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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　１つまたは複数のプロセッサと、前記１つまたは複数のプロセッサによって実行される
プログラムモジュールを記憶するメモリとを含むサーバ上で実行される、目標の情報をプ
ッシュするための方法であって、
　目標の情報に応じて、条件に合致するユーザを決定するステップであって、前記ユーザ
が、プッシュユーザによってプッシュされた前記目標の情報を受信する権利を有する、ス
テップと、
　それぞれの決定されたユーザに関して、前記目標の情報の目標識別子と前記目標の情報
に対する前記ユーザの関心の強さとを前記ユーザに関するプッシュタスクとして決定する
ステップと、
　関心の最大の強さを有するプッシュタスクまたは関心の強さが予め決められた強さの閾
値を超えているプッシュタスクを目標のプッシュタスクとして決定するステップと、
　前記目標のプッシュタスクに対応する目標のプッシュメッセージを前記ユーザにプッシ
ュするステップであって、
　プッシュされた履歴プッシュメッセージを獲得するステップと、
　前記目標のプッシュメッセージおよび前記履歴プッシュメッセージを含むフィードバッ
クページを生成するステップと、
　前記ユーザに前記フィードバックページをプッシュするステップとを含み、
　前記目標のプッシュメッセージが、前記目標のプッシュタスクの目標識別子に対応する
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目標の情報および前記目標の情報をプッシュする前記プッシュユーザを含む、ステップと
を含む、方法。
【請求項２】
　前記目標のプッシュメッセージおよび前記履歴プッシュメッセージを含むフィードバッ
クページを生成する前記ステップが、
　前記履歴プッシュメッセージのプッシュの時刻を獲得するステップと、
　前記プッシュの時刻に従った順序で前記履歴プッシュメッセージを配列するステップと
、
　関心の強さに従った順序で少なくとも１つの目標のプッシュメッセージを配列するステ
ップと、
　配列された履歴プッシュメッセージおよび配列された目標のプッシュメッセージを含む
前記フィードバックページを生成するステップであって、前記目標のプッシュメッセージ
が、前記フィードバックページ内で前記履歴プッシュメッセージの前に配列される、ステ
ップとを含む請求項１に記載の方法。
【請求項３】
　前記目標のプッシュタスクに対応する目標のプッシュメッセージを前記ユーザにプッシ
ュする前記ステップの後に、
　前記目標のプッシュメッセージに対応する前記プッシュタスクを削除するステップと、
　前記目標のプッシュメッセージを履歴プッシュメッセージとして決定するステップとを
さらに含む請求項１に記載の方法。
【請求項４】
　関心の最大の強さを有するプッシュタスクまたは関心の強さが予め決められた強さの閾
値を超えているプッシュタスクを目標のプッシュタスクとして決定する前記ステップの前
に、
　前記ユーザによって送信された要求を受信するステップをさらに含む請求項１に記載の
方法。
【請求項５】
　前記目標のプッシュタスクに対応する目標のプッシュメッセージを前記ユーザにプッシ
ュする前記ステップの前に、
　前記目標のプッシュタスクの前記目標識別子を獲得するステップと、
　前記目標識別子に従って予め記憶されたプッシュ情報リストを検索するステップであっ
て、前記プッシュ情報リストが、対応する関係の少なくとも１つのグループを記憶し、対
応する関係の各グループが、結びつけられる目標識別子、プッシュ情報、プッシュユーザ
、およびプッシュの期間を含む、ステップと、
　前記目標識別子と同じ対応する関係のグループ内のプッシュの期間を獲得するステップ
と、
　前記プッシュの期間の終わりの時刻がまだ到達されていない場合に、前記目標のプッシ
ュタスクに対応する目標のプッシュメッセージを前記ユーザにプッシュする前記ステップ
を実行するステップとをさらに含む請求項１から４のいずれか一項に記載の方法。
【請求項６】
　関心の最大の強さを有するプッシュタスクまたは関心の強さが予め決められた強さの閾
値を超えているプッシュタスクを目標のプッシュタスクとして決定する前記ステップの前
に、
　前記ユーザに対応し、前記プッシュタスクを記憶するプッシュタスクリストの印が未読
であるかどうかを検出するステップと、
　検出結果が、前記ユーザに対応し、前記プッシュタスクを記憶する前記プッシュタスク
リストの前記印が未読であるということであるときに、前記ユーザの前記目標のプッシュ
タスクを決定する前記ステップを実行するステップとをさらに含み、
　関心の最大の強さを有するプッシュタスクまたは関心の強さが予め決められた強さの閾
値を超えているプッシュタスクを目標のプッシュタスクとして決定する前記ステップの後
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に、
　前記ユーザに対応し、前記プッシュタスクを記憶する前記プッシュタスクリストの前記
印を既読に変更するステップをさらに含む請求項５に記載の方法。
【請求項７】
　１つまたは複数のプロセッサと、
　メモリと、
　前記メモリに記憶され、前記１つまたは複数のプロセッサによって実行される１つまた
は複数のプログラムモジュールであって、
　目標の情報に応じて、条件に合致するユーザを決定するように構成された第１の決定モ
ジュールであって、前記ユーザが、プッシュユーザによってプッシュされた前記目標の情
報を受信する権利を有する、第１の決定モジュール、
　それぞれの決定されたユーザに関して、前記目標の情報の目標識別子と前記目標の情報
に対する前記ユーザの関心の強さとを前記ユーザに関するプッシュタスクとして決定する
ように構成された第２の決定モジュール、
　関心の最大の強さを有するプッシュタスクまたは関心の強さが予め決められた強さの閾
値を超えているプッシュタスクを目標のプッシュタスクとして決定するように構成された
第３の決定モジュール、ならびに
　前記目標のプッシュタスクに対応する目標のプッシュメッセージを前記ユーザにプッシ
ュするように構成されたプッシュモジュールであって、
　プッシュされた履歴プッシュメッセージを獲得するように構成された獲得ユニットと、
　前記目標のプッシュメッセージおよび前記履歴プッシュメッセージを含むフィードバッ
クページを生成するように構成された生成ユニットと、
　前記ユーザに前記フィードバックページをプッシュするように構成されたプッシュユニ
ットとを含み、
　前記目標のプッシュメッセージが、前記目標のプッシュタスクの目標識別子に対応する
目標の情報および前記目標の情報をプッシュする前記プッシュユーザを含む、プッシュモ
ジュールを含む、１つまたは複数のプログラムモジュールとを含むサーバ。
【請求項８】
　前記生成ユニットが、
　前記履歴プッシュメッセージのプッシュの時刻を獲得するように構成された獲得サブユ
ニットと、
　前記プッシュの時刻に従った順序で前記履歴プッシュメッセージを配列するように構成
された第１の配列サブユニットと、
　関心の強さに従った順序で少なくとも１つの目標のプッシュメッセージを配列するよう
に構成された第２の配列サブユニットと、
　配列された履歴プッシュメッセージおよび配列された目標のプッシュメッセージを含む
前記フィードバックページを生成するように構成された生成サブユニットであって、前記
目標のプッシュメッセージが、前記フィードバックページ内で前記履歴プッシュメッセー
ジの前に配列される、生成サブユニットとを含む請求項７に記載のサーバ。
【請求項９】
　前記目標のプッシュメッセージに対応する前記目標のプッシュタスクを削除するように
構成された削除モジュールと、
　前記目標のプッシュメッセージを履歴プッシュメッセージとして決定するように構成さ
れた第４の決定モジュールとをさらに含む請求項７に記載のサーバ。
【請求項１０】
　前記ユーザによって送信された要求を受信するように構成された受信モジュールをさら
に含む請求項７に記載のサーバ。
【請求項１１】
　前記目標のプッシュタスクの前記目標識別子を獲得するように構成された第１の獲得モ
ジュールと、
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　前記第１の獲得モジュールによって獲得された前記目標識別子に従って予め記憶された
プッシュ情報リストを検索するように構成された検索モジュールであって、前記プッシュ
情報リストが、対応する関係の少なくとも１つのグループを記憶し、対応する関係の各グ
ループが、結びつけられる目標識別子、プッシュ情報、プッシュユーザ、およびプッシュ
の期間を含む、検索モジュールと、
　前記目標識別子と同じ対応する関係のグループ内のプッシュの期間を獲得するように構
成された第２の獲得モジュールとをさらに含み、
　前記プッシュモジュールが、前記プッシュの期間の終わりの時刻がまだ到達されていな
いときに、前記目標のプッシュタスクに対応する前記目標のプッシュメッセージを前記ユ
ーザにプッシュするようにさらに構成される請求項７から１０のいずれか一項に記載のサ
ーバ。
【請求項１２】
　前記ユーザに対応し、前記プッシュタスクを記憶するプッシュタスクリストの印が未読
であるかどうかを検出するように構成された検出モジュールをさらに含み、
　前記第３の決定モジュールが、前記検出モジュールの検出結果が、前記ユーザに対応し
、前記プッシュタスクを記憶する前記プッシュタスクリストの前記印が未読であるという
ことであるとき、前記ユーザの前記目標のプッシュタスクを決定するようにさらに構成さ
れる請求項１１に記載のサーバ。
【請求項１３】
　前記ユーザに対応し、前記プッシュタスクを記憶する前記プッシュタスクリストの前記
印を既読に変更するように構成された変更モジュールをさらに含む請求項１２に記載のサ
ーバ。
【請求項１４】
　コンピュータが実行可能な命令を記憶された非一時的コンピュータ可読記憶媒体であっ
て、前記実行可能な命令が、サーバ上で実行されるときに、目標の情報をプッシュするた
めの方法を実行し、前記方法が、
　目標の情報に応じて、条件に合致するユーザを決定するステップであって、前記ユーザ
が、プッシュユーザによってプッシュされた前記目標の情報を受信する権利を有する、ス
テップと、
　それぞれの決定されたユーザに関して、前記目標の情報の目標識別子と前記目標の情報
に対する前記ユーザの関心の強さとを前記ユーザに関するプッシュタスクとして決定する
ステップと、
　関心の最大の強さを有するプッシュタスクまたは関心の強さが予め決められた強さの閾
値を超えているプッシュタスクを目標のプッシュタスクとして決定するステップと、
　前記目標のプッシュタスクに対応する目標のプッシュメッセージを前記ユーザにプッシ
ュするステップであって、
　プッシュされた履歴プッシュメッセージを獲得するステップと、
　前記目標のプッシュメッセージおよび前記履歴プッシュメッセージを含むフィードバッ
クページを生成するステップと、
　前記ユーザに前記フィードバックページをプッシュするステップとを含み、
　前記目標のプッシュメッセージが、前記目標のプッシュタスクの目標識別子に対応する
目標の情報および前記目標の情報をプッシュする前記プッシュユーザを含む、ステップと
を含む、非一時的コンピュータ可読記憶媒体。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本開示は、インターネットアプリケーションの分野に関し、より詳細には、目標の情報
をプッシュするための方法および装置に関する。
【背景技術】
【０００２】
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　ネットワークアプリケーションが広まるにつれて、ユーザは、マイクロブログを用いる
ことによって情報を獲得する習慣を持つようになり、したがって、製品の製造業者は、マ
イクロブログを用いることによってユーザに製品の製造業者の目標の情報をプッシュする
ことを考え出す。
【０００３】
　マイクロブログを用いることによって目標の情報をプッシュする通常のプロセスにおい
ては、サーバが、初めに、タスクのリストからプッシュされる必要がある目標の情報を獲
得し、目標の情報がプッシュされる必要があるユーザの特徴に応じて特徴に合致するユー
ザが選択され、目標の情報がユーザのプッシュリストに入れられる。次に、特徴に合致す
るユーザがオンラインであるときに、ユーザのプッシュリストにプッシュされていないす
べての目標の情報が、特徴に合致するユーザにプッシュされる。
【０００４】
　しかし、ユーザがマイクロブログのアカウントにログインしてマイクロブログメッセー
ジをチェックするとき、サーバによってプッシュされた多くの目標の情報が、一度に受信
される可能性がある。ユーザは、最初のいくつかの目標の情報だけをチェックし、さらな
るマイクロブログメッセージに注意を払うのを止める可能性がある。この場合、奥の方に
あり、ユーザにとって多くの情報を与えてくれる多くの目標の情報が、ユーザまで達しな
い可能性があり、したがって、目標の情報をプッシュするためのそのような方法の配信の
品質は、十分に高くない。
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
　これに鑑み、本発明の実施形態は、目標の情報をプッシュするための方法および装置を
提供する。技術的な解決策は、以下のようなものである。
【課題を解決するための手段】
【０００６】
　態様は、目標の情報をプッシュするための方法であって、
　目標の情報に応じて、条件に合致するユーザを決定するステップであって、ユーザが、
プッシュユーザ(push user)によってプッシュされた目標の情報を受信する権利を有する
、ステップと、
　それぞれの決定されたユーザに関して、目標の情報の目標識別子と目標の情報に対する
ユーザの関心の強さとをユーザに関するプッシュタスクとして決定するステップと、
　関心の最大の強さを有するプッシュタスクまたは関心の強さが予め決められた強さの閾
値を超えているプッシュタスクを目標のプッシュタスクとして決定するステップと、
　目標のプッシュタスクに対応する目標のプッシュメッセージをユーザにプッシュするス
テップであって、目標のプッシュメッセージが、目標のプッシュタスクの目標識別子に対
応する目標の情報および目標の情報をプッシュするプッシュユーザを含む、ステップとを
含む、方法を提供する。
【０００７】
　別の態様は、目標の情報をプッシュするための装置であって、
　目標の情報に応じて、条件に合致するユーザを決定するように構成された第1の決定モ
ジュールであって、ユーザが、プッシュユーザによってプッシュされた目標の情報を受信
する権利を有する、第1の決定モジュールと、
　それぞれの決定されたユーザに関して、目標の情報の目標識別子と目標の情報に対する
ユーザの関心の強さとをユーザに関するプッシュタスクとして決定するように構成された
第2の決定モジュールと、
　関心の最大の強さを有するプッシュタスクまたは関心の強さが予め決められた強さの閾
値を超えているプッシュタスクを目標のプッシュタスクとして決定するように構成された
第3の決定モジュールと、
　目標のプッシュタスクに対応する目標のプッシュメッセージをユーザにプッシュするよ
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うに構成されたプッシュモジュールであって、目標のプッシュメッセージが、目標のプッ
シュタスクの目標識別子に対応する目標の情報および目標の情報をプッシュするプッシュ
ユーザを含む、プッシュモジュールとを含む、装置を提供する。
【０００８】
　別の態様は、コンピュータが実行可能な命令を記憶された永続的なコンピュータ可読記
憶媒体であって、これらの実行可能な命令が、サーバ上で実行されるときに、目標の情報
をプッシュするための方法を実行し、方法が、
　目標の情報に応じて、条件に合致するユーザを決定するステップであって、ユーザが、
プッシュユーザによってプッシュされた目標の情報を受信する権利を有する、ステップと
、
　それぞれの決定されたユーザに関して、目標の情報の目標識別子と目標の情報に対する
ユーザの関心の強さとをユーザに関するプッシュタスクとして決定するステップと、
　関心の最大の強さを有するプッシュタスクまたは関心の強さが予め決められた強さの閾
値を超えているプッシュタスクを目標のプッシュタスクとして決定するステップと、
　目標のプッシュタスクに対応する目標のプッシュメッセージをユーザにプッシュするス
テップであって、目標のプッシュメッセージが、目標のプッシュタスクの目標識別子に対
応する目標の情報および目標の情報をプッシュするプッシュユーザを含む、ステップとを
含む、永続的なコンピュータ可読記憶媒体を提供する。
【０００９】
　ユーザへのプッシュの際に、目標のプッシュタスクが、プッシュタスクに対するユーザ
の関心の強さに応じて決定され、目標のプッシュメッセージが、目標のプッシュタスクに
応じて決定され、目標のプッシュメッセージが、ユーザにプッシュされ、既存のテクノロ
ジーにおける目標の情報をプッシュする十分に高くないプッシュの品質の問題が、解決さ
れ、目標のプッシュタスクの獲得中、ユーザの関心の強さに応じて、関心の最大の強さを
有するかまたは予め決められた強さの閾値を超える関心の強さを有する目標のプッシュタ
スクが、選択される可能性があり、したがって、プッシュの量が、大幅に削減され、ユー
ザにプッシュされるプッシュメッセージがユーザが比較的関心のあるコンテンツであるこ
とが、保証され、プッシュの品質を改善する効果が、実現される。
【００１０】
　本発明の実施形態の技術的な解決策をより明瞭に説明するために、実施形態を示すため
の添付の図面が、以下で簡潔に紹介される。明らかに、以下の説明の添付の図面は、本出
願の一部の実施形態であるに過ぎず、当業者は、創造的な努力なしにこれらの添付の図面
に基づいてその他の図面を得ることができる。
【図面の簡単な説明】
【００１１】
【図１】本発明の実施形態による目標の情報をプッシュするための方法に関わる実装環境
の概略図である。
【図２】本発明の実施形態による目標の情報をプッシュするための方法の、方法の流れ図
である。
【図３Ａ】本発明の別の実施形態による目標の情報をプッシュするための方法の、方法の
流れ図である。
【図３Ｂ】本発明の実施形態によるフィードバックページを生成する概略的な流れ図であ
る。
【図３Ｃ】本発明の実施形態による生成されたフィードバックページの概略的図である。
【図４】本発明の実施形態による目標の情報をプッシュするための装置の概略的な構造図
である。
【図５】本発明の別の実施形態による目標の情報をプッシュするための装置の概略的な構
造図である。
【発明を実施するための形態】
【００１２】
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　本開示の目的、技術的な解決策、および利点をより明瞭にするために、以下で本開示の
実装方法を添付の図面を参照してさらに詳細に説明する。
【００１３】
　図1は、本発明の実施形態による目標の情報をプッシュするための方法に関わる実装環
境の概略図である。実装環境は、サーバ120および少なくとも1つの端末140を含む可能性
があり、サーバ120は、有線でまたはワイヤレスで各端末140に別々に接続される。
【００１４】
　サーバ120は、1つのサーバであるか、もしくはいくつかのサーバから形成されたサーバ
クラスタである可能性があり、またはクラウドコンピューティングサービスセンターであ
る。サーバ120は、各端末140によって送信された要求(たとえば、マイクロブログのアカ
ウントにログインする要求、マイクロブログをリフレッシュする要求)を受信し、プッシ
ュされる必要がある目標の情報を保存する。
【００１５】
　端末140は、サーバ120に要求を送信することができるクライアントが実行される電子デ
バイスである可能性がある。電子デバイスは、スマートフォン、タブレット、コンピュー
タ、スマートTV、電子リーダ、動画専門家グループオーディオレイヤIII(MP3: Moving Pi
cture Experts Group Audio Layer III)プレイヤー、動画専門家グループオーディオレイ
ヤIV(MP4: Moving Picture Experts Group Audio Layer IV)プレイヤー、ラップトップコ
ンピュータ、デスクトップコンピュータなどである可能性がある。
【００１６】
　図2を参照すると、図2は、本発明の実施形態による目標の情報をプッシュするための方
法の、方法の流れ図である。目標の情報をプッシュするための方法は、主として、図1に
示される実装環境において適用されるサーバ120の例を用いることによって説明される。
目標の情報をプッシュするための方法は、以下を含み得る。
【００１７】
　201:　目標の情報に応じて、条件に合致する少なくとも1人のユーザを決定し、少なく
とも1人のユーザは、プッシュユーザによってプッシュされた目標の情報を受信する権利
を有する。
【００１８】
　202:　それぞれの決定されたユーザに関して、目標の情報の目標識別子と目標の情報に
対するユーザの関心の強さとをユーザに関するプッシュタスクとして決定する。
【００１９】
　203:　関心の最大の強さを有するプッシュタスクまたは関心の強さが予め決められた強
さの閾値を超えているプッシュタスクを目標のプッシュタスクとして決定する。
【００２０】
　204:　目標のプッシュタスクに対応する目標のプッシュメッセージをユーザにプッシュ
し、目標のプッシュメッセージは、目標のプッシュタスクの目標識別子に対応する目標の
情報および目標の情報をプッシュするプッシュユーザを含む。
【００２１】
　結論として、本発明の実施形態において提供される目標の情報をプッシュするための方
法においては、ユーザへのプッシュの際に、目標のプッシュタスクが、プッシュタスクに
対するユーザの関心の強さに応じて決定され、目標のプッシュメッセージが、目標のプッ
シュタスクに応じて決定され、目標のプッシュメッセージが、ユーザにプッシュされ、既
存のテクノロジーにおける目標の情報をプッシュする十分に高くないプッシュの品質の問
題が、解決され、目標のプッシュタスクの獲得中、ユーザの関心の強さに応じて、関心の
最大の強さを有するかまたは予め決められた強さの閾値を超える関心の強さを有する目標
のプッシュタスクが、選択される可能性があり、したがって、プッシュの量が、大幅に削
減され、ユーザにプッシュされるプッシュメッセージがユーザが比較的関心のあるコンテ
ンツであることが、保証され、プッシュの品質を改善する効果が、実現される。
【００２２】
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　図3Aを参照すると、図3Aは、本発明の実施形態による目標の情報をプッシュするための
方法の、方法の流れ図である。目標の情報をプッシュするための方法は、主として、図1
に示された実装環境において適用されるサーバ120の例を用いることによって説明される
。目標の情報をプッシュするための方法は、以下を含み得る。
【００２３】
　301:　目標の情報に応じて、条件に合致するユーザを決定する。
【００２４】
　ここで、条件に合致することとは、ユーザがプッシュユーザによってプッシュされた目
標の情報を受信する権利を有することである。加えて、条件に合致することとは、ユーザ
の特徴が目標の情報において必要とされるユーザの特徴に合致することをさらに含み得る
。
【００２５】
　プッシュされる必要がある目標の情報に応じてユーザが決定されるとき、条件に合致す
るユーザが、目標の情報において必要とされるユーザの特徴と、ユーザが目標の情報に対
応するプッシュユーザのフォロワであるかどうかとを用いることによって決定される可能
性がある。
【００２６】
　ここで、プッシュされる目標の情報は、任意の商品の広告である可能性があり、または
プッシュされる必要がある任意のコンテンツ、たとえば、通知、ニュース、旅行者向け情
報、天気予報である可能性もある。
【００２７】
　ここで、ユーザの特徴は、性別、年齢、趣味、職業、学生、被雇用者、身長、星座など
を含み得る。たとえば、1つの目標の情報は、20歳から30歳までの年齢のユーザにプッシ
ュされる必要がある。別の例として、1つの目標の情報は、学生にプッシュされる必要が
ある。
【００２８】
　目標の情報はユーザの特徴および目標の情報をプッシュするプッシュユーザに対応する
ことに留意されたい。通常、プッシュユーザは、多くのフォロワを有するユーザ、たとえ
ば、ある分野の有名人またはスターである可能性がある。たとえば、スターのマイクロブ
ログを用いることによって広告を送信する必要があるとき、製品の製造業者は、スターお
よびマイクロブログサーバとネゴシエーションし、広告に対応するユーザの特徴をマイク
ロブログサーバに知らせる可能性があり、それに対応して、マイクロブログサーバは、広
告、ユーザの特徴、およびスターユーザをプッシュされる必要がある1つのタスクとして
保存する。
【００２９】
　したがって、通常、ユーザリストが、プッシュされる必要があるそれぞれの目標の情報
に関して得られる可能性があり、ユーザリストの各ユーザが、目標の情報に対応する。
【００３０】
　あり得る実装の方法において、条件に合致することとは、さらに、ユーザの特徴が目標
の情報において必要とされるユーザの特徴に合致し、ユーザがプッシュユーザによってプ
ッシュされた目標の情報を受信する権利を有し、目標の情報に対するユーザの関心の強さ
が予め決められた強さの閾値を超えることである可能性がある。つまり、条件に合致する
ユーザがプッシュされる必要がある目標の情報に応じて決定されるとき、目標の情報に対
するユーザの関心の強さが、さらに考慮に入れられ得る。関心の強さが予め決められた強
さの閾値を超える場合、それは、ユーザが目標の情報に対して比較的関心があり、この場
合、ユーザにプッシュされる目標の情報が比較的大きな価値があることを示す。
【００３１】
　302:　それぞれの決定されたユーザに関して、目標の情報の目標識別子と目標の情報に
対するユーザの関心の強さとをユーザに関するプッシュタスクとして決定する。
【００３２】
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　ユーザが決定された後、目標の情報に対する各ユーザの関心の度合い、すなわち、関心
の強さが、関連するアルゴリズムに従ってさらに決定され得る。たとえば、目標の情報に
対するユーザの関心の強さは、ユーザの特徴、ユーザの関心または趣味などに応じて計算
され得る。
【００３３】
　実際の応用においては、管理およびプッシュを容易にするために、各ユーザが、1つの
プッシュタスクリストに対応する。プッシュタスクリストは、プッシュタスクを含み、各
プッシュタスクは、目標の情報の目標識別子および目標の情報に対するユーザの関心の強
さを含み、ステップ301において決定されたユーザが条件に合致するとき、プッシュタス
クの目標の情報は、対応する目標の情報である。プッシュタスクリストが、下のTable 1(
表1)に示され得る。
【００３４】
【表１】

【００３５】
　303:　ユーザによって送信された要求が受信されるとき、ユーザに対応し、プッシュタ
スクを記憶するプッシュタスクリストの印(mark)が未読であるかどうかを検出する。
【００３６】
　ここで、ユーザのクライアントまたはウェブページから送信された要求を受信すること
は、ユーザアカウントによって送信されたログイン要求、情報を獲得する獲得要求、目標
の情報を獲得することを要求する獲得要求などを受信することである可能性がある。たと
えば、マイクロブログアプリケーションを例として用いることによって、ユーザアカウン
トによって送信される受信される要求は、マイクロブログログイン要求、マイクロブログ
をリフレッシュするための獲得要求、マイクロブログの広告を獲得することを要求する獲
得要求などである可能性がある。
【００３７】
　ユーザのクライアントまたはウェブページから送信された要求を受信した後、サーバは
、ユーザに対応し、プッシュタスクを記憶するプッシュタスクリストの印が未読であるか
どうかをさらに検出する。概して、ユーザのクライアントまたはウェブページから送信さ
れた要求を受信した後に、サーバが、ユーザのプッシュタスクリストが未読であるかどう
かを判定し、未読である場合にはいつも、それは、プッシュタスクリストのタスクがユー
ザにプッシュされていないことを示し、したがって、ステップ304が実行される可能性が
ある。ユーザのプッシュタスクリストが既読であることが検出される場合、それは、プッ
シュタスクリストが既読であることを示し、同じプッシュコンテンツがユーザに連続して
送信される場合を避けるために、ステップ304がスキップされる。
【００３８】
　304:　検出結果が、ユーザに対応し、プッシュタスクを記憶するプッシュタスクリスト
の印が未読であるということであるとき、関心の最大の強さを有するプッシュタスクまた
は関心の強さが予め決められた強さの閾値を超えているプッシュタスクを目標のプッシュ
タスクとして決定する。
【００３９】
　ユーザに対応するプッシュタスクリストが未読であることが検出されるとき、プッシュ
条件に合致するプッシュタスクが、プッシュタスクリストから獲得される可能性があり、
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【００４０】
　たとえば、関心の最大の強さを有するプッシュタスクが、ユーザのプッシュタスクリス
トから獲得される可能性があり、プッシュタスクが、目標のプッシュタスクとして使用さ
れる。別の例として、関心の強さが予め決められた強さの閾値を越えている1つまたは複
数のプッシュタスクが、ユーザのプッシュタスクリストから獲得される可能性があり、1
つまたは複数のプッシュタスクが、目標のプッシュタスクとして使用される。
【００４１】
　たとえば、上のTable 1(表1)を例として用いることによって、関心の最大の強さを有す
るプッシュタスク1が、目標のプッシュタスクとして選択される可能性があり、またはプ
ッシュタスク1と関心の強さが0.8を超えているプッシュタスク2とが、目標のプッシュタ
スクとして選択される可能性もある。
【００４２】
　305:　ユーザに対応し、プッシュタスクを記憶するプッシュタスクリストの印を既読に
変更する。
【００４３】
　目標のプッシュタスクが決定された後、ユーザが現在オンラインであるときにプッシュ
タスクリストが再び読まれるためにユーザに対する妨害を避けるために、ユーザに対応す
るプッシュタスクリストの印が、既読に変更され得る。
【００４４】
　306:　目標のプッシュタスク内の目標識別子を獲得する。
【００４５】
　目標のプッシュタスクが決定された後、目標のプッシュタスクの目標識別子がさらに獲
得される可能性がある。たとえば、Table 1(表1)が引き続き例として使用され、目標のプ
ッシュタスクがプッシュタスク1であると決定されるとき、プッシュタスク1の目標識別子
1が獲得される。
【００４６】
　307:　目標識別子に従って予め記憶されたプッシュ情報リストを検索する。
【００４７】
　ここで、プッシュ情報リストは、対応する関係の少なくとも1つのグループを記憶する
ためのものであり、対応する関係の各グループは、結びつけられる目標識別子、プッシュ
情報、プッシュユーザ、およびプッシュの期間を含む。
【００４８】
　実際の応用においては、データの管理およびプッシュを容易にするために、サーバは、
それぞれの目標の情報のタスクデータをさらに保存する可能性があり、目標の情報のタス
クデータは、結びつけられる目標識別子、プッシュ情報、プッシュユーザ、およびプッシ
ュの期間を含む可能性があり、タスクデータは、プッシュ情報リストに対応する関係のグ
ループとして記憶される可能性がある。ここで、プッシュ情報は、目標の情報の実際にプ
ッシュされたコンテンツであり、プッシュの期間は、プロモータ(promoter)およびサーバ
によってネゴシエーションされたプッシュ時間である。
【００４９】
　プッシュ情報リストに関して、以下の通りTable 2(表2)がさらに参照され得る。
【００５０】
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【表２】

【００５１】
　それぞれの目標の情報に関して、プッシュ情報リストは、目標の情報に対応するタスク
データを記憶し、したがって、目標の情報の目標識別子が決定される限り、目標の情報に
対応するプッシュ情報、プッシュユーザ、およびプッシュの期間が、プッシュ情報リスト
に従って発見され得ることがさらに留意される必要がある。
【００５２】
　308:　目標識別子と同じ対応する関係のグループ内のプッシュの期間を獲得する。
【００５３】
　プッシュ情報リストから、目標識別子と同じ対応する関係のグループ内のプッシュの期
間を獲得する。たとえば、目標識別子が目標識別子2であるとき、プッシュ情報リストが
、目標識別子2に従って検索される可能性があり、目標識別子2に対応するプッシュの期間
が16:00～17:50であることが発見される。
【００５４】
　実際の応用においては、目標の情報がプッシュされる前に、フィードバックページが形
成され、フィードバックページは、プッシュされる情報および通常の情報を含む。プッシ
ュされたある目標の情報に関して、目標の情報はまだプッシュの期間内にある可能性があ
るので、推薦の強さを上げるために、目標の情報は、最新の目標のプッシュタスクに対応
するコンテンツと一緒にさらにプッシュされる可能性がある。詳細に関してはステップ30
9からステップ312が参照され得る。
【００５５】
　309:　プッシュの期間の終わりの瞬間がまだ到達されていない場合、目標のプッシュタ
スクの目標識別子に対応する目標の情報および目標の情報のプッシュユーザを用いること
によって目標のプッシュメッセージを生成する。
【００５６】
　実際の応用においては、プッシュ情報リストが検索される可能性があり、目標のプッシ
ュタスクの目標識別子に対応する目標の情報および目標の情報に対応するプッシュユーザ
が、プッシュ情報リストから発見され、それから、目標のプッシュメッセージが、発見さ
れた目標の情報およびプッシュユーザを用いることによって生成される。
【００５７】
　310:　プッシュされた履歴的なプッシュメッセージを獲得する。
【００５８】
　この時点で目標のプッシュタスクに対応するプッシュの期間の終わりの瞬間がまだ到達
されていない場合、それは、目標のプッシュタスクに対応する目標の情報がまだプッシュ
される可能性があることを示す。
【００５９】
　たとえば、プッシュの期間が3月17日の16:00から17:50であり、現時点が3月17日の16:2
8であるとき、この場合、プッシュの期間の条件が満たされ、したがって、プッシュの期
間に対応する目標の情報がプッシュされる可能性がある。
【００６０】
　ここで、履歴的なプッシュメッセージは、プッシュされたプッシュメッセージであり、
プッシュメッセージは、目標の情報および目標の情報をプッシュするプッシュユーザを含
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み得る。
【００６１】
　実際の応用において、履歴的なプッシュメッセージは、履歴的なメッセージの記憶空間
に保存される可能性がある。履歴的なプッシュメッセージは、獲得される必要があるとき
、履歴的なメッセージの記憶空間から獲得され得る。ここで、プッシュされた履歴的なプ
ッシュメッセージが獲得されるとき、再びプッシュされる条件に合致する履歴的なプッシ
ュメッセージが、獲得される可能性があり、プッシュされる条件は、プッシュの期間がま
だ有効であることと、関心の強さが最大であるかまたは関心の強さが予め決められた強さ
の閾値を超えていることとのうちの1つを含み得る。
【００６２】
　311:　目標のプッシュメッセージおよび履歴的なプッシュメッセージを含むフィードバ
ックページを生成する。
【００６３】
　ここで、目標のプッシュメッセージは、目標のプッシュタスクの目標識別子に対応する
目標の情報および目標の情報をプッシュするプッシュユーザを含み得る。
【００６４】
　通常、生成されるフィードバックページは、ユーザが獲得することを要求する通常のメ
ッセージを含むか、または目標のプッシュメッセージおよび履歴的なプッシュメッセージ
をさらに含む可能性がある。ここで、通常のメッセージは、サーバによって処理されない
、ユーザによってフォローされた別のユーザによってポストされるメッセージである。
【００６５】
　図3Bを参照すると、図3Bは、本発明の実施形態によるフィードバックページを生成する
概略的な流れ図である。目標のプッシュメッセージおよび履歴的なプッシュメッセージを
含むフィードバックページが生成されるとき、以下のステップが含まれ得る。
【００６６】
　311a:　履歴的なプッシュメッセージのプッシュの瞬間を獲得する。
【００６７】
　概して、履歴的なプッシュメッセージは、ユーザのクライアントまたはウェブページか
ら送信された要求が前に受信されているときにクライアントまたはウェブページにプッシ
ュされたプッシュメッセージであり、それに対応して、それぞれの履歴的なプッシュメッ
セージは、プッシュされる1つのプッシュの瞬間に対応し、履歴的なプッシュメッセージ
がプッシュされた後に保存されるとき、履歴的なプッシュメッセージのプッシュの瞬間が
同時に保存される。
【００６８】
　311b:　プッシュの瞬間に従った順序で履歴的なプッシュメッセージを配列する。
【００６９】
　311c:　関心の強さに従った順序で少なくとも1つの目標のプッシュメッセージを配列す
る。
【００７０】
　複数の目標のプッシュメッセージが存在するとき、複数の目標のプッシュメッセージは
、それぞれの目標のプッシュメッセージの関心の強さに従った順序で配列される可能性が
ある。
【００７１】
　311d:　配列された履歴的なプッシュメッセージおよび配列された目標のプッシュメッ
セージを含むフィードバックページを生成し、フィードバックページの目標のプッシュメ
ッセージは、履歴的なプッシュメッセージの前に配列される。
【００７２】
　つまり、生成されるフィードバックページは、配列された履歴的なプッシュメッセージ
および配列された目標のプッシュメッセージを含む可能性があり、目標のプッシュメッセ
ージは、通常、履歴的なプッシュメッセージの前に配列される。このようにして、ユーザ
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は、前に配列された目標のプッシュメッセージと後ろに配列された履歴的なプッシュメッ
セージとをより容易に見ることができる。明らかに、生成されるフィードバックページ上
で、通常、フィードバックページは、通常のメッセージ、すなわち、ユーザによってフォ
ローされた別のユーザによってポストされたメッセージをさらに含み、つまり、これらの
目標のプッシュメッセージ、履歴的なプッシュメッセージ、および通常のメッセージが、
フィードバックページを形成するためにタイムラインに従って配列される。
【００７３】
　たとえば、図3Cを参照すると、図3Cは、本発明の実施形態による生成されたフィードバ
ックページの概略図である。ユーザ名は、「Mumu」であり、フィードバックページは、プ
ッシュユーザ「Home Expo」によってプッシュされた目標のプッシュメッセージ1、プッシ
ュユーザ「shopping channel」によってプッシュされた履歴的なプッシュメッセージ1、
ユーザ「Qingqing」によってポストされた通常のメッセージ1、およびユーザ「Xiaoyi」
によってポストされた通常のメッセージ2を含む。
【００７４】
　312:　ユーザにフィードバックページをプッシュする。
【００７５】
　フィードバックページが生成された後、生成されたフィードバックページが、ユーザの
クライアントまたはウェブページにプッシュされる。クライアントは、図1に示された実
装環境内の任意の端末140上で実行されるクライアントである可能性があり、またはウェ
ブページは、図1に示された実行環境内の任意の端末140上に表示されるウェブページであ
る可能性がある。
【００７６】
　概して、目標のプッシュメッセージがユーザにプッシュされた後、サーバは、目標のプ
ッシュメッセージに対応するプッシュタスクを削除し、目標のプッシュメッセージを履歴
的なプッシュメッセージとして決定する可能性がある。つまり、プッシュされた目標のプ
ッシュメッセージに対応するプッシュタスクは、もはや次回の目標のプッシュタスクの獲
得の候補ではない。
【００７７】
　結論として、本発明の実施形態において提供される目標の情報をプッシュするための方
法においては、ユーザへのプッシュの際に、目標のプッシュタスクが、プッシュタスクに
対するユーザの関心の強さに応じて決定され、目標のプッシュメッセージが、目標のプッ
シュタスクに応じて決定され、目標のプッシュメッセージが、ユーザにプッシュされ、既
存のテクノロジーにおける目標の情報をプッシュする十分に高くないプッシュの品質の問
題が、解決され、目標のプッシュタスクの獲得中、ユーザの関心の強さに応じて、関心の
最大の強さを有するかまたは予め決められた強さの閾値を超える関心の強さを有する目標
のプッシュタスクが、選択される可能性があり、したがって、プッシュの量が、大幅に削
減され、ユーザにプッシュされるプッシュメッセージがユーザが比較的関心のあるコンテ
ンツであることが、保証され、プッシュの品質を改善する効果が、実現される。
【００７８】
　上記のステップはサーバのモジュールによって実装される可能性があり、または複数の
モジュールによって実装される可能性もあり、上述のステップは異なる実施形態を形成す
るために任意のあり得る方法で組み合わされる可能性があることが、さらに留意される必
要がある。
【００７９】
　本発明の装置の実施形態が以下で提供され、説明されない詳細に関しては、上の対応す
る方法の実施形態が参照され得る。
【００８０】
　図4を参照すると、図4は、本発明の実施形態による目標の情報をプッシュするための装
置の概略的な構造図である。目標の情報をプッシュするための装置は、主として、図1に
示された実装環境において適用されるサーバ120の例を用いることによって説明される。
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サーバ120は、1つまたは複数のプロセッサと、メモリと、目標の情報をプッシュするため
の装置を構成する1つまたは複数のプログラムモジュールとを含む。1つまたは複数のプロ
グラムモジュールは、メモリに記憶され、目標の情報をプッシュするための方法を実施す
るために1つまたは複数のプロセッサによって実行される。複数のプログラムモジュール
は、第1の決定モジュール402、第2の決定モジュール404、第3の決定モジュール406、およ
びプッシュモジュール408を含む。
【００８１】
　第1の決定モジュール402は、目標の情報に応じて、条件に合致するユーザを決定するよ
うに構成される可能性があり、ユーザは、プッシュユーザによってプッシュされた目標の
情報を受信する権利を有する。
【００８２】
　第2の決定モジュール404は、それぞれの決定されたユーザに関して、目標の情報の目標
識別子と目標の情報に対するユーザの関心の強さとをユーザに関するプッシュタスクとし
て決定するように構成される可能性がある。
【００８３】
　第3の決定モジュール406は、関心の最大の強さを有するプッシュタスクまたは関心の強
さが予め決められた強さの閾値を超えているプッシュタスクを目標のプッシュタスクとし
て決定するように構成される可能性がある。
【００８４】
　プッシュモジュール408は、目標のプッシュタスクに対応する目標のプッシュメッセー
ジをユーザにプッシュするように構成される可能性があり、目標のプッシュメッセージは
、目標のプッシュタスクの目標識別子に対応する目標の情報および目標の情報をプッシュ
するプッシュユーザを含む。
【００８５】
　結論として、本発明の実施形態において提供される目標の情報をプッシュするための装
置においては、ユーザへのプッシュの際に、目標のプッシュタスクが、プッシュタスクに
対するユーザの関心の強さに応じて決定され、目標のプッシュメッセージが、目標のプッ
シュタスクに応じて決定され、目標のプッシュメッセージが、ユーザにプッシュされ、既
存のテクノロジーにおける目標の情報をプッシュする十分に高くないプッシュの品質の問
題が、解決され、目標のプッシュタスクの獲得中、ユーザの関心の強さに応じて、関心の
最大の強さを有するかまたは予め決められた強さの閾値を超える関心の強さを有する目標
のプッシュタスクが、選択される可能性があり、したがって、プッシュの量が、大幅に削
減され、ユーザにプッシュされるプッシュメッセージがユーザが比較的関心のあるコンテ
ンツであることが、保証され、プッシュの品質を改善する効果が、実現される。
【００８６】
　図5を参照すると、図5は、本発明の別の実施形態による目標の情報をプッシュするため
の装置の概略的な構造図である。目標の情報をプッシュするための装置は、主として、図
1に示された実装環境において適用されるサーバ120の例を用いることによって説明される
。サーバ120は、1つまたは複数のプロセッサと、メモリと、目標の情報をプッシュするた
めの装置を構成する1つまたは複数のプログラムモジュールとを含む。1つまたは複数のプ
ログラムモジュールは、メモリに記憶され、目標の情報をプッシュするための方法を実施
するために1つまたは複数のプロセッサによって実行される。複数のプログラムモジュー
ルは、第1の決定モジュール502、第2の決定モジュール504、第3の決定モジュール506、お
よびプッシュモジュール508を含む。
【００８７】
　第1の決定モジュール502は、目標の情報に応じて、条件に合致するユーザを決定するよ
うに構成される可能性があり、ユーザは、プッシュユーザによってプッシュされた目標の
情報を受信する権利を有する。
【００８８】
　第2の決定モジュール504は、それぞれの決定されたユーザに関して、目標の情報の目標
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識別子と目標の情報に対するユーザの関心の強さとをユーザに関するプッシュタスクとし
て決定するように構成される可能性がある。
【００８９】
　第3の決定モジュール506は、関心の最大の強さを有するプッシュタスクまたは関心の強
さが予め決められた強さの閾値を超えているプッシュタスクを目標のプッシュタスクとし
て決定するように構成される可能性がある。
【００９０】
　プッシュモジュール508は、目標のプッシュタスクに対応する目標のプッシュメッセー
ジをユーザにプッシュするように構成される可能性があり、目標のプッシュメッセージは
、目標のプッシュタスクの目標識別子に対応する目標の情報および目標の情報をプッシュ
するプッシュユーザを含む。
【００９１】
　図5に示された実施形態の第1のあり得る実装方法において、プッシュモジュール508は
、獲得ユニット508a、生成ユニット508b、およびプッシュユニット508cを含み得る。
【００９２】
　獲得ユニット508aは、プッシュされた履歴的なプッシュメッセージを獲得するように構
成され得る。
【００９３】
　生成ユニット508bは、目標のプッシュメッセージおよび履歴的なプッシュメッセージを
含むフィードバックページを生成するように構成され得る。
【００９４】
　プッシュユニット508cは、ユーザにフィードバックページをプッシュするように構成さ
れ得る。
【００９５】
　図5に示された実施形態の第2のあり得る実装方法において、生成ユニット508bは、獲得
サブユニット508b1、第1の配列サブユニット508b2、第2の配列サブユニット508b3、およ
び生成サブユニット508b4を含み得る。
【００９６】
　獲得サブユニット508b1は、履歴的なプッシュメッセージのプッシュの瞬間を獲得する
ように構成され得る。
【００９７】
　第1の配列サブユニット508b2は、プッシュの瞬間に従った順序で履歴的なプッシュメッ
セージを配列するように構成され得る。
【００９８】
　第2の配列サブユニット508b3は、関心の強さに従った順序で少なくとも1つの目標のプ
ッシュメッセージを配列するように構成され得る。
【００９９】
　生成サブユニット508b4は、配列された履歴的なプッシュメッセージおよび配列された
目標のプッシュメッセージを含むフィードバックページを生成するように構成される可能
性があり、フィードバックページの目標のプッシュメッセージは、履歴的なプッシュメッ
セージの前に配列される。
【０１００】
　図5に示された実施形態の第3のあり得る実装方法において、目標の情報をプッシュする
ための装置は、削除モジュール520および第4の決定モジュール522をさらに含み得る。
【０１０１】
　削除モジュール520は、目標のプッシュメッセージに対応する目標のプッシュタスクを
削除するように構成され得る。
【０１０２】
　第4の決定モジュール522は、目標のプッシュメッセージを履歴的なプッシュメッセージ
として決定するように構成され得る。
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【０１０３】
　図5に示された実施形態の第4のあり得る実装方法において、目標の情報をプッシュする
ための装置は、受信モジュール505をさらに含み得る。
【０１０４】
　受信モジュール505は、ユーザによって送信された要求を受信するように構成され得る
。
【０１０５】
　図5に示された実施形態の第5のあり得る実装方法において、目標の情報をプッシュする
ための装置は、第1の獲得モジュール510、検索モジュール512、および第2の獲得モジュー
ル514をさらに含み得る。
【０１０６】
　第1の獲得モジュール510は、目標のプッシュタスクの目標識別子を獲得するように構成
され得る。
【０１０７】
　検索モジュール512は、第1の獲得モジュール510によって獲得された目標識別子に従っ
て予め記憶されたプッシュ情報リストを検索するように構成される可能性があり、プッシ
ュ情報リストは、対応する関係の少なくとも1つのグループを記憶し、対応する関係の各
グループは、結びつけられる目標識別子、プッシュ情報、プッシュユーザ、およびプッシ
ュの期間を含む。
【０１０８】
　第2の獲得モジュール514は、目標識別子と同じ対応する関係のグループ内のプッシュの
期間を獲得するように構成され得る。
【０１０９】
　プッシュモジュール508は、プッシュの期間の終わりの瞬間がまだ到達されていないと
き、目標のプッシュタスクに対応する目標のプッシュメッセージをユーザのクライアント
にプッシュするようにさらに構成され得る。
【０１１０】
　図5に示された実施形態の第6のあり得る実装方法において、目標の情報をプッシュする
ための装置は、検出モジュール516をさらに含み得る。
【０１１１】
　検出モジュール516は、ユーザに対応し、プッシュタスクを記憶するプッシュタスクリ
ストの印が未読であるかどうかを検出するように構成され得る。
【０１１２】
　第3の決定モジュール506は、検出モジュール516の検出結果が、ユーザに対応し、プッ
シュタスクを記憶するプッシュタスクリストの印が未読であるということであるとき、ユ
ーザの目標のプッシュタスクを決定するようにさらに構成され得る。
【０１１３】
　目標の情報をプッシュするための装置は、変更モジュール518をさらに含み得る。
【０１１４】
　変更モジュール518は、ユーザに対応し、プッシュタスクを記憶するプッシュタスクリ
ストの印を既読に変更するように構成され得る。
【０１１５】
　結論として、本発明の実施形態において提供される目標の情報をプッシュするための装
置においては、ユーザへのプッシュの際に、目標のプッシュタスクが、プッシュタスクに
対するユーザの関心の強さに応じて決定され、目標のプッシュメッセージが、目標のプッ
シュタスクに応じて決定され、目標のプッシュメッセージが、ユーザにプッシュされ、既
存のテクノロジーにおける目標の情報をプッシュする十分に高くないプッシュの品質の問
題が、解決され、目標のプッシュタスクの獲得中、ユーザの関心の強さに応じて、関心の
最大の強さを有するかまたは予め決められた強さの閾値を超える関心の強さを有する目標
のプッシュタスクが、選択される可能性があり、したがって、プッシュの量が、大幅に削
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減され、ユーザにプッシュされるプッシュメッセージがユーザが比較的関心のあるコンテ
ンツであることが、保証され、プッシュの品質を改善する効果が、実現される。
【０１１６】
　上述の実施形態において提供された目標の情報をプッシュするための装置が目標の情報
をプッシュするとき、機能モジュールの上述の分割は説明のための例として用いられるに
過ぎないことに留意されたい。実際の応用において、上述の機能は、ニーズに応じて異な
る機能モジュールによって達成されるように割り振られる可能性があり、つまり、サーバ
の内部構造は、上述の機能のすべてまたは一部を達成するための異なる機能モジュールに
分割される。加えて、上述の実施形態において提供された目標の情報をプッシュするため
の装置は、目標の情報をプッシュするための方法の実施形態と同じ概念を共有しており、
装置の特定の実装プロセスに関しては方法の実施形態が参照可能であり、その実装プロセ
スは、本明細書においてもはや詳細に説明されない。
【０１１７】
　本発明の上述の実施形態の連番は、説明の便宜のためのものに過ぎず、実施形態の間の
優先度を示唆しない。
【０１１８】
　当業者は、上述の実施形態のステップのすべてまたは一部が、ハードウェアを用いるこ
とによって実装される可能性があり、または関連するハードウェアに指示を与えるプログ
ラムによって実装される可能性があることを理解するであろう。プログラムは、コンピュ
ータ可読ストレージ媒体に記憶され得る。ストレージ媒体は、読み出し専用メモリ、磁気
ディスク、または光ディスクなどである可能性がある。
【０１１９】
　上述の説明は、本発明の好ましい実施形態であるに過ぎず、本発明を限定するように意
図されていない。本発明の精神および原理の中でなされたあらゆる修正、均等な置き換え
、または改善は、本発明の保護範囲に入る。
【符号の説明】
【０１２０】
　　120　サーバ
　　140　端末
　　402　第1の決定モジュール
　　404　第2の決定モジュール
　　406　第3の決定モジュール
　　408　プッシュモジュール
　　502　第1の決定モジュール
　　504　第2の決定モジュール
　　505　受信モジュール
　　506　第3の決定モジュール
　　508　プッシュモジュール
　　508a　獲得ユニット
　　508b　生成ユニット
　　508c　プッシュユニット
　　508b1　獲得サブユニット
　　508b2　第1の配列サブユニット
　　508b3　第2の配列サブユニット
　　508b4　生成サブユニット
　　510　第1の獲得モジュール
　　512　検索モジュール
　　514　第2の獲得モジュール
　　516　検出モジュール
　　520　削除モジュール
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　　522　第4の決定モジュール

【図１】

【図２】

【図３Ａ】



(19) JP 6331053 B2 2018.5.30

【図３Ｂ】 【図３Ｃ】

【図４】 【図５】



(20) JP 6331053 B2 2018.5.30

10

フロントページの続き

(72)発明者  フイ・ワン
            中華人民共和国・グアンドン・５１８０００・シェンジェン・フーティエン・ディストリクト・ジ
            ェンシン・ロード・エスイージー・パーク・イースト・ブロック・２・ルーム・４０３
(72)発明者  リ・リウ
            中華人民共和国・グアンドン・５１８０００・シェンジェン・フーティエン・ディストリクト・ジ
            ェンシン・ロード・エスイージー・パーク・イースト・ブロック・２・ルーム・４０３

    審査官  小林　義晴

(56)参考文献  特開２００７－２０１７４２（ＪＰ，Ａ）　　　
              特表２０１０－５２２９１２（ＪＰ，Ａ）　　　
              米国特許第０８５２６９８２（ＵＳ，Ｂ１）　　
              中国特許出願公開第１０１５２０８７８（ＣＮ，Ａ）　　　

(58)調査した分野(Int.Cl.，ＤＢ名)
              Ｇ０６Ｆ　　１３／００　　　　
              Ｇ０６Ｑ　　５０／００　　　　


	biblio-graphic-data
	claims
	description
	drawings
	overflow

