は販売及び／又は他のトランザクションの数によって広告主のウェブサイトでのインター
ネット広告の有効性を測定することを含む、他の測定を使用する段階を含む。
【００３０】
　印刷広告に関する実施形態では、メディアプランは、全国的に、地域的に、又は地方で
購入された印刷刊行物、電話帳、ダイレクトメール、及び広告が出稿されることになる印
刷物の他の形式のカテゴリーのうちの１つ或いはこれらのいずれかの組合せを含むことが
できる。１つの実施形態は、国内雑誌及び／又はより小さな地理において購入され及び／
又は限定的な地理内で流通されるこうした印刷メディア又は他の印刷メディアにおける印
刷広告の配置を含む。刊行物の流通、読者の人口動態、及び刊行物の内容に基づいて販売
される印刷広告のような、印刷広告を使用することができる。オーディエンス流通及び他
の刊行情報は、サードパーティ測定ツールにより達成される。
【００３１】
　印刷広告に関する実施形態では、メディアプランは、以下のカテゴリー或いは本明細書
で説明される以下のメディア又は他の印刷メディアのいずれかの組合せのうちの１つ、す
なわち地方又は地域的な流通及び／又は全国的刊行物を含む新聞（例えば、ＵＳＡ　Ｔｏ
ｄａｙ、Ｔｉｍｅ　Ｍａｇａｚｉｎｅ、その他）を含むことができる。実施形態は、雑誌
又は新聞内の配置、広告のサイズ、及びカラーの使用に基づいて販売される広告の使用を
含むことができる。実施形態は、サードパーティ測定ツールを介したオーディエンス流通
に関する情報及び他の刊行情報の使用を含むことができる。
【００３２】
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　メディアプランは、印刷刊行物、雑誌及び／又は新聞、電話帳、ダイレクトメール、及
び印刷の他の形式、広告が掲載される日付のリストを含むことができ、例えば、号数、巻
数、広告レート、広告が掲載される市場、広告が掲載される発行数、及びメディアプラン
の各部分に対する総コストを含む。コンピュータプログラムは、メディア配置データベー
スＥ、メディア購買規則データベースＦ、及び広告主情報データベースＧから印刷刊行物
に固有のデータを使用して、メディアプランを生成する。例えば、データベースは、種々
の人口動態カテゴリー（例えば、年齢グループ、性別、世帯、その他毎）内の各セグメン
トについてのオーディエンス情報（例えばサードパーティ測定サービス又はツールを用い
る）を含む、ニッチ、市場セグメント、又は特定の地域、ゾーン、もしくはより小さなエ
リアによって分割された地理毎の印刷刊行物に関する情報と、これらの雑誌又は新聞に広
告を載せるための価格設定層及びコストを定めるレート情報とを記憶することができる。
【００３３】
　家庭外メディア広告についての実施形態では、メディアプランは、全国的、地域的、又
は地方の家庭外メディア広告の何らかの構成を含むことができる。このような広告は、地
方メディア及び／又は広告板、交通機関の外側、店内及び他の場所への配置、ビデオ、空
中文字、その他を含むことができる。実施形態は、そのメディアに露出される個人の所与
の市場における表示、すなわちパーセントに基づいて、このような広告が販売されるプラ
ンを含むことができる。表示に関する情報は、サードパーティによって測定され提供され
る。この情報は、実施形態に従ってメディア配置データベースに統合することができる。
【００３４】
　家庭外メディア広告のメディアプランは、場所、広告を流す日付、場所当たりの広告レ
ート、広告を流す市場、及びメディアプランの各部分に対する総コストのリストとするこ
とができる。コンピュータプログラムは、メディア配置データベースＥ、メディア購買規
則データベースＦ、及び広告主情報データベースＧから家庭外メディアに固有のデータを
使用して、メディアプランを生成する。例えば、データベースは、ＤＭＡ毎の家庭外の場
所に関し、特定の地域、ゾーン、ヘッドエンド、又はエリアによって分割された情報を記
憶することができ、種々の人口動態カテゴリー（例えば、年齢グループ、性別、世帯、そ
の他毎）内の各場所に対する視聴率情報（例えば、サードパーティ測定サービス又はツー
ルを用いる）、及び種々の家庭外場所を定める料金表、並びにこれらの場所に広告をポス
トするコストを含む。例示的な実施形態では、コンピュータプログラムは、この情報と、
メディアプランのユーザ指定の目標に一致した広告の数を提供する他のデータ（例えば、
ターゲットの人口動態に到達するためのコスト及び／又はポイントデータ当たりの価格）
とに基づいてメディアプランを生成し、指定予算（レート情報、視聴率及びオーディエン
ス情報に基づく）内で広告の要求数を購入できるようにするターゲットの人口動態に到達
する場所を選択する。
【００３５】
　１つの実施形態によれば、広告主はまた、広告テンプレートデータベースＪから取り出
されるウェブページＬ上のテンプレートをブラウズして選択し、カスタマイゼーション情
報をカスタマイゼーションウェブページＭに入力することができ、或いはその独自の広告
（広告配置データベースＨにアップロードできる）を使用するオプションを選択すること
ができる。
【００３６】
　結果として得られるメディアプランは、広告配置データベースＨに記憶される。生成さ
れたメディアプランは、ウェブページＫを介して編集／承認のために広告主に表示される
。広告主は、メディアプランを編集、セーブ及び／又は購入することができる。
【００３７】
　承認されたメディアプラン及びカスタマイズされた広告は、Ｐで示されるような、放送
局、刊行物、ウェブサイト、或いは広告の表示場所又はディストリビュータなどの１つ又
は複数のメディアプロパティに（電子メール、ファックス、ウェブページ、又は他の手段
を介して）送られる。広告は、例えばデジタルで、或いはテープ（ＤｉｇｉＢｅｔａ、Ｂ
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ｅｔａ　ＳＰ、３／４インチ、又は他の形式）又は他のメディアを含むことができる何ら
かの他のメディアを介してメディア又は送信方法の１つ又はこれらの組合せで送ることが
できる。放送局、刊行物、ウェブサイト或いは広告の表示場所又はディストリビュータな
どのメディアプロパティは、メディアプランに従って完成した広告を再生及び／又は表示
しようとする。広告主は、広告主情報データベースＧのクレジットカード情報又は他の支
払い形式を使用することによって支払うことができる。完成した広告の各オブジェクトに
対する権利使用料情報は、資産／権利使用料データベースＩ内に記憶することができる。
コンピュータプログラムは、この情報を使用し、広告に使用されたビデオ、音楽、音響効
果、スチール、グラフィクス、テキスト、特殊効果、及び／又は他のメディアオブジェク
トのいずれか又はこれらの組合せに対して使用できる広告の権利使用料を自動的に計算し
支払うことができる。
【００３８】
　図２は、本発明の実施形態による、全体的に２００で示されるウェブサーバシステムの
アーキテクチャを示すブロック図である。図２の例示的な実施形態に示されるように、ウ
ェブサーバシステムは、Ｉｎｔｅｌ　Ｐｅｎｔｉｕｍ（商標）プロセッサ、ＡＭＤ　Ａｔ
ｈｌｏｎ（商標）プロセッサ又は他のプロセッサなどの命令を処理するためのプロセッサ
２０２を含むことができる。プロセッサ２０２は、プロセッサバス２０６によってチップ
セット２０４に接続されている。チップセット２０４は、メモリバス２１０によってラン
ダムアクセスメモリ（ＲＡＭ）２０８に接続され、プロセッサ２０２によりＲＡＭ２０８
へのアクセスを管理する。チップセットはまた、周辺バス２１２に接続されている。周辺
バスは、例えば、ＰＣＩ、ＰＣＩ－Ｘ、ＰＣＩ　Ｅｘｐｒｅｓｓ、又は他の周辺バスとす
ることができる。ウェブサーバシステム２００はまた、インターネットＢなどのネットワ
ークに対するネットワークインターフェースを提供するために周辺バスに接続された１つ
又はそれ以上のネットワークインターフェースカード（ＮＩＣ）２１４を含む。ディスク
アレイ又は他の不揮発性記憶装置などの外部記憶装置２１６も周辺バス２１２に接続され
ている。
【００３９】
　ソフトウェアＤ、データベース２１８、及びＨＴＭＬ文書Ｓは、外部記憶装置２１６又
は他のコンピュータ可読媒体内に記憶され、プロセッサが使用するためにＲＡＭ２０８に
ロードすることができる。データベース２１８からのデータの部分は、ソフトウェアＤに
従って、プロセッサ２０２による操作のためにメモリ２０８又は他のコンピュータ可読媒
体内のデータ構造２２０にロードされる。ウェブサーバ２００は、Ｍｉｃｒｏｓｏｆｔ　
ＷｉｎｄｏｗｓＮＴ、Ｌｉｎｕｘ又は他のオペレーティングシステムなどのシステムリソ
ースを管理するためのオペレーティングシステム、並びにＨＴＭＬサーバ、メディアプラ
ン生成アプリケーション、及び広告テンプレートカスタマイゼーションアプリケーション
を実施するためにオペレーティングシステムのトップで動作するアプリケーションソフト
ウェアを含む。２２２に示されるように、データベースは、情報を問合せ且つ検索できる
ようにする相互参照又は互いへのリンクを含むことができる。例示的な実施形態では、デ
ータベースはリレーショナルデータベースとすることができ、標準照会言語（ＳＱＬ）又
は他のメカニズムを使用して問合せることができる。
【００４０】
　図３は、本発明の実施形態と共に使用できる例示的なデータベーススキーマである。図
３は、データベース２１８内に記憶されているデータに対するサンプルテーブル及びデー
タエントリ、並びに種々のテーブル間のリンクを示す。テーブルの左のグループは、チャ
ンネル／スポットデータ３０２を記憶し、テーブルの中央のグループは、メディアプラン
データ３０４を記憶し、テーブルの右のグループは、広告／映像データ３０６を記憶する
。
【００４１】
　図４は、４０６においてメディアプランを選択して購入する例示的なフローチャート、
４０８に本方法で使用されるデータベース、及び４１０で本方法の各ステップに対する入



(34) JP 2009-521014 A 2009.5.28

10

20

30

40

50

力／出力に関する情報を示している。図５は、メディアプランを選択し購入するための方
法のより詳細なフローチャートを示す（更に、カスタマイズされた広告を生成し購入する
ステップを含む）。図６－１４は、図４及び５に示すメディアプランを選択し購入する方
法に関連したクライアントコンピュータＲ上に表示することができるウェブページの例示
的なスクリーンショットを示す。次に、メディアプランを選択し購入する例示的な方法に
ついてこれらの図を参照しながら説明する。
【００４２】
　図４のステップ４０１及び図５のステップ５０１に示されるように、ユーザは、ユーザ
が広告を出したい場所を最初に尋ねられる。この情報を要求する例示的なウェブページが
図６に示されている。図６に示されるように、ユーザは、都市、州及び／又は国（６０２
を参照）或いは郵便番号（又は国コード）（６０４を参照）の種々の組合せの形式とする
ことができるロケーション情報によってロケーションを指定することができる。次いで、
ウェブサーバシステム２００上のコンピュータプログラムＤ（図１及び２を参照）は、こ
のロケーション情報を使用して、メディア配置データベースＥに問い合わせをし、指定市
場エリア（ＤＭＡ）、地域、ゾーン、及び指定ロケーションのヘッドエンド、並びにエリ
アに対するＭＳＯを特定する。メディア配置データベースＥは、この情報を郵便番号に関
連付ける郵便番号テーブルと、この情報を都市又は国に関連付ける都市又は国テーブルと
を含むことができる。このステップからの出力は、ユーザが入力した郵便番号又は都市に
ついて利用可能な市場を示すウェブページである。図７は、Ｓａｎｔａ　Ｂａｒｂａｒａ
／Ｓａｎ　Ｌｕｉｓ　Ｏｂｉｓｐｏ　／　Ｓａｎｔａ　Ｍａｒｉａ　ＤＭＡに対する利用
可能な市場を示す例示的なウェブページを示す。
【００４３】
　図４のステップ４０２及び図５の５０２に示されるように、次に、ユーザは所望の市場
を選択することができる。例えば、図７の７０２に示されるようなチェックボックスをこ
の目的のために使用することができる。ボックス４１０において４０２で記述されている
ように、選択された市場を利用して、広告のＭＳＯ、ウェブサイト、放送局、発行者、ウ
ェブサイト又は場所、又はディストリビュータなどのメディアプロパティ毎の料金表、利
用可能なメディアインベントリ数、配信規則、及び方法並びにスケジューリング要件を調
べることができる。例えば、メディア配置データベースＥは、この情報を各メディアプロ
パティ及び／又はディストリビュータに関連付けるメディアプロパティテーブルを含むこ
とができる。データベースに問い合わせをして、メディアプランにおいて（選択された市
場に基づいて）使用できる全ての実行可能なメディアプロパティ及び／又はディストリビ
ュータを決定することができる。これは、メモリ２０８内のデータ構造、或いはデータベ
ースの１つ（広告主情報データベースＧなど）において後で使用するために記憶すること
ができる。
【００４４】
　図４のステップ４０３及び図５の５０３に示されるように、次に、ユーザが、メディア
プラン用の業種又は人口動態情報を指定するよう尋ねられる。種々のステップの順序は、
種々の実施形態において変更することができる（ステップ５０３及び５０４で図４とは異
なる順序を有する図５に示される）ことは理解されるであろう。
【００４５】
　図８は、業種又は人口動態情報を要求するためのウェブページを示す。８０４に示され
るように、メニューを使用して業種を選ぶことができる。メニューは、ハイレベルのカテ
ゴリーから始めることができる。カテゴリーが選択されると、選択されたカテゴリーはブ
レッドクラム形式で８０２に示される。次いで、メニュー８０４は、階層様式でそのカテ
ゴリー内の選択肢を示す。図８において、ユーザは、既に、トップレベルカテゴリーとし
て「フードサービス」を、次に「食料品店」、「ニッチマーケット」及び「特殊」を選択
している。メニュー８０４は、特殊化されたカテゴリー内の製品に対する選択肢を示して
いる。アート及びエンターテインメント（「バー及びパブ」又は「カラオケバー」などの
サブ選択肢を有する、「クラブ及びナイトライフ」などのサブカテゴリーを有することが
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できる）などの種々の他の業種カテゴリーを階層的に指定することができる。他の例示的
なカテゴリーには、「自動車」、「ビジネス及びプロフェッショナルサービス」、「衣類
及びアクセサリー」、「地域社会及び行政」、「コンピュータ及びエレクトロニクス」、
「建設及び土建業者」、「教育」、「フード及びダイニング」、「健康及び医薬」、「ホ
ーム及びガーデン」、「産業及び農業」、「法律及びファイナンシャル」、「メディア及
びコミュニケーション」、「パーソナルケア及びサービス」、「不動産」、「ショッピン
グ」、「スポーツ及びレクリエーション」、及び「旅行及び輸送」が含まれる。他の実施
形態では、他の業種カテゴリー及びサブカテゴリーを使用することができ、種々の方法で
相互参照及び相互リスト及び／又はインデックス付けすることができる。
【００４６】
　ユーザによって指定された業種は、ターゲットの人口動態を指定するためにコンピュー
タプログラムＤによって使用することができる。各業種は、人口動態データベースＱのタ
ーゲット人口動態に関連付けることができる。人口動態は、業種レポート又は他の基準に
よって決定することができる。他の実施形態では、人口動態は、同じ業種において他のユ
ーザによって選択された典型的な人口動態に基づいて修正することができる。或いは、ユ
ーザは、ボタン８０６を選択することによって特定の人口動態を入力することができる。
次にユーザは、メディアプランに対するターゲット人口動態を（ダイアログボックスに、
或いはメニュー又は他の手段から）入力することができる。ターゲット人口動態は、オー
ディエンス情報が利用可能であるいずれかのカテゴリー（例えば、ニールセン視聴率カテ
ゴリー）とすることができる。実施例は、年齢グループ（例えば、１８＋、１２－２４、
１２－３４、１８－３４など）、性別（男性又は女性）、世帯特徴（例えば、収入、大き
さ、子供の有無）、及び同様のものを含む。コンピュータプログラムＤは、人口動態情報
を使用して、利用可能なメディアプロパティ（例えば、利用可能なＭＳＯに対するネット
ワーク／チャンネル）をランク付けするための重み付け（ステップ４０２／５０２で求め
られ、実行可能なメディアプロパティを出力する）を決定する。次いで、コンピュータプ
ログラムＤは、ターゲット人口動態及びオーディエンス情報（例えば、メディア配置デー
タベースＥに全て記憶されているネットワーク又はＭＲＩ情報に対するニールセン視聴率
）を与える望ましさの順番で利用可能なメディアプロパティからネットワークのランク付
けされたカスタム階層を生成する。これは、後で使用するためにメモリ２０８内のデータ
構造又はデータベース２１８（広告主情報データベースＧなど）に記憶することができる
。ネットワークの重み付け及びランク付けについては以下で説明する。
【００４７】
　図４のステップ４０４及び図５の５０４で、ユーザは、メディアプランに対する目標及
び予算を選択するよう尋ねられる。図９は、この情報を取得するための例示的なウェブペ
ージを示す。図９に示されるように、９０２で、このプランを識別するための名前を入力
することができる。広告主情報データベースＧ内のメディアプランテーブルへの入力を利
用して、特定のユーザに対するメディアプランについての名前及び他の情報を記憶するこ
とができる。ユーザは、９０４でプランに対する予算、９０６でキャンペーンの目標、９
０８でキャンペーンの開始日付、及び９１０でキャンペーンの継続期間を指示することが
できる。例示的な目標は、「期間限定の事象」、「認知性」、「反応」、又は他の目標を
含むことができる。目標は、メディア購買規則データベースＦのテーブル内の種々の規則
に関連付けることができる。図４のボックス４１０の４０４に記述されるように、コンピ
ュータプログラムＤは、予算、目標、及びスケジュールを使用して、メディアプランに対
する推奨メディアスケジュールを生成する。例示的なコンピュータプログラムは、ネット
ワーク、スポットの数、時間帯、日付、ＲＯＳ対固定配置、地域又はゾーン、到達率、頻
度、及びコストを評価し、メディア購買規則データベースＦの規則に基づいて推奨プラン
を決定することができる。推奨メディアプランを生成するための例示的な方法について、
以下で更に説明する。このステップの出力は、図１０に示されるように推奨メディアプラ
ンである。図１０に示されるように、チャンネル（１００２）、日付（１００４）、時間
帯（１００６）、放送当たりのレート（１００８）、市場（１０１０）、スケジュール（
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１０１２）、放送（１０１４）、到達率（１０１６）、頻度（１０１８）、及び各エント
リに対するコスト（１０２０）を表示することができる。他の実施形態では、頻度及び到
達率は表示されない。他の表示配置も使用することができる。ユーザはまた、１０２２に
示されるように提案されたメディアスケジュールの各エントリを編集することができる。
メディアプランは、広告主情報データベースＧ内にセーブすることができ、ユーザは、図
１１に示されるようにセーブされたプランのリストをビューすることができる。ユーザは
、プランのいずれかを選択し、これらを図１０又は別のフォーマットに類似した画面でも
ビューすることができる。図１２は、セーブされたプランをビューするための別のウェブ
ページを示す。１２０２に示されるように、ウェブページは、このプランに対して広告が
選択されていないことを示す。以下に説明されるように、広告は、プランに応じた配置向
けに選択することができる。広告がプランに対して選択されると、広告のサムネールを１
２０２に表示することができる。
【００４８】
　図４のステップ４０５及び図５のステップ５０５に示されるように、次にユーザは、メ
ディアプランをレビューし購入することができる。ステップ５０６で示されるように、ユ
ーザは、プランに対する請求情報を入力することができる。この目的のための例示的なウ
ェブページが図１３に示されており、ここでユーザは、とりわけクレジットカード情報１
３０２を入力することができる。「購入完了」ボタン１３０４が選択されると、ユーザは
、プランに対する総コストに基づいて指定されたクレジットカードでその購入に対して支
払うことができる。メディアプランについての要約情報を示す要約ページ（図１４に図示
）は、購入が完了した後に表示することができる。
【００４９】
　スポットを購入するためにＭＳＯ又は他の放送局にメディアプランを提出するための規
則は、メディア購買規則データベースＦ内に記憶されている。例えば、注文用フォーマッ
ト（流されるスポット、スポットを流す日／時間帯、スポット用のチャンネル／ネットワ
ーク、スケジュール（ＲＯＳ対固定）、レート、総コスト、その他）、及び注文を提出す
る方式（例えば、電子メール、ファックス、ウェブページ、他のネットワークインターフ
ェース又は他の手段）を各ＭＳＯに対し記憶することができる。広告のフォーマット及び
他の要件、並びに広告を提出する方式（例えば、電子メール、ファックス、ウェブページ
、他のネットワークインターフェース又は他の手段）は、各メディアプロパティ（例えば
、ＭＳＯ、放送局、発行者、ウェブサイト、その他）又はディストリビュータに対してメ
ディア購買規則データベースＦ内に記憶することができる。ユーザがメディアプランを選
択して購入し、そのメディアプランで使用する広告を選択し購入すると、コンピュータプ
ログラムは、メディアプランに使用されることになる各メディアプロパティ又はディスト
リビュータについてのメディア購買規則データベースＦからのフォーマット及び送信要件
を検索することができる。次いで、メディア購買規則データベースＦから検索されたディ
ストリビュータ又はメディアプロパティに対して、特定の規則（例えば、フォーマット及
び送信規則）に従って各それぞれのメディアプロパティ又はディストリビュータに注文を
出すことができ、広告を提出することができる。
【００５０】
　図１５Ａ、Ｂ、及びＣは、推奨メディアプランを生成するための例示的な方法に関する
付加的な情報を示す。図１５Ａに示されるように、メディアプランの目標は、メディアプ
ランを生成する際に使用するパラメータに関連付けられている。これらのパラメータは、
メディア購買規則データベースＦ内に記憶され、各それぞれの目標タイプに関連付けられ
ている。１５０２に示されるように、推奨継続期間が各目標に対して指定される（但し、
ユーザは、上述のように実施形態によっては異なる継続期間を指定することができる）。
１５０４に示されるように、目標に基づいて層ミックスも指定することができる。より高
い層では、スポット当たりでより高価なプレミアムチャンネル（料金表で指定される）を
有することになる。１５０６に示されるように、各目標はまた、スポットを流す時間帯（
例えば、１５１０に示されるような、日中、午後、夕刻、夜間）を指定する推奨「時間帯
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」に関連付けることができる。１５０８に示されるように、スポットの最適数（例えば、
１日又は１週間当たりの頻度）も各目標に関連付けられる。
【００５１】
　図４のステップ４０３と共に上述されたように、コンピュータプログラムは、推奨メデ
ィアプランを決定するためにネットワークをランク付けし、カスタムネットワーク階層を
生成する。これは、図５Ｂの１５１２に更に説明される。１５１２に示されるように、ネ
ットワークは、（ステップ４０２で決定される全ての利用可能なメディアプロパティに基
づいて）価格毎に層に分離される。ターゲットの人口動態の数ｎが求められる（各選択は
、この例示的な実施形態において１つの性別及び年齢グループに等しい）。ネットワーク
は、各人口動態に対するそれぞれのオーディエンス情報（視聴率など）を合計し、該合計
をターゲット人口動態の総数ｎで除算することによってランク付けされる。人口動態が選
択されなかった場合、ネットワークは、オーディエンス情報（視聴率、例えば全体視聴率
など）によってランク付けされる。次いで、１５１４で、コンピュータプログラムは、適
切な層におけるトップランクのネットワークの可用性をチェックする。次に、予算が、１
５１６でスポット当たりのコスト（この実施形態では、使用されるデフォルトレートはＲ
ＯＳレートである）によって分割される。ステップ１５１８で、コンピュータプログラム
は、予算内のスポットの数が継続期間の間のスポットの最適数よりも大きいかどうかを判
定する（これらの両方は、図１５Ａに示されるように目標に基づいて決定される）。ステ
ップ１５１８に関して行なわれた付加的なステップが図１５Ｃに示されている。スポット
の数が最適数よりも大きい場合、ステップ１５２０で、コンピュータプログラムは、スポ
ットの最適数がネットワークで利用可能であるかどうかを判定する。各ネットワークに対
する可用性は、メディア購買規則データベースＦ内に記憶される（図４に示す）。利用可
能である場合、これらのスポットはメディアプランに含められ、本方法はステップ１５３
０に進む（図１５Ｂ）。利用可能でない場合、１５２２に示されるように、次の高いラン
キングが利用可能なネットワークがチェックされる。スポットの数が最適より小さい場合
、１５２４で、コンピュータプログラムは、スポットの数が利用可能であるかどうかを判
定し、プロセスの次のステップに移動するか、又は１５２６に示されるように次に高いラ
ンク付けネットワークをチェックする。ステップ１５２８及び１５２９で、本方法はステ
ップ１５３０に進み（図１５Ｂ）、次の利用可能なネットワークがチェックされ、１５３
２で残りの予算がスポット当たりのコストで除算される。次いで本方法はステップ１５１
８に戻って反復され、予算がなくなるなで（又は他の何らかの閾値が達成されるまで）継
続する。
【００５２】
　以下は、別の例示的な実施形態による推奨メディアプランを生成するためのプロセスの
更なる説明である。コンピュータプログラムは、推奨メディアプランを決定するための入
力として以下を取り入れる。
　１）広告する地域のリスト
　２）要求される人口動態範囲のリスト
　３）広告する時間期間
　４）キャンペーンの目標
【００５３】
　結果として、これらの入力にマッチする利用可能な時間帯のリストが得られる。目標は
、式の幾つかの定数、すなわち、
　１）キャンペーンのデフォルト継続期間
　２）層間の予算分割
　３）時間帯（日中、午後、夕刻、及び夜間）間の広告の分割
　４）１週間当たりに流れるスポットの最適数
を定義することである。
【００５４】
　時間帯を提案するための例示的な方法は以下のステップを含む。
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　１）メディア配置データベースから要求される地域の地方チャンネルに結び付けられた
料金表スケジュールの全てと、関連する人口動態データ及び前記料金表スケジュールに接
続されたあらゆる販売可能な時間帯とを検索する。
　２）各スケジュールに対して、３０分当りの要求された人口動態に対する平均オーディ
エンスを見つけて、スポット当りの価格で除算してスケジュール当たりの生スコアを取得
する。
　３）層毎にスケジュールを分割し、キャンペーンの目標毎に予算を割り当てる。
　４）各層内で、スケジュールを１日の時間に基づいてバケットに分割し、キャンペーン
目標によって決められた比率に応じて予算を割り当てる。
　５）その生スコア毎にスケジュールを順序付けて、複数のスケジュールが同じスコアを
有するようにこれを丸める。
　６）ランダム或いはその可用性に基づくいずれかにより同じスコアを有するスケジュー
ルを再度順序付ける。
　７）いずれかのバケットにおいて最高スコアリングチャンネルをピックし、他のバケッ
トにおいて同じチャンネルに対するスケジュールを見つける。キャンペーン目標に対する
最適数によって定められた広告の数をキャンペーン目標によって定義された比率に応じて
スケジュールに割り当てる。割り当てられると、バケットからスケジュールを取り除き、
予算がなくなるまで繰り返す。コンピュータプログラムが、最適ネットワークにヒットす
るためにネットワーク上に広告を割り当てることができない（可用性又は予算制約のいず
れかに起因して）場合、次のネットワークに移動する。
　８）コンピュータプログラムが最適数又はそうでなければ指定数を満たすようにどのチ
ャンネルにも広告を割り当てることができない場合、キャンペーン継続期間を縮小し、再
度トライする。
　９）予算がなくなると、割り当てられたスポットブッキング、関連の時間帯、及び掲載
カウントを検索し、これらを推奨メディアプランの一部としてユーザに表示する。
【００５５】
　図１６は、メディア配置データベースＥ内に記憶され上記の方法で関連して使用するこ
とができる例示的な料金表を示す。
【００５６】
　上述の態様に加えて、図５は、カスタマイズされた広告を生成及び購入するためのステ
ップを示す。ユーザは、本明細書で説明されるようにメディアテンプレートに基づいてカ
スタマイズされたメディアシーケンスを形成する技術的な手法に基づいて広告のテンプレ
ートからカスタマイズされた広告を作成することができる。テンプレートは、種々の実施
形態に従って、テレビ、ラジオ、インターネット、印刷物、家庭外、又は他のメディアを
含む、メディアの種々の形式に適合された種々の形式を取ることができる。
【００５７】
　テンプレートは、ユーザによって提供される追加のメディアオブジェクト又は情報でカ
スタマイズされる。メディアテンプレートは、ビデオオブジェクト、オーディオオブジェ
クト、イメージオブジェクト、及びテキストオブジェクト、並びにメディアシーケンスに
おいて各オブジェクトを再生／表示するためのタイムラインを示す編集決定リスト（ＥＤ
Ｌ）を含むことができる。Ｗｉｎｄｏｗｓ　Ｍｅｄｉａ　Ｐｌａｙｅｒ又はＱｕｉｃｋｔ
ｉｍｅファイルなどのメディア編集ソフトウェアを用いて、メディアオブジェクトをメデ
ィアファイルにコンパイルすることができる。ユーザは、ウェブページからメディアファ
イルを再生し、汎用情報を備えたメディアシーケンスをビューすることができる（例えば
、メディアシーケンスが広告である場合、汎用情報は、一般的な店名、ボイスオーバー、
その他とすることができる）。ダイアログボックスは、メディアシーケンスの一部分の間
に再生されるボイスオーバー、バックグランドミュージック、テキスト、ロゴ、或いは他
のビデオオブジェクト、オーディオオブジェクト、イメージオブジェクト、又はテキスト
オブジェクトの全て又は一部など、カスタマイズすることができるテンプレートの要素を
ユーザに表示することができる。ユーザは、ボイスオーバーのカスタマイズ可能な部分に
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対して新しいテキストをタイプするか、或いはメディアシーケンスで使用する他のカスタ
ムメディアオブジェクトを選択又はアップロードすることができる。次いで、テンプレー
トは、図１のＯに示されるように調整され、自動及び手動プロセスの組合せとすることが
できる。例えば、新しいイメージを自動的にロードし、メディアシーケンスの要求部分の
間に表示されるＥＤＬに挿入することができ、或いは新しいボイスオーバーを、ユーザに
よるテキスト入力に対して手動で記録することができる。カスタマイズされたメディアオ
ブジェクトの全てが作成又はアップロードされた後、カスタマイズされたメディアシーケ
ンスは、ＥＤＬに従ってコンパイルされ、承認のためサードパーティ（広告主など）に（
電子メール、ウェブページ、又は他の手段を介して）送られる。
【００５８】
　例えば、インターネット広告に関する実施形態では、テンプレートは、既存のリッチメ
ディアオンライン広告又はカスタマイズされた広告を作成するための他のテンプレートを
含むことができる。ユーザは、ウェブページＭから広告テンプレートを再生し、汎用情報
（例えば、一般的な店名、ボイスオーバー、その他）を備えた広告をビュー及び／又は聴
くことができる。電子メール広告の場合、種々の実施形態によれば、ユーザは、許容可能
な場合、電子メールアドレス及び他の情報を詳細に調べることができる。静的オンライン
広告の場合（幾つかのバナー広告、ポップアップ広告、その他）、種々の実施形態によれ
ば、ユーザは静的オンライン広告をビューすることができる。ダイアログボックスは、カ
スタマイズできる広告テンプレートの要素をユーザに表示することができる。次に、広告
テンプレートは、図１のＯに示されるように調整され、自動及び手動プロセスの組合せと
することができる。カスタマイズされた広告はコンパイルされ、承認のために広告主に（
電子メール、ウェブページ、又は他の手段を介して）送られる。
【００５９】
　図１７Ａは、マルチメディアシーケンスを送信ネットワークにわたる再生用にカスタマ
イズされたマルチメディアシーケンスに構築するシステムを示す。メディアテンプレート
は、データベース内に記憶されている。テンプレートがユーザのために再生され、ユーザ
は、カスタム情報を提供するよう促される。カスタム情報がユーザから受け取られ、カス
タマイズされたメディアシーケンスとして後で再生するためにテンプレートと結合される
。
【００６０】
　図１７Ａに示されるように、メディア映像１７０１から、ビデオクリップがビデオクリ
ップライブラリ１７０２内に記憶され、オーディオクリップは、オーディオクリップライ
ブラリ内に記憶される。ビデオ／オーディオ編集ソフトウェア１７０４は、ライブラリ１
７０２及び１７０３からのビデオ及び／又はオーディオクリップなどのメディアオブジェ
クトを処理し、再生のためのテンプレートメディアシーケンス１７０７を提供する。テン
プレートは、Ｑｕｉｃｋｔｉｍｅ又はＷｉｎｄｏｗｓ　Ｍｅｄｉａ　Ｐｌａｙｅｒなどの
ユーザによって再生できるフォーマットに変換される。次いで、これらのテンプレートは
、プレビューのための外部ユーザへのアクセスを可能にするために記憶される。テンプレ
ートは、本発明の１つの実施形態によるウェブサーバ上に記憶される。
【００６１】
　図１７Ｂは、メディアシーケンス（広告など）をカスタマイズするのを助けるメタデー
タの使用を示す。各広告テンプレートは、プロジェクト内に記憶することができる。各プ
ロジェクトは、メタデータ１７３５を含むことができる。メタデータ１７３５は、広告主
によって変更できるテンプレートの一部を記述するデータを含む。メタデータは、（１）
広告主毎に変わる可能性のある広告主名、ロケーション、スローガン、又は電話番号を記
述するテキスト或いはいずれかの他のテキスト、（２）ロゴ、店頭の写真、商品写真のよ
うなイメージ、（３）広告に関連する商品、店、又は他の動画映像のビデオ、及び／又は
（４）ボイス、背景音、音楽、及び他のオーディオもしくはコンテンツを含む広告に使用
されるオーディオ部分の個々又は種々の組合せのいずれかを含むことができる。これらの
一部又は全てを提供することによって、ユーザ（広告の場合は広告主）は、オリジナルテ
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ンプレートの外観を変更し、カスタマイズされたバージョンを作成することができる。
【００６２】
　メタデータはまた、それぞれのテンプレート及び／又はカスタマイズされたメディアシ
ーケンス又はプロジェクト以外の広告に関連した他の方法で記憶することができる。広告
テンプレートを記述するプロジェクト内で、オリジナル広告のどの部分がカスタマイズ可
能であるかを判断するために組み込まれた特別なタグ（不可視のクリップ）がある。要素
は、要素のネーミングに先頭文字（＃）を付加することによってタグ付けされる。要素の
名前は、この要素が表わすものを広告主に記述するラベルとして使用される。更に、要素
のデフォルトコンテンツとユーザに要素の利用方法を伝えるヘルプストリングを記述する
ために２つのフィールドが使用される。
【００６３】
　データベース及びコンピュータプログラムは、これらの要素を認識し、カスタマイゼー
ションのためにウェブページ１７３０を介してこれらを広告主に利用可能にする。公共の
ウェブページ上では、要素は、広告に現れる時間に従って時系列に記憶され、ユーザが容
易にカスタマイゼーションを行なえるようにすることができる。従って、ユーザはテンプ
レートを選択し１７３１、カスタマイズ可能フィールドのリストをビューする１７３２。
要素がテキストである場合、ページは、情報を収集するために編集ボックスを表示する１
７３３。要素が、イメージ、オーディオ、又はビデオである場合、アップロードダイアロ
グが表示される１７３３。次に、ユーザは、ユーザの入力に従ってカスタマイズされるカ
スタマイズシーケンスを作成するように更に処理するためのシーケンスを提出する１７３
４。
【００６４】
　ユーザ対話が終了し、提供情報が広告主によって検証された後、調整プロセスによって
処理するために広告が提出される。改訂ＥＤＬがビデオ／オーディオエディタに提供され
１７１５、提出されたカスタマイゼーションメタデータを組み入れた新しいオブジェクト
（１つのＥＤＬ及び／又はＸＭＬなど）が提供される。このプロセスでは、広告主が置き
換えるよう選択したタグ付き要素が、提供情報と置換され、メディアシーケンステンプレ
ート（広告テンプレートなど）が、公表の準備が整った最終広告として（例えば最終デー
タベース１７５０に内に）セーブされる。メディアシーケンスは、サードパーティへの表
示又はユーザによるビューのために適切な媒体１７５２（ネットワークなど）を通じて送
信ネットワーク又は発行者に提供される１７４３。
【００６５】
　本発明の実施形態によれば、テンプレートは、インターネットなどのネットワークを通
じて送信されてリモートユーザのコンピュータ上に再生され、ユーザがテンプレートのメ
ディアファイルをビューして、適切なカスタム情報を入力することができるようにする。
図示されたユーザ用の種々のディスプレイは、本発明の実施形態によるウェブサーバに一
体化され該ウェブサーバによって制御される。本システムは、ウェブページ１７０８など
のユーザインターフェースを通じてテンプレートメディアシーケンスを再生する。ユーザ
インターフェースは、テンプレートメディアシーケンスを再生するメディアプレーヤーを
含むことができる。本システムは、ユーザにカスタム情報を提供するよう指示する。本シ
ステムは、ユーザにそれぞれのカスタムコンテンツ／情報を提供するよう指示するソフト
ウェアを含む１７１０。次に、ユーザによって提供されたカスタムイメージデータなどの
この情報は、ウェブサーバによってシステム上のデータベースにアップロードされる。
【００６６】
　図１８に示されるように、ウェブサーバの実施形態は、ユーザがカスタマイゼーション
及び／又は購入のために１つ又はそれ以上を選択できる種々のテンプレートのセット１８
００をユーザのシステムに表示させるソフトウェアを含む。テンプレート１８００は、ア
イコン１８０１－１８０１によって表わされ、それぞれのテンプレートからのイメージを
表示することができる。ユーザは、テンプレート１８０１のエリア１８１１をクリックす
るなどによって、再生用のテンプレートを選択することができる。メタデータは、テンプ
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レートをそのそれぞれのアイコン、タイトル、記述、及び他の識別特徴と関連付けるのに
使用される。本システムの実施形態は、こうしたメタデータを用いて、ユーザが特定の基
準によってテンプレートをサーチし表示できるようにする。
【００６７】
　図１９に示されるように、本システムは、ユーザのシステムにそれぞれのテンプレート
メディアシーケンスに関する付加的な情報を表示させるソフトウェアを含む。このソフト
ウェアは、ユーザのシステムに、テンプレートからのイメージ１９０１及びテンプレート
に関する情報１９０２を表示させることができる。このソフトウェアによって、ユーザは
、テンプレートをカスタマイズ１９０３して、テンプレートをお気に入りに追加する又は
電子メールもしくは他の送信によって送るなど、種々の動作をテンプレート上で行なう１
９０４ことを選択することができる。
【００６８】
　テンプレートメディアシーケンスは、カスタムマルチメディアシーケンスを作成するた
めにユーザによって提供された情報と結合される。１つの実施形態によれば、テンプレー
トは、オブジェクトからなるフォーマットに記憶され、該オブジェクトは、どのビデオ、
オーディオ、及びイメージオブジェクトを結合し、再生されるマルチメディアシーケンス
を形成するかを指定するＥＤＬを含む。テンプレートはまた、カスタマイズできるＥＤＬ
によって定められたシーケンスの態様を定めるメタデータを含む。このメタデータは、ユ
ーザにカスタム情報を提供するよう指示するために、どのダイアログボックスをユーザに
表示する必要があるかを定義するのに使用される。
【００６９】
　図２０に示されるように、本システムは、テンプレートをカスタマイズするようユーザ
に指示するソフトウェアを含む。イメージ２００１はテンプレートが提供する。入力２０
０２によって、ユーザは、テンプレートと結合してカスタムメディアシーケンスを作成す
ることができるカスタム情報を提供することが可能になる。例えば、本システムは、ユー
ザが、ボイスオーバー（２００３）、ロゴ（２００４）、他のイメージ（２００５）、テ
キスト（２００６）、コメント及び注記（２００７）、発音ガイド（２００８）、及び／
又は他のカスタム情報／オブジェクトの種々の組合せを提供できるようにするソフトウェ
アを含む。ユーザに関するプロファイルデータ（２００９）が収集され、カスタムメディ
アシーケンスに関連付けられる。
【００７０】
　本システムは、それぞれのカスタマイズされたシーケンスを購入するオプションをユー
ザに提供する（例えば、シーケンスが広告である場合、ユーザは、カスタム広告を購入す
るオプションが与えられる）。ソフトウェアは、１７１１に示されるように、ユーザが購
入できるようにするユーザインターフェースを提供する。
【００７１】
　図２１に示されるように、本システムの実施形態は、広告のキャンペーンなどのメディ
アシーケンスのセットについての情報を表示するためのソフトウェアを含む。該情報は、
キャンペーンに関する総合情報２１０１、放送時間に関する情報２１０２、及びそれぞれ
のメディアシーケンスについての情報２１０３を含むことができ、カスタマイズ広告又は
他の広告を含むことができる。例えば、シーケンスがカスタマイズされた広告である場合
、本システムは、広告についての一般的な情報（２１０４）並びにカスタマイゼーション
についての情報（２１０５）を示す。
【００７２】
　図２２に示されるように、本システムの実施形態はまた、ユーザに関連したメディアシ
ーケンス（広告など）を要約するソフトウェアを含む。例えば広告の場合、本システムは
、ユーザによって選択及び／又は購入された広告のセット２２０１－２２０２を示す。各
メディアシーケンス（例えば、広告）についての情報は、表又は他のフォーマットで表示
される。図２４に示されるように、本システムは、それぞれの広告をユーザが承認できる
ようにするソフトウェアを含む。ユーザのカスタマイズされた広告が完成２４０１した後
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、ユーザは、電子メールの通知を受け取る２４０４。ユーザは、カスタマイズされた広告
の完成２４０４、又は保留広告の要約を備えたページのユーザ訪問２４０４の後に、広告
レビューページ２４０３を訪れることができる。ユーザは、広告を承認し２４０５、変更
のある広告を承認２４０６又は問題をレポート２４０７することができる。広告を承認し
た後、ユーザは承認広告をビューすることができる２４０８。変更のある広告を承認した
後、ユーザは、変更が終了していない旨の表示付きの承認広告ページをビューすることが
でき２４０９、ユーザは、変更が終了したときに通知される２４１１。ユーザが問題をレ
ポートするときに２４０７、広告は保留状態のままであり２４１０、解決プロセスが実行
され２４１２、これは、種々の実施に従ってオフライン又は自動とすることができる。
【００７３】
　図２３に示されるように、本システムの実施形態はまた、メディアシーケンスのセット
のグルーピングを要約するソフトウェアを含む。例えば広告の場合には、グループはキャ
ンペーンとすることができる。要約情報２３０１は、進行中のキャンペーンを示し、要約
情報２３０２は、現在のキャンペーンを示し、要約情報２３０３は履歴を示す。
【００７４】
　カスタムメディアシーケンスは、テンプレートデータベース１７１２からのテンプレー
トを使用する調整トラッキングソフトウェア１７１３及びビデオ／オーディオエディタ１
７１５など、ソフトウェア構成要素においてユーザによって提供されたカスタム情報に基
づいて形成することができる。カスタマイズされたメディアシーケンス（カスタム広告な
ど）は、電子送信（電子メールなど）１７１７によってユーザ（広告主など）に提供され
る。メディアシーケンスは、表示及び最終承認（インターフェース１７１９を介して表示
）のための最終形式１７１７で提供することができる。次に、メディアシーケンスは、ケ
ーブルテレビジョンネットワークのビューワへの放送などによって、他のシステム１７２
１上での表示及び／又は再生のための送信ネットワークに送信される。
【００７５】
　本発明の１つの実施形態によれば、テンプレートは、それぞれのカスタムユーザデータ
とは別個に記憶される。統合マルチメディアシーケンスが再生されることになる時には、
テンプレート及びカスタムユーザデータは、送信ネットワークに提供され、ビューワへの
送信ネットワーク及び放送において統合マルチメディアシーケンスに構築される。
【００７６】
　図５を再度参照すると、ユーザは、広告を選択し購入することができる。本システムは
、ユーザが広告を選択できるようにするソフトウェアを提供する５２０。広告を購入する
ために、本システムは、ユーザに指示し、パーソナル情報を取得し５２４、次いで、ユー
ザに確認５２５及び購入受け取り５２６を提供する。本システムは、ユーザにユーザの予
算の入力を促し５２７、ユーザは、それぞれのメディアプランをレビュー及び／又は購入
することができる５２８。本システムは、新しい広告の作成及び／又は広告のサーチ５２
１するオプションをユーザに提供する。本システムは、広告に関する詳細な情報を提供し
５２２、ユーザ入力に基づいて広告をカスタマイズする５２３。次いで、結果として得ら
れる広告は、ユーザに関連付けられ、対応するページに表示される５２９。上記のシーケ
ンスは、必ずしも広告ではないメディアシーケンスに一般的に応用することができ、ユー
ザは、それぞれのシーケンスを購入、カスタマイズ及び／又は記憶することができる。
【００７７】
　本発明の１つの実施形態によれば、本システムは、使用に基づくメディアシーケンスに
おいて使用されるコンテンツに対する権利使用料を自動的に計算するソフトウェアを含む
。コンテンツの合計は、シーケンスにおける全てのコンテンツに対して受け取られる収入
の関連パーセンテージを有する。コンテンツの特定部分に対して支払われる権利使用料は
、コンテンツの特定部分が流されるシーケンスにおける時間のパーセンテージに基づいて
計算され、これによってコンテンツの特定部分に対して受け取られる権利使用料の額は、
プレータイムに基づく全コンテンツに対して受け取られる権利使用料の配分された部分で
ある。例えば、広告の場合、全コンテンツに対する権利使用料は収益のＸ％とすることが
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できる。コンテンツの特定部分に対して、その権利使用料は、その部分が流される時間の
パーセンテージのＸ％倍に基づくことができる。権利使用料は、他の要因及び／又はコン
テンツの種々の部分間で適切に配分された権利使用料に対する比率を乗算することができ
る。例えば、同時に流されるコンテンツの種々のビデオ、オーディオ、及びイメージ部分
がある場合、権利使用料は、流される時間及び他の要因に基づいて配分することができる
。関連の要因は、資産／権利使用料データベースＩなどの適切なデータベース内に記憶す
ることができる。
【００７８】
　独占権の種々のレベルは、システムでのコンテンツの種々のユーザに付与することがで
きる。独占権は、地理的及び／又は時間的なものとすることができる。例えば、１つの実
施形態では、ユーザが特定のテンプレートに基づいて広告を購入した場合、ユーザは、テ
ンプレートに対してある形式の独占権を付与することができる。１つの実施例では、ユー
ザがテンプレートを購入した場合、ユーザは、それぞれのテンプレートに対して、特定の
時間（例えば、１カ月、３カ月、６カ月、１年）における地理的な市場（例えば、都市又
は首都エリア、又は州）における独占権が自動的に付与される。
【００７９】
　本明細書で説明されるシステム及び方法の態様は、書替え可能ゲートアレイ（ＦＰＧＡ
）、プログラム可能アレイ論理（ＰＡＬ）デバイス、電子的プログラム可能論理及びメモ
リデバイス、及び標準セルベースデバイスなどのプログラム可能論理デバイス（ＰＬＤ）
、並びに特定用途向け集積回路（ＡＳＩＣ）を含む多種多様な回路のいずれかに機能的に
プログラムされるように実装することができる。本システム及び方法の態様を実装するた
めの幾つかの他の可能性は、メモリを備えたマイクロコントローラ、組み込みマイクロプ
ロセッサ、ファームウェア、ソフトウェア、その他を含む。更に、本システム及び方法の
態様は、ソフトウェアベース回路エミュレーション、ディスクリート論理回路（シーケン
シャル及び組み合わせ）、カスタムデバイス、ファジー（ニューラル）論理回路、量子デ
バイス、及び上記のデバイスタイプのいずれかの混成を有するマイクロプロセッサにおい
て具現化することができる。勿論、ベースとなるデバイス技術を、多種多様な構成要素の
タイプ、例えば、相補形金属酸化膜半導体（ＣＭＯＳ）のような金属酸化膜半導体電界効
果トランジスタ（ＭＯＳＦＥＴ）技術、エミッタ結合論理回路（ＥＣＬ）のようなバイポ
ーラ技術、高分子技術（例えば、シリコン共役高分子及び金属共役高分子－金属構造）、
アナログとデジタルのミックス、その他に提供することができる。
【００８０】
　本明細書で開示される種々の機能又はプロセスは、その動作、レジスタ転送、論理構成
要素、トランジスタ、レイアウト幾何形状、及び／又は他の特徴の観点から、種々のコン
ピュータ可読媒体において具現化されたデータ及び／又は命令として説明することができ
る点に留意されたい。このようなフォーマット化されたデータ及び／又は命令を具現化す
ることができるコンピュータ可読媒体は、限定ではないが、種々の形式での不揮発性記憶
媒体（例えば、光学、磁気、又は半導体記憶媒体）と、このようなフォーマット化された
データ及び／又は命令を無線、光学、又は有線信号伝達媒体、又はこれらのいずれかの組
合せを介して転送するのに使用できる搬送波とを含む。搬送波によるこのようなフォーマ
ット化データ及び／又は命令の転送の実施例は、限定ではないが、１つ又はそれ以上のデ
ータ転送プロトコル（例えば、ＨＴＴＰ、ＦＴＰ、ＳＭＴＰなど）を介してインターネッ
ト及び／又は他のコンピュータネットワークを通じた転送（アップロード、ダウンロード
、電子メールなど）を含む。１つ又はそれ以上のコンピュータ可読媒体を介してコンピュ
ータシステム内で受け取られると、本システム及び方法の下での構成要素及び／又はプロ
セスのこのようなデータ及び／又は命令ベースの表現は、１つ又はそれ以上の他のコンピ
ュータプログラムの実行と共にコンピュータシステム内で処理エンティティ（例えば、１
つ又はそれ以上のプロセッサ）により処理することができる。
【００８１】
　文脈上他の意味に解すべき場合を除き、明細書及び請求項全体を通して「ｃｏｍｐｒｉ
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ｓｅ」、「ｃｏｍｐｒｉｓｉｎｇ」、及び同様の用語は、排他的又は網羅的な意味ではな
く、包括的意味、すなわち「含むが、限定されない」という意味に解釈すべきである。単
数又は複数を使用する用語は、複数又は単数も同様にそれぞれ含む。更に、用語「ここで
」、「この下で」、「上記で」、「以下に」、及び同様の意味の用語は、本出願全体を指
し、本出願のいずれかの特定の部分を指すものではない。用語「又は」が、２つ又はそれ
以上の項目のリストに関して使用される場合、この用語は、リストの項目のいずれか、リ
ストの項目の全て、及びリストの項目のいずれかの組合せといった用語の解釈の全てを網
羅する。
【００８２】
　本システム及び方法の例証となる実施形態の上記の説明は、網羅的なものではなく、或
いは開示される厳密な形式に本システム及び方法を限定するものではない。本システム及
び方法の特定の実施形態及び実施例は、例証の目的のために本明細書で説明されており、
当業者であれば理解されるように、種々の均等な修正が本システム及び方法の範囲内で実
施可能である。本明細書で提供されるシステム及び方法の教示は、上記に示されたシステ
ム及び方法だけでなく他の処理システム及び方法に応用することができる。
【００８３】
　上記に説明された種々の実施形態の要素及び動作は、別の実施形態を提供するために組
み合わせることができる。これらの及び他の変更は、上記の詳細な説明の観点から本シス
テム及び方法に対して行なうことができる。
【００８４】
　一般に、添付の請求項では、使用される用語は、本明細書及び請求項で開示される特定
の実施形態に本システム及び方法を限定するものと解釈すべきではなく、請求項によって
動作する全ての処理システムを含むものと解釈すべきである。従って、本システム及び方
法はこの開示事項により限定されず、本システム及び方法の範囲は、請求項によって完全
に決定付けられるものとする。
【００８５】
　本システム及び方法の幾つかの態様が幾つかの請求様式で以下に示されているが、発明
者らは、請求様式のどれにおいても本システム及び方法の種々の態様を企図するものであ
る。従って発明者らは、本システム及び方法の他の態様に対する追加の請求様式を求めて
、本出願後に付加的な請求項を追加する権利を留保する。
【図面の簡単な説明】
【００８６】
【図１】本発明の実施形態によるシステムを示す論理ブロック図である。
【図２】本発明の実施形態による、全体的に２００で示されるウェブサーバシステムのア
ーキテクチャを示すブロック図である。
【図３Ａ】本発明の実施形態と共に使用できる例示的なデータベーススキーマである。
【図３Ｂ】本発明の実施形態と共に使用できる例示的なデータベーススキーマである。
【図３Ｃ】本発明の実施形態と共に使用できる例示的なデータベーススキーマである。
【図４】４０６においてメディアプランを選択して購入する例示的なフローチャート、４
０８に本方法で使用されるデータベース、及び４１０で本方法の各ステップに対する入力
／出力に関する情報を示す図である。
【図５Ａ】メディアプランを選択し購入するための方法のより詳細なフローチャートを示
す図である。
【図５Ｂ】メディアプランを選択し購入するための方法のより詳細なフローチャートを示
す図である。
【図６】図４及び５に示すメディアプランを選択し購入する方法に関連したクライアント
コンピュータＲ上に表示することができるウェブページの例示的なスクリーンショットを
示す図である。
【図７】図４及び５に示すメディアプランを選択し購入する方法に関連したクライアント
コンピュータＲ上に表示することができるウェブページの例示的なスクリーンショットを
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示す図である。
【図８】図４及び５に示すメディアプランを選択し購入する方法に関連したクライアント
コンピュータＲ上に表示することができるウェブページの例示的なスクリーンショットを
示す図である。
【図９】図４及び５に示すメディアプランを選択し購入する方法に関連したクライアント
コンピュータＲ上に表示することができるウェブページの例示的なスクリーンショットを
示す図である。
【図１０】図４及び５に示すメディアプランを選択し購入する方法に関連したクライアン
トコンピュータＲ上に表示することができるウェブページの例示的なスクリーンショット
を示す図である。
【図１１】図４及び５に示すメディアプランを選択し購入する方法に関連したクライアン
トコンピュータＲ上に表示することができるウェブページの例示的なスクリーンショット
を示す図である。
【図１２】図４及び５に示すメディアプランを選択し購入する方法に関連したクライアン
トコンピュータＲ上に表示することができるウェブページの例示的なスクリーンショット
を示す図である。
【図１３】図４及び５に示すメディアプランを選択し購入する方法に関連したクライアン
トコンピュータＲ上に表示することができるウェブページの例示的なスクリーンショット
を示す図である。
【図１４】図４及び５に示すメディアプランを選択し購入する方法に関連したクライアン
トコンピュータＲ上に表示することができるウェブページの例示的なスクリーンショット
を示す図である。
【図１５Ａ】推奨メディアプランを生成するための例示的な方法に関する付加的な情報を
示す図である。
【図１５Ｂ】推奨メディアプランを生成するための例示的な方法に関する付加的な情報を
示す図である。
【図１５Ｃ】推奨メディアプランを生成するための例示的な方法に関する付加的な情報を
示す図である。
【図１６】メディア配置データベースＥ内に記憶され上記の方法で関連して使用すること
ができる例示的な料金表を示す図である。
【図１７Ａ】マルチメディアシーケンスを送信ネットワークにわたる再生用にカスタマイ
ズされたマルチメディアシーケンスに構築するシステムを示す図である。
【図１７Ｂ】メディアシーケンス（広告など）をカスタマイズするのを助けるメタデータ
の使用を示す図である。
【図１８】ウェブサーバの実施形態であって、ユーザがカスタマイゼーション及び／又は
購入のために１つ又はそれ以上を選択できる種々のテンプレートのセット１８００をユー
ザのシステムに表示させるソフトウェアを含む図である。
【図１９】本システムが、ユーザのシステムにそれぞれのテンプレートメディアシーケン
スに関する付加的な情報を表示させるソフトウェアを含むことを示す図である。
【図２０】本システムが、テンプレートをカスタマイズすることを示す図である。
【図２１】本システムの実施形態であって、広告のキャンペーンなどのメディアシーケン
スのセットについての情報を表示するためのソフトウェアを含むことを示す図である。
【図２２】本システムの実施形態であって、ユーザに関連したメディアシーケンス（広告
など）を要約するソフトウェアを含むことを示す図である。
【図２３】本システムの実施形態であって、メディアシーケンスのセットのグルーピング
を要約するソフトウェアを含むことを示す図である。
【図２４】本システムが、それぞれの広告をユーザが承認できるようにするソフトウェア
を含むことを示す図である。
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