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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　ネットワーク上でモバイル装置にコンテンツを提供するのに使用するネットワーク装置
であって、
　データを記憶するためのメモリ構成要素と、
　前記モバイル装置が前記ネットワークを通じて最初に通信した場合に、モバイルユーザ
プロフィールを確立する段階、
　ソース装置からモバイル装置に向けられたメッセージを代行受信する段階、
　前記モバイル装置の特徴から及びモバイルユーザによる該モバイル装置の追跡された使
用から前記モバイルユーザプロフィールについての情報を判断する段階、
　前記代行受信メッセージのコンテンツを分析する段階、
　前記モバイルユーザプロフィール及び前記分析されたコンテンツに基づいて、アクショ
ン可能イベントを用いて前記代行受信メッセージを修正する段階、及び
　前記モバイルユーザが、非要求コンテンツを受信するために前記アクション可能イベン
トを選択することを可能にされる、前記修正メッセージを前記モバイル装置に供給する段
階、
　を含む、アクションを可能にするデータを実行するための処理構成要素と、
　を含むことを特徴とするネットワーク装置。
【請求項２】
　前記モバイルユーザプロフィールを判断する段階は、前記モバイル装置の地理的ロケー
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ションを判断する段階を更に含み、
　前記代行受信メッセージを修正する段階は、該代行受信メッセージを修正するのに用い
る前記アクション可能イベントを判断するために前記地理的ロケーションを同じく使用す
る段階を更に含む、
　ことを特徴とする請求項１に記載のネットワーク装置。
【請求項３】
　前記アクションは、
　前記モバイルユーザプロフィール及び前記分析されたコンテンツに基づいてテキストを
挿入することにより前記代行受信メッセージを更に修正する段階、
　を更に含む、
　ことを特徴とする請求項１に記載のネットワーク装置。
【請求項４】
　前記アクション可能イベントは、前記モバイル装置の前記モバイルユーザによる前記ネ
ットワーク上のアクションを促すように構成されたテキストメッセージ、グラフィック、
オーディオファイル、又はビデオファイルのうちの少なくとも１つを更に含むことを特徴
とする請求項１に記載のネットワーク装置。
【請求項５】
　前記代行受信メッセージを修正する段階は、前記アクション可能イベントを該代行受信
メッセージに挿入する段階を更に含むことを特徴とする請求項１に記載のネットワーク装
置。
【請求項６】
　前記代行受信メッセージを修正する段階は、該代行受信メッセージの前記コンテンツを
該代行受信メッセージの少なくとも一部分と前記アクション可能イベントとによって置換
する段階を更に含むことを特徴とする請求項１に記載のネットワーク装置。
【請求項７】
　前記代行受信メッセージを修正する段階は、該代行受信メッセージの前記コンテンツを
該代行受信メッセージの該コンテンツへの「ユニフォームリソースロケータ（ＵＲＬ）」
又は電話番号と前記非要求コンテンツとによって置換する段階を更に含むことを特徴とす
る請求項１に記載のネットワーク装置。
【請求項８】
　ネットワーク上のモバイル通信を管理する方法であって、
　ソース装置からモバイル装置に向けられたメッセージを代行受信する段階と、
　前記代行受信メッセージのコンテンツを分析する段階と、
　前記モバイル装置が前記ネットワークを通じて最初に通信したときに、モバイルユーザ
プロフィールを確立する段階と、
　前記モバイル装置の特徴から及びモバイルユーザによる該モバイル装置の追跡された使
用から前記モバイルユーザプロフィールを判断する段階と、
　前記分析及び前記モバイルユーザプロフィールに基づいて選択された非要求コンテンツ
に一部基づいてアクション可能イベントを生成する段階と、
　前記アクション可能イベントを前記代行受信メッセージと組み合わせることによって該
代行受信メッセージを修正する段階と、
　前記モバイルユーザが、非要求コンテンツを受信するために前記アクション可能イベン
トを選択することを可能にされる、前記修正メッセージを前記モバイル装置に転送する段
階と、
　を含むことを特徴とする方法。
【請求項９】
　前記代行受信メッセージを修正する段階は、該代行受信メッセージの前記コンテンツを
該代行受信メッセージの該コンテンツへの「ユニフォームリソースロケータ（ＵＲＬ）」
又は電話番号と前記非要求コンテンツとによって置換する段階を更に含むことを特徴とす
る請求項８に記載の方法。
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【請求項１０】
　前記ソース装置は、警報メッセージを前記モバイル装置に供給するように構成されたコ
ンテンツサービスであることを特徴とする請求項８に記載の方法。
【請求項１１】
　前記ソース装置は、別のモバイル装置であり、
　前記ソース装置に宛てた前記モバイル装置からの応答メッセージを代行受信する段階と
、
　前記代行受信応答メッセージのコンテンツを分析する段階と、
　前記ソース装置の特徴から及び該ソース装置の追跡された使用から別のモバイルユーザ
プロフィールを判断する段階と、
　前記応答メッセージの前記分析及び他方のモバイルユーザプロフィールに一部基づいて
別のアクション可能イベントを生成する段階と、
　他方のアクション可能イベントを前記代行受信応答メッセージと組み合わせることによ
って該代行受信応答メッセージを修正する段階と、
　他方のアクション可能イベントが他方の非要求コンテンツへのアクセスを可能にする、
前記修正応答メッセージを前記ソース装置に転送する段階と、
　を更に含むことを特徴とする請求項８に記載の方法。
【請求項１２】
　ネットワーク上でメッセージを受信するのに使用するためのモバイル装置であって、
　ネットワーク上でメッセージを受信及び送信するように構成された送受信機と、
　前記モバイル装置が前記ネットワークを通じて最初に通信したときに、モバイルユーザ
プロフィールを確立する段階、
　「ショートメッセージサービス（ＳＭＳ）」メッセージが送信元から代行受信されて、
モバイル装置の追跡された使用、該モバイル装置の特徴、及び該代行受信したＳＭＳメッ
セージのコンテンツに基づいてアクション可能イベントを挿入するために代行受信器によ
って修正されたものであるＳＭＳメッセージを受信する段階、
　前記アクション可能イベントを含む前記ＳＭＳメッセージを表示する段階、及び
　前記モバイル装置のモバイルユーザが非要求コンテンツを受信するために前記アクショ
ン可能イベントを選択することを可能にする段階、
　を含むアクションを可能にするデータを実行するための処理構成要素と、
　を含むことを特徴とする装置。
【請求項１３】
　前記アクション可能イベントは、前記モバイル装置の前記モバイルユーザによる前記ネ
ットワーク上のアクションを促すように構成されたテキストメッセージ、グラフィック、
オーディオファイル、又はビデオファイルのうちの少なくとも１つを更に含むことを特徴
とする請求項１２に記載のモバイル装置。
【請求項１４】
　ネットワーク上の通信を管理するのに使用するための装置であって、
　コンピュータ装置からモバイル装置に向けられたメッセージを代行受信する送受信機と
、
　前記モバイル装置が前記ネットワークを通じて最初に通信したときに、モバイルユーザ
プロフィールを確立する手段と、
　前記モバイル装置の特徴から及びモバイルユーザによる該モバイル装置の追跡された使
用からモバイルユーザプロフィールを判断するための手段と、
　前記代行受信メッセージのコンテンツを分析するための手段と、
　前記モバイルユーザプロフィール及び前記分析されたコンテンツに基づいてアクション
可能イベントを用いて前記代行受信メッセージを修正するための手段と、
　前記モバイルユーザが、非要求コンテンツを受信するために前記アクション可能イベン
トを選択することを可能にされる、前記修正メッセージを前記モバイル装置に転送するた
めの手段と、
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　を含むことを特徴とする装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本出願は、本明細書においてその全内容が引用により組み込まれている２００６年６月
６日出願の米国特許出願出願番号第１１／４２２、５３４号からの優先権を請求するもの
である。
　本発明は、一般的に、モバイル装置との通信に関し、より具体的には、限定ではないが
、カスタマイズされた情報に基づいてモバイル装置のためのテキストメッセージにアクシ
ョン可能イベントを組み合わせることに関する。
【背景技術】
【０００２】
　「インターネット」の成長は、「インターネット」を通じて通信するために利用される
コンピュータ装置の数及び多様性において対応する増加をもたらしている。今日のコンピ
ュータ装置は、広範な特徴及び機能を備えたデスクトップコンピュータから、より少ない
特徴及び／又は機能しか備えていないポケットベル、セルラーフォン、及び携帯情報端末
（ＰＤＡ）などのようなモバイル装置まで多岐にわたる。しかし、これらのコンピュータ
装置の多くは、テキストメッセージとして公知であるものを提供することができるもので
ある。テキストメッセージングは、ネットワークされたコンピュータ装置間で制限された
サイズのメッセージの接続なしの転送を提供するための「ショートメッセージサービス（
ＳＭＳ）」のような通信プロトコルを含む。ＳＭＳメッセージは、所定のエリア内のコン
ピュータ装置の所定の組に定期的にショートメッセージが配信されるセルブロードキャス
トサービスか、又は特定のユーザに送られるショートメッセージを含む２地点間サービス
とすることができる。ＳＭＳプロトコルは、「国際規格ＩＳＯ／ＩＥＣ」２１９８９、並
びに「グローバル・システム・フォー・モバイル・コミュニケーションズ（ＧＳＭ）」０
３．３８及び０４．１１のような文書に詳細に説明されている。
【０００３】
　多くのテキストメッセージングの使用と共に、その人気の利用をもくろむサービスを開
始する会社が相次いで現われている。しかし、これらの会社の多くは、顧客忠誠心も構築
することになる付加的なサービスの開発に苦労している。従って、本発明は、これら及び
他を考慮して行われたものである。
　本発明の非制限的かつ非網羅的な実施形態を以下の図面に関して説明する。図面では、
同じ参照番号は、他に特に規定がなければ様々な図を通して同じ部分を示している。
　本発明をより良く理解するために、添付の図面に関連して読むものとする「様々な実施
形態の詳細説明」を以下に参照する。
【０００４】
【特許文献１】米国特許出願出願番号第１１／４２２、５３４号
【発明の開示】
【０００５】
　本発明について、本明細書の一部を形成し、本発明を実施することができる特定の例示
的実施形態を例証によって示す添付図面に関して以下に更に詳しく説明する。しかし、本
発明は、多くの様々な形式で実施することができ、本明細書に示す実施形態に制限される
ように解釈すべきではなく、逆に、これらの実施形態は、本発明の開示が十分かつ完全で
あり、当業者に対して本発明の範囲を十分に伝えるものになるように提供されるものであ
る。特に、本発明は、方法又は装置として具現化することができる。従って、本発明は、
完全なハードウエア実施形態、完全なソフトウエア実施形態、又はソフトウエアとハード
ウエアの態様を組み合わせた実施形態の形式を取ることができる。以下の詳細説明は、従
って、制限の意味で捉えるべきではない。
【０００６】
　本明細書及び特許請求の範囲を通して、以下の用語は、関連上明確な他の規定が為され
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ない限り、明示的に本明細書に関連付けられた意味を示している。本明細書で使用される
「一実施形態では」という句は、必ずしも同じ実施形態を指すものではないが、指すこと
もある。本明細書で使用されるように、「又は」という語は、包含的な「ＯＲ」演算子で
あり、関連上明確な他の規定が為されない限り「及び／又は」という語と同等である。「
に基づいて」という語は、限定的なものではなく、関連上明確な他の規定が為されない限
り、説明されていない付加的な要素に基づくことを考慮したものである。更に、本明細書
を通して、「ａ」、「ａｎ」、及び「ｔｈｅ」の意味は、複数の言及を含む。「ｉｎ」の
意味は、「ｉｎ」と「ｏｎ」を含む。
【０００７】
　「プロトコル」という語は、データの送信及び受信を管理するフォーマット及び手順を
指す。「自動的に」という語は、ユーザによる付加的な介入なしにコンピュータ装置によ
って行われるアクションを指す。
　本明細書で使用される場合、「テキストメッセージング」又は「テキストメッセージ」
は、ＳＭＳメッセージング、並びに限定ではないが「マルチメディアメッセージングサー
ビス（ＭＭＳ）」メッセージ又は「拡張メッセージサービス（ＥＭＳ）」メッセージプロ
トコルを含む広範な他の制限されたサイズのメッセージプロトコルを指す。
【０００８】
　簡単には、本発明は、モバイル装置に対して向けられたソース装置からのＳＭＳ、ＥＭ
Ｓ、又はＭＭＳメッセージなどのようなメッセージを代行受信することに関する。代行受
信メッセージのコンテンツが分析される。コンテンツの分析は、限定ではないが、キーワ
ード又はリンクなどを捜す段階を含むことができる。更に、モバイルユーザプロフィール
が、モバイル装置の特徴、及びモバイル装置のモバイルユーザの追跡された使用から判断
される。追跡された使用情報は、限定ではないが、ウェブサーフィンパターンと、モバイ
ル装置によってリモートで最も頻繁にアクセスされたアプリケーションと、モバイル装置
を通じてアクセスされた広告と、又は着信音、壁紙、アプリケーション、コンテンツ、製
品、又はサービスを含む購入パターンなどを含むことができる。
【０００９】
　次に、アクション可能イベントは、コンテンツの分析及びモバイルユーザプロフィール
に一部基づいて代行受信メッセージに組み合わせることができる。修正されたメッセージ
は、次に、モバイル装置に提供され、モバイルユーザは、アクション可能イベントを選択
して非要求コンテンツにアクセスすることができる。非要求コンテンツは、限定ではない
が、付加的なサービス又は教育材料などのための広告、提案、及び／又は推薦を含むこと
ができる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００１０】
　例示的な作動環境
　図１は、本発明を作動させることができる環境の一実施形態を示している。しかし、こ
れらの構成要素の全てが、本発明を実施するために必要であるわけではなく、構成要素の
配置及びタイプにおける変形は、本発明の精神又は範囲から逸脱することなく行うことが
できる。
　図に示すように、システム１００は、クライアント装置１０２－１０４、ネットワーク
１０５、及びサーバ１０６を含む。ネットワーク１０５は、クライアント装置１０２－１
０４の各々及びサーバ１０６と通信し、その間の通信を可能にする。
【００１１】
　クライアント装置１０２－１０４は、ネットワーク１０５のようなネットワーク上でサ
ーバ１０６のような別のコンピュータ装置にかつそこから、及び互いになどでメッセージ
を送りかつ受信することができる実質的にあらゆるコンピュータ装置を含むことができる
。図のように、装置１０３－１０４は、携帯式又はモバイル装置として公知のクライアン
ト装置を表している。モバイル装置の一実施形態を図２に関して以下に更に詳しく説明す
る。
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【００１２】
　しかし、簡単には、クライアント装置１０２－１０４は、セルフォン、スマートフォン
、ポケットベル、ウォーキートーキー、無線周波数（ＲＦ）装置、赤外線（ＩＲ）装置、
ＣＢ、上述の装置の１つ又はそれよりも多くを組み合わせた統合装置、又は実質的にあら
ゆるモバイル装置などのような無線通信媒体を使用して一般的に接続される更に特化され
た装置であると通常考えられるモバイル装置を含む。しかし、クライアント装置１０２－
１０４を表すこのような装置の組は、通常、更に汎用装置と考えられる装置を含むことが
でき、一般的に、ランプトップコンピュータ、パーソナルコンピュータ、マルチプロセッ
サシステム、マイクロプロセッサベース又はプログラマブル消費者電子機器、及びネット
ワークＰＣなどのような１つ又はそれよりも多くの固定ロケーションで有線通信媒体を使
用して接続することができる。同様に、クライアント装置１０２－１０４は、携帯情報端
末（ＰＤＡ）、「ＰＯＣＫＥＴ　ＰＣ」、着用可能コンピュータ、及び有線及び／又は無
線通信媒体を通じて通信するように装備されたあらゆる他の装置のような有線又は無線通
信媒体を使用して接続することができるあらゆる装置とすることができる。
【００１３】
　クライアント装置１０２－１０４内の各クライアント装置は、ユーザが設定を制御する
ことができ、クライアント装置に作動を実行するように指示することができるユーザイン
タフェースを含む。各クライアント装置は、クライアント装置が、限定ではないが、ＳＭ
Ｓ、ＭＭＳ、ＩＭ、インターネットリレーチャット（ＩＲＣ）、マルダム－ベイのインタ
ーネットリレーチャット（ｍＩＲＣ）、ジャバ－、及び電子メールなどを含む同じか又は
異なる通信手段を利用する別のコンピュータ装置からのメッセージを送信及び受信するこ
とを可能にする通信インタフェースを含む。クライアント装置１０２－１０４は、マーク
アップページ及びウェブベースのメッセージなどを受信及び送信するように構成されてい
るブラウザアプリケーションと共に更に構成することができる。ブラウザアプリケーショ
ンは、限定ではないが、「無線マークアップ言語（ＷＭＬ）」のような「手持ち式装置マ
ークアップ言語（ＨＤＭＬ）」、ＷＭＬＳｃｒｉｐｔ及びＪａｖａＳｃｒｉｐｔ（登録商
標）など、「標準的汎用マークアップ言語（ＳＧＭＬ）」、「ハイパーテキストマークア
ップ言語（ＨＴＭＬ）」、「拡張可能マークアップ言語（ＸＭＬ）」を含む実質的にあら
ゆるマークアップベース言語を用いてグラフィック、テキスト、及びマルチメディアなど
を受信及び表示するように構成することができる。
【００１４】
　ネットワーク１０５は、１つのコンピュータ装置を別のコンピュータ装置に通信するこ
とができるように連結するように構成されている。ネットワーク１０５は、１つの電子装
置から別の電子装置に情報を伝達するための媒体のあらゆる形態を利用するために使用可
能にされる。ネットワーク１０５は、セルラーネットワークインタフェースのような無線
インタフェース及び／又は「インターネット」のような有線インタフェース、更にローカ
ルエリアネットワーク（ＬＡＮ）、ワイドエリアネットワーク（ＷＡＮ）、ユニバーサル
シリアルバス（ＵＳＢ）ポートなどを通じた直接接続、コンピュータ可読媒体の他の形態
、又はこれらのあらゆる組合せを含むことができる。異なるアーキテクチャ及びプロトコ
ルに基づくものを含むＬＡＮの相互接続した組では、ルータがＬＡＮの間のリンクとして
働き、メッセージを互いに送信することを可能にする。また、ＬＡＮ内の通信リンクは、
一般的に、ツイストペア線又は同軸ケーブルを含み、ネットワーク間の通信リンクは、空
中のセルラー電話信号、アナログ電話回線、Ｔ１、Ｔ２、Ｔ３、及びＴ４を含む完全又は
部分的な専用デジタル回線、「統合デジタル通信サービス網（ＩＳＤＮ）」、「デジタル
加入者回線（ＤＳＬ）」、衛星リンクを含む無線リンク、又は当業者に公知の他の通信リ
ンクを利用することができる。更に、リモートコンピュータ及び他の関連の電子装置は、
モデム及び一時電話リンクを通じてＬＡＮ又はＷＡＮのいずれかにリモートで接続するこ
とができる。要するに、ネットワーク１０５は、クライアント装置１０２－１０４とサー
バ１０６間で情報が移動することができるようなあらゆる通信方法を含む。ネットワーク
１０５は、無線アプリケーションプロトコル（ＷＡＰ）、送信制御プロトコル／インター
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ネットプロトコル（ＴＣＰ／ＩＰ）、符号分割多元接続（ＣＤＭＡ）、及びグローバル・
システム・フォー・モバイル・コミュニケーションズ（ＧＳＭ）などを含む様々な通信プ
ロトコルと共に使用されるように構成されている。
【００１５】
　上述のように通信リンクで情報を送信するために使用される媒体は、一般的に、コンピ
ュータ装置によってアクセス可能なあらゆる媒体を含む。コンピュータ可読媒体は、コン
ピュータ記憶媒体、有線及び無線通信媒体、又はこれらのあらゆる組合せを含むことがで
きる。更に、コンピュータ可読媒体は、一般的に、コンピュータ可読命令、データ構造、
プログラムモジュール、又は搬送波のような変調されたデータ信号、データ信号、又は他
の搬送機構における他のデータを具現化し、かつあらゆる情報配信媒体を含む。「変調デ
ータ信号」及び「搬送波信号」という語は、その特徴の組の１つ又はそれよりも多くを有
するか、又は情報、命令、及びデータなどを信号で符号化するような方法で変更された信
号を含む。一例として、通信媒体は、音響、ＲＦ、赤外線のような無線媒体、及び他の無
線媒体、更に、ツイスト対、同軸ケーブル、光ファイバ、導波路のような有線媒体、及び
他の有線媒体を含む。
【００１６】
　サーバ１０６の一実施形態を図３に関して以下に更に詳しく説明する。しかし、簡単に
は、サーバ１０６は、ネットワーク１０５に接続することができる実質的にあらゆるコン
ピュータ装置を含み、モバイル装置に向けられたテキストメッセージを代行受信し、モバ
イルユーザプロフィール及び代行受信されたテキストメッセージのコンテンツに基づいて
代行受信されたテキストメッセージにサービス及び情報を提供する。一実施形態では、サ
ーバ１０６は、モバイル装置からの応答メッセージを代行受信することができ、受信者の
ユーザプロフィール及び代行受信された応答メッセージのコンテンツに基づいて別のアク
ション可能イベントを応答メッセージに挿入することを含むほぼ類似のアクションを代行
受信された応答メッセージに実行することができる。
【００１７】
　一実施形態では、サーバ１０６は、その固有のデータ記憶装置からアクション可能イベ
ントに関連したコンテンツを提供することができる。一実施形態では、サーバ１０６は、
別のサーバ（図示せず）からアクション可能イベントに関連したコンテンツを提供するこ
とができる。
　サーバ１０６は、一実施形態では、サービスプロバイダ又はコンテンツプロバイダなど
として作動させることができる。従って、サーバ１０６は、ネットワーキングサービス、
アプリケーションサービス、又はコンテンツサービスなどを提供することができる。一実
施形態では、サーバ１０６は、クライアント装置１０２－１０４のようなコンピュータ装
置間又は他のネットワーク装置の間の様々な通信を管理するサービスを作動させることが
できる。例えば、サーバ１０６は、電子メールサービス、ＩＭサービス、ＳＭＳサービス
、又はウェブポータルサービスなどを提供するように構成することができる。一実施形態
では、サーバ１０６は、アカウントを含むことができるサービスを提供することができる
。一実施形態では、ユーザは、１つ又はそれよりも多くのサービス又はコンテンツなどに
アクセスするために、アカウントにログインするように要求される。しかし、本発明は、
これに制限されることはなく、１つ又はそれよりも多くのサービスへのアクセスは、アカ
ウントにログインすることに関係なく得られる。
【００１８】
　「第三者サービスサーバ（ＴＳＳ）」１０８は、ネットワーク１０５に接続することが
できる実質的にあらゆるコンピュータ装置を含み、様々な第三者サービスを提供すること
に関するものである。このような第三者サービスは、限定ではないが、業者サービス、業
者ロケーション情報、市場サービス、ニュースサービス、天気サービス、エンタテインメ
ントサービス、教育サービス、及び金融サービスなどを提供することを含む。例えば、Ｔ
ＳＳ１０８は、モバイル装置に対して地理的に近い業者、又は特定のモバイル装置が頻繁
に使用される場所付近などに関する情報を提供することができる。ＴＳＳ１０８は、受信
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者に対する潜在的な関心の広範な情報を含むことができるＲＳＳフィード、電子メール、
又はテキストメッセージなどをモバイル装置に提供することができる。
【００１９】
　サーバ１０６及びＴＳＳ１０８として作動させることができる装置は、パーソナルコン
ピュータ、デスクトップコンピュータ、マルチプロセッサシステム、マイクロプロセッサ
ベース又はプログラマブル消費者電子機器、ネットワークＰＣ、及びサーバなどを含む。
　サーバ１０６は、別々のコンピュータ装置として示されているが、本発明は、これに制
限されない。例えば、サーバ１０６は、複数のコンピュータ装置を表すことができ、その
作動は、複数のコンピュータ装置の１つ又はそれよりも多くにわたって分散される。更に
、ＴＳＳ１０８は、複数のコンピュータ装置を表すことができる。
【００２０】
　例示的なモバイルクライアント環境
　図２は、本発明の一実施形態による例示的なモバイル装置２００を示している。一実施
形態では、モバイル装置２００は、音声通信、及びＳＭＳ、ＥＭＳ、又はＭＭＳメッセー
ジなどのようなメッセージを１つ又はそれよりも多くの無線通信インタフェースを通じて
送信及び受信するように構成されたセルラー電話である。一般的に、モバイル装置２００
は、あらゆるパーソナルモバイル電子装置を含むことができる。多くの場合に、モバイル
電子装置は、１つ又はそれよりも多くの無線ネットワークに接続することにより、単一無
線ネットワークの複数のノードに接続することにより、１つ又はそれよりも多くのチャン
ネルを通じて１つ又はそれよりも多くのネットワークに通信することにより、又はそうで
なければ１つ又はそれよりも多くの通信セッションに関わることによってパーソナル通信
することができる。このような装置は、セルラー電話、スマートフォン、ポケットベル、
無線周波数（ＲＦ）装置、赤外線（ＩＲ）装置、及び上述の装置の１つ又はそれよりも多
くを組み合わせる統合装置などを含む。モバイル装置２００は、「携帯情報端末（ＰＤＡ
）」、手持ち式コンピュータ、パーソナルコンピュータ、マルチプロセッサシステム、マ
イクロプロセッサベース又はプログラマブル消費者電子機器、ネットワークＰＣ、及び着
用可能コンピュータなどのような他の電子装置も含むことができる。
【００２１】
　モバイル装置２００は、図２に示されているよりも多くの構成要素を含むことができる
。しかし、図示の構成要素は、本発明を実施するための例示的な実施形態を開示するには
十分である。図に示すように、モバイル装置２００は、バス２２４を通じて大容量メモリ
２３０と通信する処理ユニット２２２を含む。
　大容量メモリ２３０は、ＲＡＭ２３２、ＲＯＭ２３４、又は他の記憶手段を含む。大容
量メモリ２３０は、コンピュータ可読命令、データ構造、プログラムモジュール、又は他
のデータのような情報の記憶のためのコンピュータ記憶媒体の別の例を示している。大容
量メモリ２３０は、モバイル装置２００の低レベル作動を制御するための基本入力／出力
システム（ＢＩＯＳ）２４０を記憶する。大容量メモリは、モバイル装置２００の作動を
制御するためのオペレーティングシステム２４１も記憶する。この構成要素は、ＵＮＩＸ
（登録商標）又はＬＩＮＵＸ（登録商標）のある一定のバージョンのような汎用オペレー
ティングシステム、又は「Ｗｉｎｄｏｗｓ　Ｍｏｂｉｌｅ（登録商標）」のような専用モ
バイル通信オペレーティングシステム、又は「Ｓｙｍｂｉａｎ（登録商標）」オペレーテ
ィングシステムを含むことができることが認められるであろう。オペレーティングシステ
ムは、Ｊａｖａ（登録商標）アプリケーションプログラムを通じてハードウエア構成要素
及び／又はオペレーティングシステム作動の制御ができるＪａｖａ（登録商標）仮想機械
モジュールを含むことができ、又はこれに接続することができる。
【００２２】
　メモリ２３０は、とりわけ、プログラム２４４及び／又は他のデータを記憶するために
モバイル装置２００によって利用される１つ又はそれよりも多くのデータ記憶ユニット２
４２を更に含む。プログラム２４４は、モバイル装置２００によって実行された場合に、
メッセージ、音声、及び映像などを送信、受信、及び／又はそうでなければ処理し、別の
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モバイル装置の別のユーザとの通信を可能にするコンピュータ実行可能命令を含むことが
できる。アプリケーションプログラムの例は、カレンダー、コンタクトマネージャ、タス
クマネージャ、トランスコーダ、データベースプログラム、ワードプロセッシングプログ
ラム、スプレッドシートプログラム、及びゲームなどを含む。更に、大容量メモリ２３０
は、ブラウザプログラムを記憶する。ブラウザプログラムは、オペレーティングシステム
２４１の制御の下で実行され、ＷＡＰページ（ＷＡＰコードと呼ばれることもある）のよ
うなマークアップページの要求、受信、及びレンダリングを可能にして管理することがで
きるコンピュータ実行可能命令を含むことができる。大容量メモリ２３０は、ＳＭＳ、Ｍ
ＭＳ、ＩＭ、電子メール、及び／又は他のメッセージプロトコルを含むメッセージを送信
、受信、及び／又はそうでなければ処理するように構成されたメッセージクライアント２
４６を含むことができる。一実施形態では、受信したメッセージの１つ又はそれよりも多
くは、選択することができるアクション可能イベントを含むことができる。アクション可
能イベントの選択は、ブラウザウィンドウを開く、ハイパーリンクメッセージを検索する
、電話番号をダイヤルする、又はテキストメッセージを供給するなどを結果として生じる
。一実施形態では、アクション可能イベントは、選択された場合に、付加的なコンテンツ
、通知、広告、又は他の非要求コンテンツを含むＷＡＰページを開くＵＲＬを含むことが
できる。
【００２３】
　モバイル装置２００は、電源２２６、１つ又はそれよりも多くの無線インタフェース２
５０、音声インタフェース２５２、ディスプレイ２５４、キーパッド２５６、照明器２５
８、入力／出力インタフェース２６０、触覚インタフェース２６２、及び任意的なグロー
バルポジショニングシステム（ＧＰＳ）受信機２６４を含む。電源２２６は、モバイル装
置２００に電力を供給する。電力を供給するために、充電式又は非充電式バッテリを使用
することができる。電力は、バッテリを補う及び／又は充電するＡＣアダプタ又は給電ド
ッキングクレードルのような外部電源によっても供給することができる。
【００２４】
　モバイル装置２００は、任意的に、基地局（図示せず）又は別のモバイル装置と直接通
信することができる。無線インタフェース２５０は、モバイル装置２００を１つ又はそれ
よりも多くの無線ネットワークに連結するための回路を含み、限定ではないが、グローバ
ル・システム・フォー・モバイル・コミュニケーションズ（ＧＳＭ）、符号分割多元接続
（ＣＤＭＡ）、時分割多元接続（ＴＤＭＡ）、ユーザデータグラムプロトコル（ＵＤＰ）
、送信制御プロトコル／インターネットプロトコル（ＴＣＰ／ＩＰ）、ＳＭＳ、汎用パケ
ット無線システム（ＧＰＲＳ）、ＷＡＰ、ウルトラワイドバンド（ＵＷＢ）、及び「ＩＥ
ＥＥ　８０２．１６　ワールドワイド・インターオペラビリティ・フォー・マイクロウェ
ーブ・アクセス（ＷｉＭａｘ）」などを含む１つ又はそれよりも多くの通信プロトコル及
び技術と共に使用することができるように構成されている。無線インタフェース２５０は
、送受信機、送受信装置、及び無線ネットワークインタフェースカード（ＮＩＣ）などと
して時に公知である。
【００２５】
　音声インタフェース２５２は、人間の声の音のような音声信号を生成して受信するよう
に構成されている。例えば、音声インタフェース２５２は、他者と通信することができる
ように及び／又は何らかのアクションに対する音声の肯定応答を生成するためにスピーカ
及びマイクロフォン（図示せず）に連結することができる。ディスプレイ５２４は、液晶
ディスプレイ（ＬＣＤ）、ガスプラズマ、発光ダイオード（ＬＥＤ）、又はモバイル装置
と共に使用されるあらゆる他のタイプのディスプレイとすることができる。ディスプレイ
５２４は、スタイラス又は人間の手の指のような物体から入力を受け取るように構成され
たタッチセンサ式スクリーンを含むことができる。
【００２６】
　キーパッド２５６は、ユーザから入力を受け取るように構成されたあらゆる入力装置を
含むことができる。例えば、キーパッド２５６は、プッシュボタン数字ダイヤル又はキー
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ボードを含むことができる。キーパッド２５６は、画像を選択して送信することに関連付
けられた指令ボタンを含むことができる。照明器２５８は、ステータス指示を供給する及
び／又は光を供給することができる。照明器２５８は、特定の期間にわたって又はイベン
トに応答してアクティブのままにすることができる。例えば、照明器２５８がアクティブ
である場合、キーパッド２５６上のボタンを背面照明することができ、モバイル装置が給
電されている間は背面照明を維持することができる。また、照明器２５８は、別のモバイ
ル装置にダイヤルするなどの特定のアクションが行われた場合に様々なパターンでこれら
のボタンを背面照明することができる。照明器２５８は、アクションに応答してモバイル
装置の透明又は半透明のケース内に位置決めされた光源を光らせることができる。
【００２７】
　モバイル装置２００は、ヘッドセットのような外部装置、又は図２に示されていない他
の入力又は出力装置と通信するための入力／出力インタフェース２６０を含む。入力／出
力インタフェース２６０は、ＵＳＢ、赤外線、及び「Ｂｌｕｅｔｏｏｔｈ（登録商標）」
などのような１つ又はそれよりも多くの通信技術を利用することができる。触覚インタフ
ェース２６２は、モバイル装置のユーザに触知性のフィードバックを供給するように構成
されている。例えば、触覚インタフェースは、モバイル装置の別のユーザが電話をかけて
きた場合に特定の方法でモバイル装置２００を振動させるのに利用することができる。
【００２８】
　任意的なＧＰＳ送受信機２６４は、地球表面のモバイル装置２００の物理座標を判断す
ることができ、通常は緯度及び経度値としてロケーションを出力する。ＧＰＳ送受信機２
６４は、限定ではないが、三角測量、支援ＧＰＳ（ＡＧＰＳ）、Ｅ－ＯＴＤ、ＣＩ、ＳＡ
Ｉ、ＥＴＡ、及びＢＳＳなどを含む他の地球測位機構を利用することができ、更に地球表
面のモバイル装置２００の物理的ロケーションを判断する。様々な条件下でＧＰＳ送受信
機２６４がモバイル装置２００の物理的ロケーションをミリメートル以内で判断すること
ができ、かつ他の場合には、判断された物理的ロケーションが、メートル以内又はかなり
長い距離内のような正確ではなくなる場合があることが理解される。
【００２９】
　例示的なサーバ環境
　図３は、サーバ１０６として図１の環境で利用することができるネットワーク装置の一
実施形態を示している。簡単には、サーバ装置３００は、サービス及び情報を受信し、ク
ライアント装置及び／又は他のコンピュータ装置に提供するためにネットワーク１０５に
接続することができるあらゆるコンピュータ装置を含むことができる。サーバ装置３００
は、図示のものよりも多くの構成要素を含むことができる。しかし、図示の構成要素は、
本発明を実施するための例示的な実施形態を開示するには十分である。サーバ装置３００
の構成要素の多くは、モバイル装置の使用に加えて、ウェブページの走査検索及び／又は
他のコンピュータ活動にモバイルユーザが使用することができるより高容量のクライアン
ト装置に複製することができる。
【００３０】
　図に示すように、サーバ装置３００は、バス３７３を通じて大容量メモリ３７４と通信
する処理ユニット３７２を含む。大容量メモリ３７４は、一般的に、ＲＡＭ３７６、ＲＯ
Ｍ３７８、及び他の記憶手段を含む。大容量メモリ３７４は、コンピュータ可読媒体の１
つのタイプ、すなわち、コンピュータ記憶媒体を示している。コンピュータ記憶媒体は、
コンピュータ可読命令、データ構造、プログラムモジュール、又は他のデータのような情
報の記憶用あらゆる方法又は技術で達成される揮発性及び不揮発性、取外し可能及び取外
し不能の媒体を含むことができる。コンピュータ記憶媒体の他の例は、ＥＥＰＲＯＭ、フ
ラッシュメモリ又は他の固体メモリ技術、ＣＤ－ＲＯＭ、デジタル多機能ディスク（ＤＶ
Ｄ）又は他の光データ記憶装置、磁気カセット、磁気テープ、磁気ディスクデータ記憶装
置又は他の磁気データ記憶装置、又は要求された情報を記憶するために使用できコンピュ
ータ装置によってアクセス可能なあらゆる他の媒体を含む。
【００３１】
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　大容量メモリ３７４は、サーバ装置３００の低レベル作動を制御するための基本入力／
出力システム（ＢＩＯＳ）３８０を記憶する。大容量メモリは、サーバ装置３００の作動
を制御するためのオペレーティングシステム３８１を記憶する。この構成要素は、Ｗｉｎ
ｄｏｗｓ（登録商標）、ＵＮＩＸ（登録商標）、ＬＩＮＵＸ（登録商標）、又はＳｏｌａ
ｒｉｓ（登録商標）などのある一定のバージョンのような汎用オペレーティングシステム
を含むことができることが認められるであろう。オペレーティングシステムは、ハードウ
エア構成要素及び／又はオペレーティングシステム作動の制御をＪａｖａ（登録商標）ア
プリケーションプログラムを通じて可能にするＪａｖａ（登録商標）仮想機械モジュール
を含むことができ、又はこれに接続することができる。
【００３２】
　大容量メモリ３７４は、とりわけ、プログラム３８４及び／又は限定ではないがモバイ
ルユーザプロフィールデータを含む他のデータを記憶するために、サーバ装置３００によ
って利用することができる１つ又はそれよりも多くのプロフィールデータ記憶装置３８２
を更に含む。従って、プロフィールデータ記憶装置３８２は、フォルダと、スプレッドシ
ート又はデータベースなどのようなプログラムと、スクリプトと、又はディレクトリなど
として実施することができる。
【００３３】
　プログラム３８４は、ＷＡＰ通信を送信、受信、及びそうでなければ処理するためのＷ
ＡＰハンドラアプリケーション、及びＨＴＴＰ通信を送信、受信、及びそうでなければ処
理するためのＨＴＴＰハンドラアプリケーションなどのようなマークアップハンドラアプ
リケーションを実施するためにサーバ装置３００によって実行することができるコンピュ
ータ実行可能命令を含むことができる。同様に、プログラム３８４は、セキュア方式で外
部アプリケーションとの通信を起動するなどのセキュア接続を処理するためのセキュアソ
ケットレイヤ（ＳＳＬ）ハンドラアプリケーションを含むことができる。アプリケーショ
ンプログラムの他の例は、メッセージングアプリケーション、スケジューラー、カレンダ
ー、ウェブサービス、トランスコーダ、データベースプログラム、ワードプロセッシング
プログラム、及びスプレッドシートプログラムなどを含む。従って、プログラム３８４は
、マークアップページ、オーディオ、ビデオを処理することができ、別の電子装置の別の
ユーザとの通信を可能にし、他のサービスを処理することができる。
【００３４】
　メモリ３７４内の他のプログラムは、プロファイラ３８６、メッセージアナライザ３８
７、及びインテリジェントメッセンジャ３８８を含む。プロファイラ３８６、メッセージ
アナライザ３８７、及びインテリジェントメッセンジャ３８８は、図４に関して以下に更
に詳しく説明される。しかし、簡単には、プロファイラ３８６は、モバイル装置の使用量
の収集及び分析を可能にするためにオペレーティングシステム３８１の制御の下で実行さ
れるコンピュータ実行可能命令を含むことができる。メッセージアナライザ３８７は、同
様に、ＳＭＳ、ＥＭＭ、ＭＭＳ、又はＩＭメッセージなどのような代行受信メッセージの
コンテンツを分析することを可能にするコンピュータ実行可能命令を含むことができる。
このような分析は、様々なキーワード、文章構成、構文、及び名詞などを検索することに
よって行われる。このような分析されたコンテンツは、代行受信メッセージに関する潜在
的な特徴を識別するために、データベースに記憶されていた情報と比較される。例えば、
分析は、音楽、ムービー、オーディオファイル、又はグラフィカルファイルなどが参照さ
れているか否かを判断する段階を含むことができる。分析は、音楽、ミュージシャン、シ
ンガー、本、アプリケーション、ゲーム、購入の項目、着信音、又は広範な他のサブジェ
クトのあらゆる特定のタイプに関心を示す可能性があるコンテンツを捜すことができる。
【００３５】
　インテリジェントメッセンジャ３８８は、アクション可能イベントを代行受信メッセー
ジと組み合わせるために、分析の結果とモバイルユーザのプロフィールを利用することが
できる。このようなアクション可能イベントは、選択可能なＵＲＬ、電話番号、又はテキ
ストなどとして実施することができる。一実施形態では、電話番号の選択は、電話番号が
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自動的にダイヤルされることを結果として生じる可能性がある。別の実施形態では、テキ
ストは、モバイルユーザによって行われるアクションを示すことができる。例えば、テキ
ストは、モバイルユーザがそう望んだ場合には、ある一定のアクションを実行することに
よってアプリケーションをダウンロードすることができるように指示することができる。
しかし、テキストは、モバイルユーザが何らかの後の時点に実行することができる広告に
関する通知などを含むことができる。次に、インテリジェントメッセンジャ３８８は、本
来の向けられた宛先に向けて修正されたメッセージを転送することができる。
【００３６】
　プロフィールデータ記憶装置３８２、プロファイラ３８６、メッセージアナライザ３８
７、及びインテリジェントメッセンジャ３８８は、別々のアプリケーションとして示され
ているが、本発明は、これに制限されない。例えば、メッセージアナライザ３８７及びイ
ンテリジェントメッセンジャ３８８は、１つのアプリケーションに組み合わせることがで
きる。更に、プロフィールデータ記憶装置３８２、プロファイラ３８６、メッセージアナ
ライザ３８７、及びインテリジェントメッセンジャ３８８の１つ又はそれよりも多くは、
本発明の範囲又は精神から逸脱することなくサーバ装置３００のような１つ又はそれより
も多くの装置にわたって分散させることができる。
【００３７】
　サーバ装置３００は、キーボード、マウス、ホイール、ジョイスティック、ロッカース
イッチ、キーパッド、プリンタ、スキャナ、及び／又は図３に具体的に示されていない他
の入力装置のような入力／出力装置と通信するための入力／出力インタフェース３９０を
含む。サーバ装置３００のユーザは、オペレーティングシステム３８１、プログラム３８
４、及び／又は他のモジュールと別にすることができるか又は統合することができるユー
ザインタフェースと対話するために入力／出力装置を使用することができる。ユーザイン
タフェースとの対話は、ディスプレイ及びビデオディスプレイアダプタ３９２を通じた視
覚対話を含む。
【００３８】
　サーバ装置３００は、コンピュータ可読記憶媒体のための取外し可能メディアドライブ
３９４及び／又は永久メディアドライブ３９６を含むことができる。取外し可能メディア
ドライブ３９４は、光ディスクドライブ、フロッピー（登録商標）ディスクドライブ、及
び／又はテープドライブの１つ又はそれよりも多くを含むことができる。永久又は取外し
可能記憶媒体は、コンピュータ可読命令、データ構造、プログラムモジュール、又は他の
データのような情報の記憶用あらゆる方法又は技術において達成される揮発性、不揮発性
、取外し可能及び取外し不能媒体を含むことができる。コンピュータ記憶媒体の例は、Ｃ
Ｄ－ＲＯＭ３９９、デジタル多機能ディスク（ＤＶＤ）又は他の光データ記憶装置、磁気
カセット、磁気テープ、磁気ディスクデータ記憶装置又は他の磁気データ記憶装置、ＲＡ
Ｍ、ＲＯＭ、ＥＥＰＲＯＭ、フラッシュメモリ又は他のメモリ技術、又はコンピュータ装
置によってアクセス可能な要求される情報を記憶するのに使用することができるあらゆる
他の媒体を含む。
【００３９】
　ネットワーク通信インタフェースユニット３９８を通じて、サーバ装置３００は、「イ
ンターネット」のようなワイドエリアネットワーク、ローカルエリアネットワーク、有線
電話ネットワーク、セルラー電話ネットワーク、又は図１のネットワーク１０５のような
ある他の通信ネットワークと通信することができる。ネットワーク通信インタフェースユ
ニット３９８は、送受信機、送受信装置、及びネットワークインタフェースカード（ＮＩ
Ｃ）などとして時に公知である。
【００４０】
　例示的なアーキテクチャ
　図４は、本発明を実施する場合に使用するアーキテクチャの一実施形態を示している。
図４のアーキテクチャ４００は、別のコンピュータ装置とサービス４１０を通じて通信す
るモバイル装置１０４の観点から示されている。図のように、他のコンピュータ装置は、
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パーソナルコンピュータ（ＰＣ）装置１０２である。しかし、他のコンピュータ装置は、
別のモバイル装置とすることができ、又は他のコンピュータ装置は、図１に関して説明し
たクライアント装置として構成することができる。サービス４１０は、図１のサーバ１０
６内に実施することができる。
【００４１】
　サービス４１０は、一実施形態では、限定ではないが、ニュース、経済情報、メッセー
ジングサービス、オンライン検索サービス、エンタテインメントサービス、又は社会的相
互作用サービスなどを含む広範なコンテンツに対する集合ソースを一般的に提供すること
ができる。一実施形態では、サービス４１０は、様々なネットワーク装置によって広範な
サービスにアクセス可能なポータルサービスとして作動することができる。一実施形態で
は、少なくとも何らかのコンテンツをコンテンツデータ記憶装置４１８に記憶することが
できる。別の実施形態では、コンテンツデータ記憶装置４１８は、他のネットワーク装置
のコンテンツ又はサービスなどにアクセス可能な他のネットワーク装置へのリンクを含む
ことができる。例えば、図のように、コンテンツデータ記憶装置４１８は、第三者データ
記憶装置４２２からコンテンツ又はサービスなどを受信することができる。例えば、第三
者データ記憶装置４２２は、上述のような広範なコンテンツを含むことができる。更に、
一実施形態では、第三者データ記憶装置４２２は、売買業者がどこに位置するかに関する
情報を含むことができる。
【００４２】
　一実施形態では、第三者データ記憶装置４２２からのコンテンツ又はサービスなどは、
コンテンツデータ記憶装置４１８を通じてアクセスされるのではなく、インテリジェント
メッセンジャ３８８によって直接アクセス可能である。更に、コンテンツデータ記憶装置
４１８及び第三者データ記憶装置４２２が単一の装置として示されているが、本発明は、
これに制限されないことを認識すべきである。例えば、第三者データ記憶装置４２２及び
／又はコンテンツデータ記憶装置４１８は、複数のデータ記憶装置を表すことができる。
【００４３】
　図４に示すように、ＰＣ装置１０２は、サービス４１０の一部とすることができるか又
はこれに連結することができるＰＣ通信インタフェース４１２を通じて通信することがで
きる。ＰＣ通信インタフェース４１２は、サービス４１０の一部とすることができるか又
はこれに連結することができるモバイル通信インタフェース４２０に対してメッセージを
伝送することによってモバイル装置１０４との通信を助けることができる。ＰＣ通信イン
タフェース４１２は、メッセージ代行受信器／アナライザ４８７を通じてモバイル通信イ
ンタフェース４２０と通信することができる。メッセージ代行受信器／アナライザ４８７
は、ＰＣ装置１０２とモバイル装置１０４との間でメッセージを代行受信し、そのコンテ
ンツの分析を実行するように構成されている。一実施形態では、メッセージ代行受信器／
アナライザ４８７は、キーワード、所定の構文、文章、又は名詞などを検索することがで
きる。メッセージ代行受信器／アナライザ４８７は、一実施形態では、コンテンツを分析
するためにデータ記憶装置及び／又はプログラムを利用し、かつ分析の結果をインテリジ
ェントメッセンジャ３８８に提供することができる。分析の結果の少なくとも一部は、プ
ロフィールデータ記憶装置３８２に記憶することができる。
【００４４】
　モバイル装置１０４がネットワーク上で様々なアクションを実行する時に、モバイル通
信インタフェース４２０は、通信の少なくとも一部を受信し、これをプロファイラ３８６
Ｂに供給することができる。プロファイラ３８６Ｂは、走査検索活動、通信、購入活動、
ダウンロード活動、又はリモートアプリケーションの実行に対する要求などを含むモバイ
ル装置１０４を通じて行われた様々な活動を追跡して評価するために、受信した通信をレ
ビューすることができる。例えば、モバイル装置１０４に対してどこにアクション可能イ
ベントが供給されたか、モバイル装置１０４のユーザがアクション可能イベントをクリッ
クしたか否か、クリックの割合、アクション可能イベントのクリックスルーの割合、アク
ション可能イベントのどのタイプが選択されたか又はそうでなければ選択されなかったか



(14) JP 4985769 B2 2012.7.25

10

20

30

40

50

が追跡される。同様に、あらゆる他のリンク、又はウェブページ上又はメッセージ内など
に関わらずあらゆる選択可能な情報も、類似の挙動に対して追跡されて評価される。更に
、一実施形態では、モバイル装置１０４の地理的ロケーションに関する情報を取得するこ
とができる。
【００４５】
　このような追跡及び評価の結果は、その後プロフィールデータ記憶装置３８２に記憶す
ることができるモバイルユーザプロフィールを生成するためである。一実施形態では、モ
バイルユーザプロフィールは、モバイルユーザ、モバイルユーザのアカウント、又はモバ
イル装置１０４に関連付けられたモバイルユーザの他の固有の識別子に基づいて、プロフ
ィールデータ記憶装置３８２に記憶される。プロフィールデータ記憶装置３８２に記憶さ
れるものは、例えば、機能、装置タイプ、モバイル装置１０４でホストされるアプリケー
ション、又はモバイル装置１０４に関連付けられたキャリアなどを含むモバイル装置１０
４の特徴とすることができる。しかし、本発明は、これに制限されない。例えば、図のよ
うに、一実施形態では、装置機能記憶装置３８３が、本発明の範囲又は精神から逸脱する
ことなくモバイル装置１０４の特徴を記憶するために使用される。
【００４６】
　同様に、ＰＣ通信インタフェース４１２は、ＰＣ装置１０２の通信の少なくとも一部を
受信し、これらをプロファイラ３８６Ａに供給するように構成することができる。プロフ
ァイラ３８６Ａは、走査検索活動、通信、購入活動、ダウンロード活動、又はリモートア
プリケーションの実行に対する要求などを含むＰＣ装置１０２を通じて行われた様々な活
動を追跡及び評価するために、受信した通信をレビューすることができる。このような追
跡及び評価の結果は、プロフィールデータ記憶装置３８２に記憶することができるユーザ
プロフィールを生成するためにある。同様に、ＰＣ装置１０２の特徴は、プロフィールデ
ータ記憶装置３８２に記憶することができる。
【００４７】
　テキストメッセージのような通信がＰＣ装置１０２とモバイル装置１０４の間で代行受
信された場合、インテリジェントメッセンジャ３８８は、アクション可能イベントを選択
して代行受信メッセージと組み合わせるためにメッセージ代行受信器／アナライザ４８７
とプロフィールデータ記憶装置３８２からの情報を利用することができ、アクション可能
イベントは、非要求コンテンツに関連付けられる。次に、インテリジェントメッセンジャ
３８８は、その元の宛先（ＰＣ装置１０２又はモバイル装置１０４）に対して修正された
メッセージを転送することができる。一実施形態では、サービス４１０は、図５－６に関
して以下に説明するような処理を利用して、そのアクションの少なくとも一部を実行する
ことができる。
【００４８】
　例示的な処理
　図５は、モバイルユーザプロフィールを生成する場合に使用する処理の一実施形態を概
略で示す論理流れ図である。図５の処理５００は、例えば、図１のサーバ１０６において
実施することができる。
　モバイル装置が最初にサービスと通信した時に、サービスは、ブロック５０２でモバイ
ルユーザプロフィールを設定する。モバイル装置との通信は、装置モデルナンバー、キャ
リア識別子、及びモバイル識別ナンバー（ＭＩＮ）などを含む一部の基本情報をサービス
に提供する。ＭＩＮは、電話番号、「モバイル加入者統合デジタル通信サービス網（ＭＳ
－ＩＳＤＮ）」、電子シリアル番号（ＥＳＮ）、又は他のモバイル装置識別子であること
が多い。サービスは、モバイル装置製造業者、販売者、取引群、及び／又は他のソースか
らモバイル装置に関する他の情報にアクセスするためにこの基本情報を使用することがで
きる。
【００４９】
　一実施形態では、モバイルユーザプロフィールは、「Ｗｉｒｅｌｅｓｓ　Ａｐｐｌｉｃ
ａｔｉｏｎ　Ｐｒｏｔｏｃｏｌ　Ｆｏｒｕｍ、Ｌｔｄ．」から入手可能な「ユーザエージ
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ェントプロフィール仕様」によって定められるようなユーザエージェントプロフィールに
少なくとも一部基づくことができる。モバイル装置に関する情報を取得する別の例は、「
Ｗｏｒｌｄ　Ｗｉｄｅ　Ｗｅｂ　Ｃｏｎｓｏｒｔｉｕｍ」によって定められる「Ｃｏｍｐ
ｏｓｉｔｅ　Ｃａｐａｂｉｌｉｔｙ／Ｐｒｅｆｅｒｅｎｃｅ　Ｐｒｏｆｉｌｅｓ（ＣＣ／
ＰＰ）」を使用する段階を含む。モバイル装置の機能を説明するプロフィールの更に別の
例は、モバイル情報装置プロフィール（ＭＩＤＰ）及び無線ユニバーサルリソースファイ
ル（ＷＵＲＦＬ）などを含む。ユーザエージェントプロフィール又は他の標準化されたプ
ロフィールは、一般的に、スクリーンサイズ、スクリーン解像度、及びメモリサイズなど
のようなモバイル装置の属性を含む。サービスは、その後に他の及び／又は付加的な情報
によって修正されるモバイルユーザプロフィールを開始するために、ユーザエージェント
プロフィール又は他の標準化されたプロフィールを使用することができる。
【００５０】
　また、モバイル装置とサービスの間の通信のヘッダも評価することができる。モバイル
装置に関する型式、モデル、ＭＩＮ、スクリーンサイズ、及び他の情報を識別することに
加えて、ヘッダは、通信速度、収量、及び／又は他の通信特性を示し、又はこれらを判断
するために使用することができる。通信特性は、ユーザが最も頻繁にモバイル装置を使用
する時間における条件のような事柄を判断するために平均化され、及び／又はそうでなけ
れば評価される。
【００５１】
　例えば、サービスは、機能、サービス、契約上の合意、及び／又はモバイルユーザのキ
ャリア及び／又はサービスプランの制限に関する情報を追加するために、モバイルユーザ
プロフィールを最初に修正することができる。例えば、サービスは、外部ソース又は帯域
外通信を使用して、ユーザのキャリアがある一定のサービスプランの加入者にオンライン
写真管理を提供すると判断することができる。モバイルユーザがこれらのある一定のプラ
ンの１つに加入したとサービスが判断した場合、この情報は、モバイルユーザプロフィー
ルに記憶することができる。
【００５２】
　任意的なブロック５０４で、サービスは、モバイルユーザプロフィールを、ユーザがサ
ービスと共に予め設定することができる一般ユーザプロフィールに関連付けることができ
る。ユーザは、汎用コンピュータ装置（例えば、ＰＣ）、エンタテインメントシステム、
及び別のモバイル装置などとのネットワーク接続を通じてポータルアカウントを有するこ
とができる。プロフィールの関連付けは、複数の形式を取ることができる。例えば、モバ
イルユーザプロフィールは、一般的なユーザプロフィールの基礎を形成することができる
。代替的に、モバイルユーザプロフィールの要素は、既存の一般ユーザプロフィールに追
加することができる。逆に、モバイルユーザプロフィールは、一般ユーザプロフィールと
は別にするが、これに連結されたままにすることができる。他の関連付けも可能である。
モバイルユーザがサービスに登録されていない場合、モバイルユーザプロフィールは、独
立したものになり、モバイル装置識別子によって識別することができる。
【００５３】
　モバイルユーザの許可により、サービスは、ブロック５０６で、走査検索活動、購入活
動、ロケーション、及びモバイルユーザの他のアクションを追跡する。例えば、サービス
は、モバイルユーザが要求したコンテンツ、モバイルユーザがアクセスしたウェブサイト
、モバイルユーザがこれらのサイトにアクセスした時間、及びモバイルユーザがこれらの
サイトにアクセスした地理的ロケーションを記録することができる。サービスは、購入、
サーフィン活動、最も頻繁に使用したリモートアプリケーション、又はモバイル装置によ
ってアクセスされた広告などを記録することができる。
【００５４】
　サービスは、モバイルユーザがある一定のサイトにアクセスした１年のうちの季節、及
びモバイルユーザがある一定のサイトにアクセスした日の天気条件などのような２次的な
情報を記録することができる。サービスは、モバイル装置を通じた及び／又は汎用コンピ
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ュータ装置とのモバイルユーザの対応するアカウントを通じたモバイルユーザのオンライ
ン購入を更に追跡することができる。緯度及び経度情報に基づいて、サービスは、ユーザ
がモバイル装置を頻繁に使用するロケーション近くの売買業者のような関係のある情報を
判断及び記憶することができる。サービスは、モバイルユーザが、警報サービス、ニュー
スサービス、音楽サービス、ゲームサービス、又はＲＳＳフィードなどに加入しているこ
とを確認することができる。
　サービスは、広告又は他のコンテンツをモバイルユーザに提供する機会を獲得したいと
思う売買業者に、モバイルユーザの移動及び／又は使用習慣、及び／又は別のコンピュー
タ装置との通信に基づいて、特に次にモバイル装置が売買業者のロケーション近くで検出
された時間、又はモバイルユーザが売買業者のロケーションに近いと予想される大体の時
間を通知することができる。
【００５５】
　更に、サービスは、モバイル装置の特徴及び／又はモバイル装置への変更を追跡するこ
とができる。例えば、モバイルユーザは、異なる及び／又は追加のモバイル装置を購入す
ることができる。モバイルユーザが新しいモバイル装置によってサービスにアクセスした
場合、サービスは、モバイルユーザが、新しいモバイル装置が関連付けられた既存のモバ
イルユーザプロフィール及び／又は一般ユーザプロフィールを既に有するか否かを尋ねる
か、又はそうでなければそのように判断することができる。例えば、モバイルユーザが新
しいモバイル装置（及び／又は新しいモバイルキャリア）と同じ電話番号を使用する場合
、サービスは、その電話番号に関連付けられたモバイルユーザプロフィールにアクセス可
能である。サービスは、新しいモバイル装置に関する情報を取得し、更に、新しいモバイ
ル装置（及び／又は新しいモバイルキャリア）に関連付けられたキャリア情報にアクセス
するために新しいユーザエージェントプロフィールにアクセス可能である。新しい情報は
、既存のモバイルユーザプロフィールに追加されるか、又は別のモバイルユーザプロフィ
ールが、オリジナルモバイルユーザプロフィール及び／又は対応する一般ユーザプロフィ
ールに関連付けられる。
【００５６】
　追跡された情報に基づいて、サービスは、ブロック５０８で、１つ又はそれよりも多く
のパターン、習慣、特徴、及び／又は他の情報を検出することができる。例えば、サービ
スは、モバイルユーザが、毎週ある一定のロケーションにいる間にある一定の組の会社株
価に対してある一定の金融ウェブサイトを定期的に検査することを確認することができる
。サービスは、モバイルユーザが離れた都市の天気及びローカルニュースを定期的に検査
し、時にはその都市への航空運賃を検査することを確認することができる。サービスは、
モバイルユーザが６ヶ月毎に新しい高性能モバイル装置を購入することを更に確認するこ
とができる。サービスは、ユーザが購入したモバイル装置の価格情報、ユーザが加入した
キャリアプラン及び特徴、ユーザのモバイル装置と共に使用するモバイルユーザによって
購入された第三者製品及びサービス、及びユーザが購入したものに類似の製品及びサービ
スである製品及びサービスなどのような関係のある情報を判断して記憶することができる
。
【００５７】
　更に、サービスは、モバイルユーザが、表示されたアクション可能イベント又はリンク
などを選択するか否か、並びにリンクのクリックスルーの割合のパターン又は選択された
リンクのタイプなどに基づいて、パターンなどを捜すことができる。パターンは、キーワ
ード又は件名などに基づいて判断することができる。例えば、モバイルユーザが「ビート
ルズ」という語を含むメッセージを受け取る場合、モバイルユーザが音楽に関連したメッ
セージを受け取った場合に音楽メッセージが選択されることはめったにない点に注意する
であろう。しかし、モバイルユーザが昆虫に関するメッセージを受け取り、そのリンクを
選択した場合、モバイルユーザは、音楽のビートルズではなく昆虫学を好むと結論付ける
であろう。本発明は、これらのパターンのみを検出することに制限されず、他のパターン
及び挙動なども求めることができる。例えば、キーワードに基づくパターンも評価するこ
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とができる。
　サービスと共に、追跡及びパターン検出作動の一部又は全ては、サービスのサーバソフ
トウエアモジュール及び／又はモバイル装置で実行されるクライアントソフトウエアモジ
ュールによって行われる。
【００５８】
　パターンから、サービスは、任意的なブロック５１０でモバイルユーザプロフィールの
要素に対する重みを判断することができる。例えば、サービスは、より高い重みを金融投
資及び技術的な装置に関心を示す要素に加えることができる。パターン及び／又は重みは
、高度な技術を有するユーザ、社会的にアクティブな人、求職者、家族中心の人、頻繁に
ゲームをする人、及びバーゲンハンターなどのようなモバイルユーザを表す１つ又はそれ
よりも多くの一般及び／又は消費者カテゴリを判断するために任意選択ブロック５１２で
使用することができる。カテゴリのインジケータは、モバイルユーザプロフィールに記憶
することができる。次に、サービスは、アクション可能イベントを代行受信メッセージに
挿入するために、他の情報と共にパターン、重み、及び／又はカテゴリを使用することが
できる。
【００５９】
　図６は、モバイルユーザプロフィール及び代行受信メッセージのコンテンツに基づいて
、アクション可能イベントを代行受信されたテキストメッセージに動的に挿入する場合に
使用する処理の一実施形態を概略で示した論理流れ図を示している。図６の処理６００は
、例えば、図１のサーバ１０６に実施することができる。
　処理６００は、開始ブロックの後、ブロック６０２で始まり、テキストメッセージのよ
うなメッセージが代行受信される。１つのコンピュータ装置から別のコンピュータ装置に
向けられた既存のメッセージを代行受信することにより、本発明は、メッセージのコンテ
ンツを利用し、代行受信されたコンテンツに対して適切なアクション可能イベントを提供
し、アクション可能イベントが非要求コンテンツにアクセスするために選択される可能性
を改善することができる。一実施形態では、インターセプションは、サービスプロバイダ
、又はメッセージキャリアサービスなどを通じて管理される。
【００６０】
　次に、処理は、ブロック６０４に流れ、代行受信メッセージのコンテンツが分析される
。一実施形態では、メッセージコンテンツは、キーワード、文章、名詞、ＵＲＬ、添付文
書、電話番号、又は関心、購入を表すことができ、又は潜在的な非要求コンテンツに関係
のある同種のものに対して検索される。
　処理６００は、次にブロック６０６に移り、宛先モバイル装置に関連付けられたモバイ
ルユーザプロフィールが検索される。一実施形態では、モバイルユーザプロフィールは、
宛先モバイル装置の特徴及びモバイルユーザによるモバイル装置の追跡された使用情報を
含む。一実施形態では、モバイルユーザプロフィールは、図５に関して上述したアクショ
ンに基づいて判断される。
【００６１】
　処理は、ブロック６０８へと続き、非要求コンテンツが、分析されたコンテンツ及びモ
バイルユーザプロフィールに基づいて選択される。例えば、一実施形態では、分析された
コンテンツは、音楽又は着信音などに言及することができ、又はそうでなければそれを示
唆することができる。例えば、一実施形態では、代行受信メッセージは、モバイルユーザ
が受信のために申し込んだ音楽警報とすることができる。更に、及び／又は、モバイルユ
ーザプロフィールは、音楽、着信音、又はミュージシャンなどのタイプにおける関心又は
購入傾向などを示すことができる。分析されたコンテンツ及び／又はモバイルユーザの追
跡された活動に関連した別の着信音又は音楽などをモバイルユーザに購入させようにとす
る非要求コンテンツが選択される。
【００６２】
　別の例では、代行受信メッセージは、分析されたコンテンツ及び／又はモバイルユーザ
の追跡された活動に関連した利用可能なサービスに加入していないモバイルユーザに送信
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することができる。次に、非要求コンテンツは、サービスに関する情報を含むことができ
る。
　次に、処理は、ブロック６１０へと流れ、アクション可能イベントがモバイルユーザの
プロフィール及び分析されたコンテンツに基づいて生成される。例えば、モバイル装置が
長いＵＲＬに対して小さすぎるスクリーンディスプレイを含むことをモバイルユーザのプ
ロフィールが示す場合、電話番号がアクション可能イベントとして選択される。同様に、
モバイル装置の広範な特徴のいずれかに基づいて、ＷＡＰブラウザページを開くことがで
きるＵＲＬ、選択された場合に表示された電話番号に自動的にダイヤルする電話番号、モ
バイルユーザが取ることのできるアクションを表示して示すことができるテキスト、オー
ディオファイル、ビデオファイル、又はグラフィックなどのようなアクション可能イベン
トを含む他のアクション可能イベントを選択することができる。いずれにせよ、アクショ
ン可能イベントは、非要求コンテンツにモバイルユーザがアクセス可能なように構成され
ている。
【００６３】
　従って、処理６００は、代行受信メッセージが、それをアクション可能イベントと組み
合わせることによって修正されるブロック６１２に移る。一実施形態では、アクション可
能イベントは、代行受信メッセージの始め、代行受信メッセージの内部、又は代行受信メ
ッセージに添付を含む広範なロケーションのいずれかで代行受信メッセージに挿入するこ
とができる。別の実施形態では、代行受信メッセージ全体は、代行受信メッセージ及び非
要求コンテンツ又はその後に非要求コンテンツにアクセスするアクション可能イベントを
含むブラウザページへのＵＲＬリンクによって置換することができる。
　次に、処理は、ブロック６１４に流れ、修正されたメッセージがモバイル装置に転送さ
れ、モバイルユーザは、非要求コンテンツを受信するためにアクション可能イベントを表
示して選択することができる。
【００６４】
　一実施形態では、モバイルユーザは、ＳＭＳメッセージ、ＭＭＳメッセージ、又はＥＭ
Ｓメッセージなどのような応答メッセージを修正されたメッセージに供給することができ
る。一実施形態では、応答メッセージは、サービスによって代行受信される。次に、代行
受信応答メッセージは、受信装置及びユーザのユーザプロフィールと共に分析される。別
の非要求コンテンツに関連付けられた別のアクション可能イベントは、次に、上述したも
のにほぼ類似のアクションを使用して代行受信応答メッセージに組み合わされる。
【００６５】
　上述の流れ図の各ブロック及び上述の流れ図のブロックの組合せは、コンピュータプロ
グラム命令によって実施することができることが理解されるであろう。これらのプログラ
ム命令は、プロセッサで実行される命令が１つ又は複数の流れ図ブロックに指定されたア
クションを実施するための手段を作成するように機械を製造するためにプロセッサに供給
される。コンピュータプログラム命令は、プロセッサで実行される命令が、１つ又は複数
の流れ図ブロックに指定されたアクションを実施するための段階を供給するように、プロ
セッサによって実行される一連の作動段階にコンピュータ実行処理を作成させるためにプ
ロセッサによって実行することができる。
【００６６】
　従って、流れ図のブロックは、指定されたアクションを実行するための手段の組合せ、
指定されたアクションを実行するための段階の組合せ、及び指定されたアクションを実行
するためのプログラム命令手段をサポートする。流れ図の各ブロック及び流れ図における
ブロックの組合せは、指定されたアクション又は段階、又は専用ハードウエア及びコンピ
ュータ命令の組合せを実行する専用ハードウエアベースシステムによって実施することが
できることも理解されるであろう。
　以上の仕様、実施例、及びデータは、本発明の構成の製造及び使用の説明を提供するも
のである。本発明の多くの実施形態は、本発明の精神及び範囲から逸脱することなく行う
ことができるので、本発明はまた、別途特許請求の範囲に属するものである。
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【図面の簡単な説明】
【００６７】
【図１】本発明を実施するための環境の一実施形態を示す機能的なブロック図である。
【図２】図１の環境において利用することができるクライアント装置の一実施形態を示す
図である。
【図３】図１の環境において利用することができるネットワーク装置の一実施形態を示す
図である。
【図４】本発明を実施する場合に使用されるアーキテクチャの一実施形態を示す図である
。
【図５】モバイルユーザプロフィールを生成する場合に使用される処理の一実施形態を概
略で示す論理流れ図である。
【図６】モバイルユーザプロフィール及び代行受信メッセージのコンテンツに基づいて、
アクション可能イベントを代行受信テキストメッセージに動的に挿入する場合に使用され
る処理の一実施形態を概略で示す論理流れ図である。
【符号の説明】
【００６８】
　３８６　プロファイラ
　４１８　コンテンツデータ記憶装置
　４２０　モバイル通信インタフェース

【図１】 【図２】
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【図５】 【図６】
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