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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　ホストと、省入力キーパッドを備えたクライアントコンピュータと、から成るコンピュ
ータで実行されるシステムを用いてユーザに情報を提示する方法であって、前記ホストが
、明確化された用語を反映する結果と、少なくとも２つの明確化されたキャラクタに解析
される可能性のあるあいまいなキャラクタと明確化されたキャラクタとの関係と、ユーザ
を識別する情報に関連したプロファイルとを格納する少なくとも１つのデータベースとイ
ンターフェースし、プロファイルには、ユーザを識別する情報と関連付けられた過去の結
果から生成されたメタデータのタグが格納される、方法において、
　前記クライアントコンピュータが、少なくとも２つの明確化されたキャラクタの１つに
解析される可能性がある１つ以上のあいまいなキャラクタを受信する工程と、
　前記あいまいなキャラクタの少なくとも１つと、クライアントコンピュータの地理的な
位置を特定するための地理的位置情報と、ユーザを識別する情報とを前記クライアントコ
ンピュータから前記ホストへ送信する工程と、
　前記ホストが、少なくとも１つの前記あいまいなキャラクタを解析し、あいまいなキャ
ラクタに関連した少なくとも１つの明確化された用語を反映する結果を決定する工程と、
　前記ホストからの前記少なくとも１つの明確化された用語を反映する結果をクライアン
トコンピュータが受信する工程と、
　前記クライアントコンピュータが、前記結果の一側面を前記ユーザが選択したとき前記
明確化された用語のどれが使用されるかを、前記ユーザが認識できるような形で、前記結
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果をレンダリングする工程と、
　前記クライアントコンピュータが、前記明確化された用語のうち対応する１つが使用さ
れるように、前記結果の一側面を前記ユーザが選択可能な状態にする工程と、
を含み、
　前記解析する工程が、
　ユーザを識別する情報に応じてデータベースからメタデータのタグを引き出す工程と、
　あいまいなキャラクタと明確化されたキャラクタとの関係に基づき、あいまいなキャラ
クタから少なくとも１つの明確化された用語を引き出す工程と、
　前記引き出したメタデータのタグと、受信された地理的位置情報とに基づき決定された
明確化された用語を反映する結果を特定する工程と、
を含む、前記方法。
【請求項２】
　前記クライアントコンピュータは、１以上のあいまいなキャラクタを入力するために、
省入力キーパッドを備えた無線電話機であり、
　前記送信する工程は、無線ネットワークを介して前記ホストに前記あいまいなキャラク
タの少なくともいくつかを送信する工程を含み、
　前記レンダリングする工程は、前記結果を前記無線電話機上のディスプレイ内でレンダ
リングする工程を含み、
　前記ユーザが選択可能な状態にする工程は、選択された明確化された用語として前記明
確化された用語の１つが使用されるように前記結果の一側面を選択するために、前記ユー
ザが、前記無線電話機の前記省入力キーパッドを操作可能な状態にする工程を含む、請求
項１記載の方法。
【請求項３】
　前記クライアントコンピュータが、特殊文字を受信する工程と、
　前記クライアントコンピュータが、前記結果内から前記特殊文字を使用してサブセット
を選択し、前記選択されたサブセットをレンダリングする工程をさらに含む、請求項１記
載の方法。
【請求項４】
　前記特殊文字は、前記サブセットの選択を実施する「＃」キー、「＊」キー、又は、矢
印ボタンである、請求項３記載の方法。
【請求項５】
　前記ホストへ送信する前に、前記クライアントコンピュータが、前記１つ以上のあいま
いなキャラクタを事前解析を介して解析する工程と、
　前記クライアントコンピュータが、前記解析したことに応答した結果をレンダリングす
る工程と、
　前記クライアントコンピュータが、前記ユーザが前記結果と相互作用することを可能に
する工程と、
をさらに含み、
　前記送信する工程は、前記結果とのユーザの相互作用の結果として、前記結果を更新す
るために前記あいまいなキャラクタの少なくともいくつかを前記ホストへ送信する工程を
さらに含む、請求項１記載の方法。
【請求項６】
　前記クライアントコンピュータが、あいまいなキャラクタの閾値数が受信されたかどう
か判定する工程をさらに含み、
　前記送信する工程は、あいまいなキャラクタの閾値数を受信したとき、前記あいまいな
キャラクタを送信する工程を含む、請求項１記載の方法。
【請求項７】
　前記クライアントコンピュータが、更新されたあいまいなキャラクタの更新された閾値
が受信されたかどうかを判定する工程と、
　前記あいまいなキャラクタの更新された閾値を受信したとき、前記更新されたあいまい
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なキャラクタを前記クライアントコンピュータから前記ホストへ送信する工程と、
　前記ホストからの更新された結果を前記クライアントコンピュータが受信する工程と、
　前記クライアントコンピュータが前記更新された結果をレンダリングする工程をさらに
含む、請求項６記載の方法。
【請求項８】
　前記クライアントコンピュータが、休止中の通信チャンネルを作動して前記ホストとの
通信を確立する工程をさらに含む、請求項６記載の方法。
【請求項９】
　前記クライアントコンピュータが、作動中の通信チャンネルにアクセスして前記ホスト
との通信を確立する工程をさらに含む、請求項６記載の方法。
【請求項１０】
　前記クライアントコンピュータが、前記あいまいなキャラクタの閾値数を受信したとき
、前記ホストとの通信を確立する工程をさらに含み、
　通信が確立されたとき、前記あいまいなキャラクタを送信する工程を実行する、請求項
６記載の方法。
【請求項１１】
　前記クライアントコンピュータが、前記あいまいなキャラクタ及びあいまいでないキャ
ラクタの閾値数を受信したとき、前記ホストとの通信を確立する工程をさらに含み、
　通信が確立されたとき、前記あいまいでないキャラクタと共に前記あいまいなキャラク
タを送信する工程を実行する、請求項６記載の方法。
【請求項１２】
　前記クライアントコンピュータが、あいまいでないキャラクタを受信する工程と、
　あいまいでないキャラクタを前記クライアントコンピュータから前記ホストへ送信する
工程とをさらに含む、請求項１記載の方法。
【請求項１３】
　前記あいまいなキャラクタを受信する工程は、あいまいなキャラクタのみを受信する工
程を含む、請求項１記載の方法。
【請求項１４】
　前記あいまいなキャラクタを受信する工程は、手書き文字認識システムによる手書き文
字入力を受信する工程を含む、請求項１記載の方法。
【請求項１５】
　前記あいまいなキャラクタを受信する工程は、表意言語における手書き文字ストローク
の指示を受信する工程を含む、請求項１記載の方法。
【請求項１６】
　前記結果は、前記あいまいなキャラクタに関連するユーザアプリケーションを特定する
ものであり、
　前記レンダリングする工程は、前記ユーザアプリケーションのどれが、前記結果の対応
する一側面を前記ユーザが選択したことに応答して起動されるかを、前記ユーザが認識す
ることを可能にするような形で、結果をレンダリングすることを含み、
　前記ユーザが選択可能な状態にする工程は、前記結果の前記選択された側面に対応する
ユーザアプリケーションを起動させるために、前記結果の一側面を前記ユーザが選択可能
な状態にすることを含む、請求項１記載の方法。
【請求項１７】
　前記クライアントコンピュータは、１以上のあいまいなキャラクタを入力するために、
省入力キーパッドを備えた無線電話機であり、
　前記レンダリングする工程は、前記無線電話機上のディスプレイ内で前記ユーザアプリ
ケーションに対応する前記結果の前記側面をユーザが選択したとき起動されるアプリケー
ションの表示と共に前記結果をレンダリングする工程を含み、
　前記ユーザが選択可能な状態にする工程は、前記ユーザアプリケーションの１つに対応
する前記結果の一側面を選択するために、前記無線電話機の省入力キーパッドを前記ユー
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ザが使用可能な状態にする工程とをさらに含む、請求項１６記載の方法。
【請求項１８】
　前記結果を特定する工程が、
　前記１つ以上の受信されたあいまいなキャラクタに基づいて、ブラウザアプリケーショ
ンの呼出しを通じて入手可能である第１の対応する明確化された結果を特定する工程と、
　前記１つ以上の受信されたあいまいなキャラクタに基づいて、電話帳サービスアプリケ
ーションの呼出しを通じて入手可能である第２の対応する明確化された結果を特定する工
程とを含み、
　前記レンダリングする工程が、前記第１の対応する明確化された結果及び前記第２の対
応する明確化された結果をレンダリングする工程を含み、
　前記ユーザが選択可能な状態にする工程は、前記第１の対応する結果又は前記第２の対
応する結果を前記ユーザが選択可能な状態にする工程を含む、請求項１７記載の方法。
【請求項１９】
　前記ブラウザアプリケーションの呼出しを通じて入手可能である前記第１の対応する明
確化された結果を特定する工程が、ハイパーテキストマークアップ言語（ＨＴＭＬ）以外
のマークアップ言語を使用してコンテンツをレンダリングするように構成されたブラウザ
アプリケーションの呼出しを通じて入手可能である前記第１の対応する明確化された結果
を特定する工程を含む、請求項１８記載の方法。
【請求項２０】
　前記ユーザが選択可能な状態にする工程は、前記ブラウザアプリケーションを通じて異
なるアプリケーションに前記ユーザがアクセス可能な状態にする工程を含む、請求項１８
記載の方法。
【請求項２１】
　前記ブラウザアプリケーションを通じて前記異なるアプリケーションに前記ユーザがア
クセスすることを可能にする工程が、マッピングサービス、ウェブブラウジングサービス
、広告サービス、インスタントメッセージサービス、及び、電子メールサービスの少なく
とも１つに前記ユーザがアクセス可能な状態にする工程を含む、請求項２０記載の方法。
【請求項２２】
　前記アプリケーションの前記表示と共に、前記無線電話機上のディスプレイ内で前記結
果をレンダリングする工程が、前記アプリケーションを表すアイコンと共に前記結果をレ
ンダリングする工程を含む、請求項１７記載の方法。
【請求項２３】
　請求項１記載の方法を実行するクライアントコンピュータ中のコンピュータ可読媒体に
あるコンピュータプログラムであって、該クライアントコンピュータのプロセッサによっ
て実行可能であり、
　少なくとも２つの明確化されたキャラクタの１つに解析される可能性がある１つ以上の
あいまいなキャラクタを受信する工程と、
　前記あいまいなキャラクタの少なくとも１つと、クライアントコンピュータの地理的な
位置を特定するための地理的位置情報と、ユーザを識別する情報とを前記ホストへ送信す
る工程と、
　前記結果の一側面を前記ユーザが選択したとき前記明確化された用語のどれが使用され
るかを、前記ユーザが認識できるような形で、前記結果をレンダリングする工程と、
　前記明確化された用語のうち対応する１つが使用されるように、前記結果の一側面を前
記ユーザが選択可能な状態にする工程と、
の各工程を実行させるためのコンピュータプログラム。
【請求項２４】
　結果は、前記あいまいなキャラクタに関連するユーザアプリケーションを特定するもの
であり、
　前記レンダリングする工程は、前記ユーザアプリケーションのどれが、前記結果の対応
する一側面を前記ユーザが選択したことに応答して起動されるかを、前記ユーザが認識す
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ることを可能にするような形で、結果をレンダリングすることを含み、
　前記ユーザが選択可能な状態にする工程は、前記結果の前記選択された側面に対応する
ユーザアプリケーションを起動させるために、前記結果の一側面を前記ユーザが選択可能
な状態にすることを含む、請求項２３記載のコンピュータプログラム。
【請求項２５】
　前記レンダリングする工程が、前記アプリケーションを表すアイコンと共に前記結果を
レンダリングする工程を含む、請求項２４記載のコンピュータプログラム。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
（技術分野）
　本文書はコンテンツの検索及び提示に関する。
【背景技術】
【０００２】
（背景）
　インターネットは、ユーザが大量の情報にアクセスすることを可能にする。ウェブブラ
ウザ、メッセージ用アプリケーション、又は、他の専用アプリケーションを有するユーザ
は、大規模なライブラリから情報を検索し、大量の情報にアクセスすることができる。し
かし、大量の情報の中をナビゲートすることは、一部のユーザにとって挑戦となる。
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００３】
　あいまいなキャラクタの明確化方法を提供する。
【課題を解決するための手段】
【０００４】
（要旨）
　１つの全般的な意味では、少なくとも２つの明確化されたキャラクタの１つにまで分解
解析される可能性がある１つ又は複数のあいまいなキャラクタを受信する工程、あいまい
なキャラクタの少なくとも１つをホストと交換する工程、ホストと交換したあいまいなキ
ャラクタに関する明確化された用語を反映するものからの結果をホストから受信する工程
、明確化された用語のどれが、その結果の一側面をユーザが選択したとき使用されるかを
ユーザが認識できるような形で、結果をレンダリングする工程、及び、明確化された用語
のうち対応する１つが使用されるようにその結果の一側面をユーザが選択できるようにす
る工程により、ユーザに情報を提示できるようになる。
【０００５】
　実施態様は以下の特徴の１つ又は複数を含むことができる。例えば、省入力キーパッド
（reduced-entry keypad）を備えた無線電話機は、１つ又は複数のあいまいなキャラクタ
を入力するために使用することができる。あいまいなキャラクタの少なくともいくつかは
、無線ネットワークを介してホストに送信することができ、その結果は、無線電話機上の
ディスプレイ内でレンダリングすることができる。ユーザに無線電話機の省入力キーパッ
ドを操作させて、選択された、明確化された用語として明確化された用語の１つの使用を
もたらす結果の一側面を選択することができる。
【０００６】
　ユーザに特殊文字を入力させることができる。特殊文字は、結果内からのサブセットを
選択するために使用することができ、そのサブセットをレンダリングすることができる。
ユーザが特殊文字を入力することを可能にする工程は、ユーザが、サブセットの選択を達
成するための機構としての「＃」キー、「＊」キー、又は、矢印ボタンを選択することを
可能にする工程を含むことができる。
【０００７】
　１つ又は複数のあいまいなキャラクタは、ホストとシーケンスを交換する前に解析する
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ことができる。シーケンスを解析したことに応答して結果をレンダリングさせることが可
能であり、ユーザは結果と相互作用することができる。結果とのユーザの相互作用の結果
として、あいまいなキャラクタの少なくともいくつかを、結果を更新するためにホストと
交換することができる。
【０００８】
　あいまいなキャラクタの閾値数が受信されたかどうか判定することができ、あいまいな
キャラクタの閾値数を受信したとき、あいまいなキャラクタを交換することができる。更
新されたあいまいなキャラクタの更新された閾値が受信されたかどうか判定することがで
き、あいまいなキャラクタの更新された閾値を受信したとき、この更新されたあいまいな
キャラクタを交換することができる。更新された結果はホストから受信することができ、
且つ、レンダリングすることができる。
【０００９】
　ホストとの通信を確立する工程は、休止中の通信チャンネルを作動させる工程又は作動
中の通信チャンネルにアクセスする工程を含むことができる。ホストとの通信は、あいま
いなキャラクタの閾値数を受信したとき確立することができ、このあいまいなキャラクタ
は、通信が確立されたとき交換することができる。
　ホストとの通信は、あいまいなキャラクタ及びあいまいでないキャラクタの閾値数を受
信したとき確立することができ、あいまいなキャラクタ及びあいまいでないキャラクタは
、通信が確立されたとき交換することができる。
【００１０】
　あいまいでないキャラクタを受信することができ、ホストと交換することができる。あ
いまいなキャラクタを受信する工程は、あいまいなキャラクタのみを受信する工程を含む
ことができる。あいまいなキャラクタを受信する工程は、手書き文字認識システムによる
手書き入力を受信する工程を含むことができる。
　あいまいなキャラクタを受信する工程は、表意言語における手書き文字のストロークの
指示を受信する工程を含むことができる。
【００１１】
　他の全般的な意味では、少なくとも２つの明確化されたキャラクタの１つにまで分解解
析される可能性がある１つ又は複数のあいまいなキャラクタを受信する工程、あいまいな
キャラクタを解析する工程、あいまいなキャラクタの解析に基づいて、あいまいなキャラ
クタに関連するいくつかのユーザアプリケーションを特定する結果を生成する工程、いく
つかのユーザアプリケーションのどれが、結果の対応する一側面をユーザが選択したこと
に応答して起動されるかをユーザが認識することを可能にするような形で、結果をレンダ
リングする工程、及び、結果の選択された側面に対応するユーザアプリケーションの起動
を実施するために、結果の一側面をユーザが選択することを可能にする工程により、情報
がユーザに提示されることが可能となる。
【００１２】
　実施態様は以下の特徴の１つ又は複数を含むことができる。例えば、１つ以上のあいま
いなキャラクタを入力するために、省入力キーパッドを備えた無線電話機を使用すること
ができる。あいまいなキャラクタは明確化された用語に関連付けることができ、この明確
化された用語に基づいていくつかのユーザアプリケーションを特定することができる。結
果は、ユーザアプリケーションに対応する結果の一側面をユーザが選択したとき起動され
るアプリケーションの表示と共に、無線電話機上のディスプレイ内でレンダリングさせる
ことが可能であり、ユーザが無線電話機の削減されたキーパッドを使用して、いくつかの
ユーザアプリケーションの１つに対応する結果の一側面を選択することが可能である。
【００１３】
　１つ以上の受信されたあいまいなキャラクタに基づいて、ブラウザアプリケーションの
呼出しを通じて入手可能である第１の対応する明確化された結果を特定することができ、
電話帳サービスアプリケーションの呼出しを通じて入手可能である第２の対応する明確化
された結果を特定することができる。第１の対応する明確化された結果及び第２の対応す
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る明確化された結果をレンダリングすることができ、ユーザが第１の対応する結果又は第
２の対応する結果を選択することが可能である。
【００１４】
　ブラウザアプリケーションの呼出しを通じて入手可能である第１の対応する明確化され
た結果を特定する工程は、ハイパーテキストマークアップ言語（ＨＴＭＬ）以外のマーク
アップ言語を使用してコンテンツをレンダリングするように構成されたブラウザアプリケ
ーションの呼出しを通じて入手可能である第１の対応する明確化された結果を特定する工
程を含むことができる。ブラウザアプリケーションの呼出しを通じて入手可能である第１
の対応する明確化された結果を特定する工程は、ブラウザアプリケーションを通じて異な
るアプリケーションにユーザがアクセスすることを可能にする工程を含むことができる。
ブラウザアプリケーションを通じて異なるアプリケーションにユーザがアクセスすること
を可能にする工程は、マッピングサービス、ウェブブラウジングサービス、広告サービス
、インスタントメッセージサービス、及び、電子メールサービスの少なくとも１つにユー
ザがアクセスすることを可能にする工程を含むことができる。
【００１５】
　アプリケーションの表示と共に、無線電話機上のディスプレイ内で結果をレンダリング
する工程は、アプリケーションを表すアイコンと共に結果をレンダリングする工程を含む
ことができる。あいまいなキャラクタは明確化された用語に関連付けることができ、いく
つかのユーザアプリケーションは明確化された用語に基づいて特定することができる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００１６】
（詳細な説明）
　インターネット及びその大量のコンテンツの蓄積にアクセスするユーザに改善された体
験を提供する上での主な課題は、結果を検索するのに最小の努力でユーザの興味に最も関
連性のある情報にユーザがアクセスすることを可能にすることである。この課題は、ユー
ザが、省入力キーパッドを有する無線電話機などの一群のあいまいなキャラクタを有する
デバイスを使用する時にはっきりする。例えば、省入力キーパッド（例えば、「２」のボ
タンが「Ａ」、「Ｂ」、「Ｃ」も表す１２文字タッチパッド）を備えた無線電話機に依拠
しているユーザは、１つ又は複数のキャラクタの入力に基づくアプリケーションにアクセ
スすることが困難であることを見出すことがある。
【００１７】
　あいまいな入力内容を入力するユーザを支援するために、あいまいな入力内容をいくつ
かの有力な明確化された候補にまで分解解析すること、及び、それらの候補の中でユーザ
が選択することを可能にすることが可能である。さらに、ユーザに明確化された候補の表
示を提供することのほか、明確化された候補を提示することに加えて、又は、それの代わ
りに、アプリケーション及び／又は関連処理を提供することが可能である。
【００１８】
　より詳細には、例えば、ユーザは、無線電話機などのデバイスに１つ又は複数のあいま
いなキャラクタからなるシーケンスを入力することができる。あいまいなキャラクタは解
析することができ、これに応答して結果を生成することができる。結果はいくつかの明確
化された用語に関連付けることができ、且つ、２つ以上のユーザアプリケーションにも関
連付けることができる。例えば、無線電話機上の１２キーの英数字キーパッド上での「７
３３」というユーザ入力を解析することができ、且つ、「ＲＥＤ」に関連するか、又は、
これを含む用語にまで分解解析することができる。用語「ＲＥＤ」は、今度は、Ｒｅｄｏ
ｎｄｏ　Ｂｅａｃｈに関連するマッピングアプリケーション、Ｗａｓｈｉｎｇｔｏｎ　Ｒ
ｅｄｓｋｉｎｓに関連するスポーツアプリケーション、及び／又は、Ｒｅｄ　Ｌｏｂｓｔ
ｅｒに関連する電話帳サービスアプリケーションなどの様々なアプリケーションに関連付
けることができる。結果は、いくつかのユーザアプリケーションのどれがユーザによる選
択／起動のために利用可能であるかをユーザが認識できるような形でレンダリングされる
。例えば、無線電話機は、第１の結果の選択がマッピングアプリケーションを起動し、第



(8) JP 5328149 B2 2013.10.30

10

20

30

40

50

２の結果の選択が電話帳サービスアプリケーションを起動することを示すことができる。
最後に、ユーザは、選択された結果に関連するユーザアプリケーションの１つを起動する
ために、明確化された用語の１つを選択することが可能となる。例えば、無線電話機を使
用中のユーザはＲｅｄｏｎｄｏ　Ｂｅａｃｈへの自動車運転経路を提供するマッピングア
プリケーションを起動するために、矢印キー及び選択ボタンを使用することができる。
【００１９】
　他の実施例において、無線電話機を使用中のユーザはあいまいなキャラクタのシーケン
スとして「２３２１２」を入力することができる。無線電話機は、解析のためにホストに
結果を提供することができる。ホストは、「２３２１２」に関連する各地図及び電話帳サ
ービス情報を検索することができる。この実施例において、ユーザは、郵便番号２３２１
２に対する結果を検索してくるために、マッピングラベル及びダイヤル情報を特定せず、
且つ、単語「郵便番号」を含めてはいなかった。むしろ、あいまいなキャラクタのシーケ
ンスを解析かつ使用して、シーケンスの内容又は形態の入力内容がこの形態又はタイプの
入力内容に対応する可能性があり、且つ、従って、考慮を誘発するために使用することが
できるか、又は、潜在的なマッピング結果の表示を考慮し、且つ／又は、表示することが
できるということを決定することに注意されたい。
【００２０】
　あいまいなキャラクタのシーケンスが様々なアプリケーションに関連する可能性があり
、且つ／又は、多数の明確化された用語に分解解析することができても、結果は、選択さ
れた項目に関連するアプリケーション又はコードセグメントを起動するためにユーザが結
果の１つを選択することができるような形で表示することができる。例えば、もし表示さ
れた結果がユーザを支援するために利用可能な配管工のリストを含んでいれば、登録項目
の１つを選択することは、特定の配管工により運営されているウェブページを起動するこ
とができる。他の実施例において、登録項目が結果から選択された配管工に電話の呼び出
し、電子メールメッセージ、又は、インスタントメッセージを送信することができる。さ
らに他の実施例において、ユーザはメッセージにオブジェクト（例えば、添付ファイル、
リンク、又は、単語）として結果を挿入することができる。
【００２１】
　ユーザは１つ以上のあいまいなキャラクタを入力し続けることができ、結果は、最近受
信されたあいまいなキャラクタに基づいて修正されることが可能である。例えば、１つの
実施態様において、「ｓｐｒｉｎｇ」を入力した後にキャラクタストリームが最初に解析
され、ｓｐｒｉｎｇの季節に関連する結果及び用語「ｓｐｒｉｎｇ」を使用した製品を返
信することができる。ユーザが「ｆ」の文字（又は、「３ＤＥＦ」キー）を打鍵すると、
この追加の入力内容をホストに送信することができ、この内容が、今度は、「ｓｐｒｉｎ
ｇｆ」に関連する結果を生成する。１つの実施例において、「ｓｐｒｉｎｇｆ」に関連す
るコンテンツのみを含む新しいリストを生成するために、「ｓｐｒｉｎｇｆ」に関連する
以前の結果が選抜される。他の実施例において、新しいクエリが実行され、「ｓｐｒｉｎ
ｇｆ」に関連する用語を特定する。
【００２２】
　クエリがどのような構造になっているかに関係なく、ホストは、Ｓｐｒｉｎｇｆｉｅｌ
ｄという名の都市及び町に関連する１つ又は複数の選択物を含むことができる「ｓｐｒｉ
ｎｇｆ」に関連する結果を特定する。多数の町に対する結果は、ユーザがアクセスしてい
るアプリケーションの一部に提示することができる。１つの実施例において、選択された
Ｓｐｒｉｎｇｆｉｅｌｄに関連する地図を生成するために、結果の１つをユーザが選択で
きるようにすることができる。他の実施例において、ユーザは、「Ｓｐｒｉｎｇｆｉｅｌ
ｄ、ＭＡ」及び「Ｓｐｒｉｎｇｆｉｅｌｄ、ＩＬ」に対する登録項目を提示することがで
きる。ユーザはキャラクタストリーム内に文字を打鍵し続けることができる。「Ｓｐｒｉ
ｎｇｆｉｅｌｄ」が特定された後、ユーザが「Ｉ」の文字を１つ打鍵すると、「Ｓｐｒｉ
ｎｇｆｉｅｌｄ、ＭＡ」の登録項目は削除されることが可能である。続いて、ユーザは、
イリノイ州Ｓｐｒｉｎｇｆｉｅｌｄの地図を検索してくるために、「Ｓｐｒｉｎｇｆｉｅ
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ｌｄ、ＩＬ」の登録項目を選択することができる。
【００２３】
　図１はキャラクタストリームに関連する結果の知的な提示を可能にする通信システム１
００を示す。一般に、クライアント１１０は、ネットワーク１２０を使用してホスト１３
０と未完了キャラクタのキャラクタストリームに関連する通信を交換する。ホスト１３０
は、例えばデータベース１４０（例えば、職業別電話帳又はマッピングシステム）を使用
してキャラクタストリームに関連する結果を生成するためにキャラクタストリームを解析
する。ホスト１３０は１つ又は複数の結果をクライアント１１０に提供し、クライアント
１１０は今度はその結果を表示する。
【００２４】
　一般に、クライアント１１０は、ユーザが通信ネットワークを介して情報を交換するこ
とを可能にする演算デバイスを含む。クライアント１１０は、ホスト１３０上のコンテン
ツにアクセスできる１つ又は複数のデバイスを含むことができる。クライアント１１０は
、クライアント１１０の動作を独立に、又は、まとめて指揮するソフトウェアアプリケー
ション、プログラム、符号の１つ、デバイス、コンピュータ、コンピュータシステム、又
は、それらの組合せから受信されるか、又は、これらにより生成される命令を処理する（
図示しない）制御装置を含むことができる。命令は、クライアント１１０に送られること
が可能であるか、又は、クライアント１１０において制御装置と共に常駐できるいかなる
タイプの装置、構成部分、設備、記憶媒体、又は、伝播信号において恒久的又は一時的に
実行されることが可能である。クライアント１１０は、命令に応答でき、且つ、規定され
た形で命令を実行できる汎用コンピュータ（例えば、パソコン（ＰＣ））、命令に応答で
き、且つ、命令を実行できるワークステーション、ノート型コンピュータ、ＰＤＡ（「携
帯情報端末」）、無線電話機、構成部分、他の設備、又は、これらの品目の組合せを含む
ことができる。
【００２５】
　１つの実施態様において、クライアント１１０は１つ又は複数のデータ単位を受信でき
る１つ又は複数の情報検索ソフトウェアアプリケーション（例えば、ブラウザ、メールア
プリケーション、インスタントメッセージクライアント、インターネットサービスプロバ
イダクライアント、若しくは、ＡＯＬ　ＴＶ、又は、他の集積クライアント）を含むこと
ができる。この情報検索アプリケーションは汎用オペレーティングシステム上、且つ、汎
用プロセッサ、並びに、グラフィック、通信、及び／又は、他の機能に対する特化ハード
ウェアを含むハードウェアプラットフォーム上で実行することができる。他の実施態様に
おいて、クライアント１１０は、モバイル環境で動作可能な汎用且つ特化したハードウェ
アを持つ縮小されたオペレーティングシステム上でマイクロブラウザアプリケーションを
実行する無線電話機を含むことができる。
【００２６】
　クライアント１１０は情報検索アプリケーションへのキャラクタストリーム入力を解析
する１つ又は複数のキャラクタストリームコードセグメントを含む。キャラクタストリー
ムコードセグメントは、この列を受信し、且つ、クライアント１１０及び／又はホスト１
３０上の他のソフトウェアアプリケーションとのこのキャラクタストリームの交換を構築
する。例えば、キャラクタストリームコードセグメントは、ホスト１３０に通信を送信す
る前にＸ個の初期文字が受信されるまで、最初に待つことができる。続いて、キャラクタ
ストリームコードセグメントは、後続するＹ個の文字ごとにホストに更新を送信すること
ができる。あるいは、ユーザがＺ秒間にわたり活動していない場合、キャラクタストリー
ムコードセグメントは、キャラクタストリームに対する更新を送信する遅延特徴のセット
を含むことができる。従って、Ｘが５個（「５つ」）の文字であり、Ｙが２個（「２つ」
）の文字であり、Ｚが１（「１」）秒であると、「ＤＵＬＬＥＳ　ＧＡＳ　ＳＴＡＴ．」
を打ち込んだユーザに対するキャラクタストリームコードセグメントは、１）「ＤＵＬＬ
Ｅ」の後の結果、２）「ＤＵＬＬＥＳ」、「ＤＵＬＬＥＳ　ＧＡ」、「ＤＵＬＬＥＳ　Ｇ
ＡＳ」、「ＤＵＬＬＥＳ　ＧＡＳ　ＳＴ」、及び、「ＤＵＬＬＥＳ　ＧＡＳ　ＳＴＡＴ」
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の結果を要求する。同じ実施例において、ユーザが「ＤＵＬＬＥＳ　ＧＡＳ　Ｓ」と打鍵
し、且つ、１秒間を超えて休止した場合（Ｚ＝１秒、且つ、遅延特徴セットが使用されて
いる時）、キャラクタストリームコードセグメントは、解析のためにホストに「ＤＵＬＬ
ＥＳ　ＧＡＳ　Ｓ」の列を送信する。
【００２７】
　あるいは、又は、加えて、ホストと文字を交換する前に異なる条件が満足されるまで、
クライアントは待つことができる。例えば、適合する用語のリストをユーザが閾値回数を
超えて調べ回ったかどうか判定するために、又は、ユーザが手動で「もっと見る」ボタン
を選択したかどうか判定するために、クライアントはユーザの活動をモニタすることがで
きる。さらに他の実施例において、クライアントは、選択された単語を解析の基礎として
使用して追加の結果を検索してくるために、選択された単語を交換することができる。そ
のため、省入力キーパッド上でユーザが「７３３」を入力し、続いて、「Ｒｅｄｓｋｉｎ
ｓ」を選択すると、クライアントは「Ｒｅｄｓｋｉｎｓ」に関連する追加の結果を要求す
る。
【００２８】
　クライアント１１０はキャラクタストリームを解析するための予備解析コードセグメン
トを含むこと、及び、周期的な更新を送信することができる。予備解析コードセグメント
は、キャラクタストリームに対して生成された結果の効力を強化するためにキャラクタス
トリームを選抜にかける。１つの実施例において、予備解析コードセグメントは、消費者
の予測される興味と関連する可能性の高い１つ又は複数のデータベース又はセグメントを
特定する。従って、「２０００５」が入力されたとき、予備解析コードセグメントは、郵
便番号２０００５に関連する地理情報をポーリングするようホスト１３０への送信で命令
を発することができる。他の実施例は、ユーザにより捜し求められている結果に関連する
として、サービス産業（例えば、配管工）、セグメント（例えば、オンライン音楽）、又
は、要因の組合せ（例えば、郵便番号２０００５の配管工）を特定する予備解析コードセ
グメントを含むことができる。特定された予備要因を使用して、適切なデータベースに通
信が送信されるか、又は、予備解析を行った結果としてクエリを修正することができる。
【００２９】
　他の実施例において、予備解析コードセグメントは、ユーザについて学習された情報を
キャラクタストリームに相関させることもできる。クライアントが特定の地域（例えば、
ＧＰＳデータ、無線電波塔の情報、及び／又は、ユーザに対する料金請求情報に基づく地
域）で動作していると信じられている場合、キャラクタストリームを修正して、結果がユ
ーザの相対的又は絶対的な所在地に対応するようホスト１３０に命令することができる。
同様に、予備解析コードセグメントは、ユーザついての結果をより良好に特定するために
、キャッシュ又はユーザ履歴とインターフェースをとることができる。従って、もしユー
ザがＮａｔｉｏｎａｌ　Ｆｏｏｔｂａｌｌ　Ｌｅａｇｕｅのスポーツ行事に関心のあるこ
とをユーザ活動の履歴が示していれば、予備解析コードセグメントは、Ｉｎｔｅｒｎａｔ
ｉｏｎａｌ　Ｆｏｏｔｂａｌｌ（サッカー）よりもむしろＡｍｅｒｉｃａｎ　Ｆｏｏｔｂ
ａｌｌとの結果の関係に基づいて結果を調整することができる。予備解析コードセグメン
トは、ホスト１３０がアクセスされる前に、ローカルに保存されている結果を検索及び表
示することもできる。
【００３０】
　クライアント１１０は、クライアントのネットワーク環境を反映させるために、キャラ
クタストリームの結果を修正するための情報検索コードセグメント（例えば、ブラウザ又
はキーワードツール）とインターフェースをとる通信コードセグメントを含むことができ
る。例えば、クライアント１１０が限られた帯域幅を持つ無線電話機を含む時、通信コー
ドセグメントは、ネットワーク１２０を圧倒しないように、返信される結果内のデータ量
を制限するために通信の交換を構築することができる。この工程は、特定の数を超えない
結果が返信されるように、結果を選抜する工程を含む。同様に、結果のフォーマットは結
果の帯域幅を低減するように修正することができる。例えば、クライアント１１０に送信
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された結果は、グラフィック又は画像をアプリケーションから除去させることができる。
【００３１】
　クライアントは表示デバイス（例えば、モニタ又はＬＣＤ（「液晶ディスプレイ」））
への結果を調整する表示コードセグメントを含むことができる。表示コードセグメントは
、最も可能性の高い結果のみが提示されるように、結果の提示を管理することができる。
表示コードセグメントは、結果の数がクライアントのメモリ又は表示の能力を圧倒しない
ように、ホスト１３０とインターフェースをとることができる。１つの実施例において、
表示コードセグメントは指定された数を超えない結果を送信するようにホスト１３０に命
令することができる。他の実施例において、表示コードセグメントは指定されたサイズよ
り大きないずれの結果項目も返信しないようにホスト１３０に命令することができる。
【００３２】
　クライアント１１０は１つ又は複数の媒体アプリケーションを含むことができる。例え
ば、クライアント１１０は、クライアント１１０が音声又はビデオのデータストリームを
受信及び表示することを可能にするソフトウェアアプリケーションを含むことができる。
媒体アプリケーションは、ユーザがユーザの媒体環境を構成することを可能にする制御装
置を含むことができる。例えば、媒体アプリケーションがインターネットラジオ局を受信
していれば、媒体アプリケーションは、例えば局のジャンル（例えば、カントリー音楽）
又はお気に入りを示す「プリセット」されたアイコンの使用を介して、インターネットラ
ジオ局をユーザが選択することを可能にする制御装置を含むことができる。
【００３３】
　ネットワーク１２０はクライアント１１０とホスト１３０の間の直接的又は間接的な通
信を可能にすることができるハードウェア及び／又はソフトウェアを含むことができる。
このように、ネットワーク１２０はクライアント１１０とホスト１３０の間の直接リンク
を含むことができるか、又は、（図示しない）両者の間の１つ又は複数のネットワーク又
はサブネットワークを含むことができる。各ネットワーク又はサブネットワークは、例え
ば、データを搬送及び受信することができる有線又は無線のデータ経路を含むことができ
る。ネットワークの例はインターネット、Ｗｏｒｌｄ　Ｗｉｄｅ　Ｗｅｂ、ＷＡＮ（「広
域ネットワーク」）、ＬＡＮ（「ローカルエリアネットワーク」）、アナログ又はデジタ
ルの有線又は無線の電話網、ラジオ、テレビ、ケーブル、衛星、及び／又は、データを搬
送するための任意の他の送達機構を含む。
【００３４】
　ホスト１３０は、一般に、（図示しない）ホスト制御装置の指揮下で命令を実行するこ
とができる。ホスト１３０は１つ又は複数のハードウェア構成部分及び／又はソフトウェ
ア構成部分を含むことができる。ホスト１３０の例は規定された形で命令に応答し、且つ
、命令を実行することができる汎用コンピュータ（例えば、サーバ又はメインフレームコ
ンピュータ）である。他の例は、命令に応答し、且つ、命令を実行することができる専用
コンピュータ、ワークステーション、ＰＣ、デバイス、構成要素、他の物理的若しくは仮
想の設備、又は、それらの何らかの組合せを含む。
【００３５】
　制御装置は、クライアント１１０と交換される通信を指揮、且つ、監督するためにホス
ト１３０上にローディングされたソフトウェアアプリケーションである。他の実施例は、
述べたように相互作用及び動作するようにクライアント１１０又はホスト１３０を独立し
て、又は、まとまって命令するためのプログラム、符号の１つ、命令、デバイス、コンピ
ュータ、コンピュータシステム、又は、これらの組合せを含む。ホスト１３０は、クライ
アント１１０又はホスト１３０に命令を供給できるあらゆるタイプの装置、構成部分、物
理的な若しくは仮想の設備、記憶媒体、又は、伝播信号において恒久的又は一時的に実施
することができる。
【００３６】
　制御装置はクライアント１１０から送信された情報検索要求を支援するための１つ又は
複数の情報提供アプリケーションを含むことができる。情報提供アプリケーションは、ク
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ライアント１１０からキャラクタストリームを受信し、且つ、個別のユーザごとの予測さ
れた興味に応じた結果を生成する結果コードセグメントを含むことができる。従って、結
果コードセグメントは、クライアント１１０から受信したキャラクタストリームの交換に
基づいて１つ又は複数の結果を生成することができる。
【００３７】
　結果コードセグメントは、予備解析コードセグメントから受信されたキャラクタストリ
ーム修飾因子、通信コードセグメント、表示コードセグメント、及び／又は、クライアン
トからのキャラクタストリーム送信を修正する他のコードセグメントを受信することがで
きる。ホスト１３０は、予備解析コードセグメント、通信コードセグメント、及び、表示
コードセグメントにおける特徴のセットに類似した動作を行うコードセグメントを動作さ
せることができる。これらのホスト指向版のこれらのコードセグメントは、行われた解析
及び／又は返信された結果を修正するために結果コードセグメントとインターフェースを
とることができる。例えば、ホスト１３０はユーザにより以前に要求されたコンテンツの
キャッシュに最初にアクセスすることができる。以前に返信された結果は、追加の解析が
行われるか、又は、追加のシステムがポーリングされる前に、関連性について解析するこ
とができる。
【００３８】
　ホスト１３０はキャラクタストリームを解析するためにデータベース１４０とインター
フェースをとることができる。一般に、データベース１４０は、一定の容量のデータのた
めの保存装置、及び、そのデータが保存され、検索され、且つ、解析されることを可能に
する処理エンジンを含む。データベースは機能上の基準に従って編成することができる。
例えば、マッピングデータベースは地理的な地域別に編成できる一方、職業別電話帳のデ
ータベースは地理的な基準だけでなく、事業別に編成できる。１つの実施例において、デ
ータベースはホスト１３０により提供されたキャラクタストリームに関して詳細な解析を
行うように構築することができる。例えば、ホスト１３０はクライアントからキャラクタ
ストリームを受信でき、且つ、１つ又は複数のデータベース１４０にクエリをリダイレク
トすることができる。リダイレクトされたクエリの各々は、リダイレクトされたクエリを
さらに洗練するように修正することができる。例えば、職業別電話帳にリダイレクトされ
たクエリは、選択用の用語として追加された郵便番号を有することができる。同様に、株
式相場を提供しているデータベースに誘導されたクエリは、どの株式にユーザが興味を持
っているか（例えば、ユーザにより所有されている株式）を記述している参照を含むこと
ができる。
【００３９】
　図２を参照すると、フローチャート２００は、未完了キャラクタのキャラクタストリー
ムに関連する結果を知的に提示するために、クライアント１１０がホストをどのように使
用できるかを示す。全般に、フローチャート２００のシステムは図１で説明したシステム
に関連している。フローチャート２００は、クライアント１１０がどのようにしてキャラ
クタストリームを受信し（工程２１０）、且つ、キャラクタストリームをホストと交換し
ているか（工程２２０）を示す。ホスト１３０はキャラクタストリームを受信し（工程２
３０）、キャラクタストリームを解析し（工程２４０）、且つ、クライアント１１０と結
果を交換する（工程２５０）。クライアント１１０は結果を受信し（工程２６０）、結果
を表示し（工程２７０）、ユーザの選択を受信し（工程２８０）、且つ、選択された結果
に関連するコードセグメントを起動する（工程２９０）。
【００４０】
　最初、クライアント１１０は１つ又は複数の未完了キャラクタのキャラクタストリーム
を受信する（工程２１０）。一般に、１つ又は複数の未完了キャラクタのキャラクタスト
リームを受信する工程は、ユーザアプリケーションに入力されたユーザの打鍵を受信し、
且つ、体系付ける工程を含む。例えば、ユーザは入力内容を、ウェブブラウザのアドレス
の書式に、又はキーワードユティリティのキーワード入力フィールドに打鍵することがで
きる。キャラクタストリームを受信する工程は、キャラクタストリームをホスト１３０と
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交換される送信に構築する工程を含むことができる。例えば、クライアントアプリケーシ
ョンは、所定数のキャラクタが入力された後に、送信を第１のメッセージに編成すること
ができる。クライアントアプリケーションは、所定数の追加文字が入力された後、又は、
ユーザが入力した文字間で所定の時間が経過した後で作成される追加のメッセージを構築
することができる。未完了ラベルは、キャラクタ入力処理が完了したことをユーザが示し
ていないことを示している。言い換えれば、未完了キャラクタを持つキャラクタストリー
ムは、追加のキャラクタを受信して、ユーザの予測された興味に応じて表示される検索結
果を修正することができることを示している。対照的に、キャリッジリターン又は「Ｅｎ
ｔｅｒ」キーは、ユーザが、完了されたキャラクタストリームに基づいて結果を明示的に
生成することを可能にする完了キャラクタとして典型的に使用されている。加えて、キャ
リッジリターンは、結果が修正される原因に追加のキャラクタがならないことにおいて完
了キャラクタである。モバイル電話機などの省入力キーパッドを有するデバイスでは、特
別なキー（例えば、「下向き矢印」）があいまいなキャラクタのシーケンスにおける用語
の完了を示すために使用することができる。
【００４１】
　クライアント１１０とホスト１３０の間の送信がどのようにして構築されるかに関係な
く、クライアント１１０はホストにキャラクタストリームを送信し（工程２２０）、ホス
トはキャラクタストリームを受信する（工程２３０）。続いて、ホスト１３０はキャラク
タストリームを解析する（工程２４０）。典型的に、キャラクタストリームを解析する工
程は、ユーザにより予測された興味に応じた１つ又は複数の結果に受信されたキャラクタ
ストリームを関連付ける工程を含む。１つの実施例において、キャラクタストリームは、
ホスト１３０にアクセス可能なコンテンツを記述するために使用されるメタデータラベル
と比較することができる。例えば、キャラクタストリームが「Ｎａｓｈｖｉｌｌ」を含ん
でいると、ホスト１３０は、「Ｎａｓｈｖｉｌｌ」が最終的に「Ｎａｓｈｖｉｌｌｅ、Ｔ
Ｎ」に完了されることを予想でき、且つ、ウェブページ内でＮａｓｈｖｉｌｌｅ、ＴＮを
特集する、及び／又は、「Ｎａｓｈｖｉｌｌｅ、ＴＮ」を有するメタデータラベルにより
要約されているウェブページを特定することができる。しかし、ホスト１３０は同一の文
字適合を見出す必要はない。例えば、ホスト１３０は、「Ｎａｓｈｖｉｌｌ」を入力して
いるユーザがカントリー音楽への興味の前兆であることを予測することができる。従って
、ホスト１３０が結果を解析すると、例え結果がＮａｓｈｖｉｌｌｅ、ＴＮ（テネシー州
）に関連していなくても、ホスト１３０はカントリー音楽に関連する結果も特定すること
ができる。補足的な情報を使用してどのようにしてキャラクタストリームを解析できるか
を示す他の実施例において、ユーザがテネシー州出身ではないことをホストが判定した場
合のみに、結果はカントリー音楽を含むように解釈することができる。
【００４２】
　キャラクタストリームを解析する工程は、結果の相対的な関連性を等級付けする工程を
含むことができる。例えば、広範に閲覧されているＮａｓｈｖｉｌｌｅのウェブサイト（
例えば、Ｎａｓｈｖｉｌｌｅ観光局）は、Ｎａｓｈｖｉｌｌｅ居住者の個人的ウェブログ
（「ブログ」）を含むウェブサイトよりも、非Ｎａｓｈｖｉｌｌｅ居住者により関連する
と評価することができる。結果は、より関連のある結果がより関連の少ない結果の前に返
信される形で生成することができる。
【００４３】
　解析されたキャラクタストリーム及び特定された結果を使用して、ホスト１３０は結果
をクライアント１１０と交換する。結果は、ネットワーク又はクライアントの表示の制約
に従うように制御することができる。例えば、ネットワークの帯域幅が限られているか、
又は、クライアントの表示機能が限られている場合、ホスト１３０はネットワークの輻輳
を回避するように送信を構築することができるか、又は、（例えば、返信された結果から
画像を除去することにより）より適した結果を提供するように結果を修正することができ
る。
【００４４】
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　クライアント１１０は結果を受信する（工程２６０）。クライアント１１０は、表示の
効力を高めるために結果を検討する追加処理を行うことができる。例えば、クライアント
１１０は返信された結果をユーザのプロファイルに関連付けることができ、且つ、それに
従って表示されるように結果を調整できる。他の実施例において、クライアントは、後続
するキャラクタストリームの動作の効力を高めるためにユーザのプロファイル及び興味を
より良く展開するために結果を解析することができる。結果が中間処理を受けたか否かに
関係なく、クライアント１１０は結果を表示する（工程２７０）。結果は、結果が意図し
た文字のシーケンスを完了する代わりに、結果の１つをユーザが選択することを可能にす
るような形で提示される。例えば、ユーザがキーワード検索アプリケーションの入力欄に
打鍵すると、ドロップダウンウィンドウが１つ又は複数の可能性の高い結果と共にキーワ
ード検索アプリケーション内に現れることが可能となる。ユーザが打鍵を続けると、ドロ
ップダウンウィンドウ内に現れている結果は、キャラクタストリームの最新の解析を反映
させるために調整することができる。ユーザは、興味のある結果を見ると、その結果を選
択することができる（工程２８０）。結果の選択は、アプリケーションが、選択された結
果に関連するコードセグメントを起動することをもたらす（工程２９０）。例えば、ユー
ザが１つの地域の地図を記述している結果を選択すると、入力されたキャラクタストリー
ムに関連する地図を表示するために、マッピングウェブサイトにアクセスしているウェブ
ブラウザを起動することができる。
【００４５】
　図３は、データベース１４０に常駐するマッピング情報を検索するためにクライアント
１１０がどのようにしてキャラクタストリームをホスト１３０と交換するかを示すフロー
チャート３００を示す。全般に、図３に説明されているシステム及び動作は、図１及び２
に関して既に説明したシステム及び動作に関連している。しかし、図３は、クライアント
１１０に対して結果を検索するために、ホスト１３０がどのようにしてデータベース１４
０とインターフェースをとることができるかを示す。クライアント１１０はホスト１３０
とキャラクタストリームを交換する。今度は、ホストが、結果を作成するためにキャラク
タストリームの自身の解析においてデータベース１４０を使用する。ホストがクライアン
ト１１０に結果を提供し、次にクライアント１１０が結果を提示し、且つ、ユーザが興味
のある結果を選択すると、適切なコードセグメントを起動する。
【００４６】
　最初、クライアント１１０のユーザはキャラクタストリーム「Ｄｕｌｌｅｓ」を入力す
る（工程３０５）。クライアントはホスト１３０とキャラクタストリームを交換し（工程
３１０）、ホスト１３０はキャラクタストリーム「Ｄｕｌｌｅｓ」を受信する（工程３１
５）。ホスト１３０はキャラクタストリーム「Ｄｕｌｌｅｓ」を解析する（工程３２０）
。ホスト１３０は、キャラクタストリームをホスト１３０のキャッシュに保存されている
人気のある結果と比較するためにキャラクタストリームのローカルでの解析を行うことが
できる一方、より大きな関連性を持つ結果を特定するために、専用データベースに、カス
タム化されたクエリを配信する。例えば、フローチャート３００において、キャラクタス
トリームを解析する工程は「Ｄｕｌｌｅｓ」に関連するマッピングデータベースにポーリ
ングする工程（工程３２５）を含む。フローチャート３００はアクセスされている１つの
データベース１４０を描いているが、多数のデータベースにポーリングすることができる
。ポーリングできる他のデータベースの例は、メッセージデータベース、電話帳サービス
、職業別電話帳、及び、財務データベースを含むが、これらに限定されない。
【００４７】
　データベース１４０は「Ｄｕｌｌｅｓ」についてのポーリングを受信する（工程３３０
）。続いて、「Ｄｕｌｌｅｓ」が解析され（工程３３５）、結果が検索される。例えば、
バージニア州Ｄｕｌｌｅｓに関連する多数の地図が特定及び／又は検索される。この工程
は、Ｄｕｌｌｅｓの市街地、Ｄｕｌｌｅｓ国際空港への道筋、及び、バージニア州Ｄｕｌ
ｌｅｓに所在する様々な企業の事務所への道筋の地図を含むことができる。続いて、結果
がホスト１３０に返信される（工程３４０）。
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【００４８】
　結果を受信した（工程３４５）時点で、ホスト１３０はＤｕｌｌｅｓの結果をクライア
ントと交換する（工程３５０）。結果をクライアントと交換する工程は、多数のデータベ
ースから受信した結果を同期させる工程、及び、最大の関連性を持つ結果を特定する工程
を含むことができる。例えば、キャラクタストリームを解析するために多数のデータベー
スにポーリングすることができる。クライアント１１０から返信された結果の全体数は、
クライアント１１０が処理及び／又は表示するには大きすぎることがある。従って、ホス
ト１３０はホストに妥当な結果のみを選抜及び表示することができる。１つの実施例にお
いて、最も妥当な結果がクライアント１１０に返信される一方、結果のストックは、キャ
ラクタストリーム内のその後に受信される文字に照らした解析に対して利用可能のままと
なる。他の実施例において、データベースからの各結果は異なる時刻に受信される。例え
ば、正確に展開し、且つ、ユーザの人口統計に適合するクエリは、結果を最も一般的に検
索される結果と比較するクエリよりも時間がかかることが可能である。結果を交換する工
程は、最も一般的に検索される結果を最初に提示する工程、及び、続いて、その時間がか
かるクエリの結果が利用可能となった時にその時間がかかるクエリの結果を提示する工程
を含むことができる。
【００４９】
　クライアントは「Ｄｕｌｌｅｓ」の結果を受信し（工程３５５）、且つ、それらの結果
を表示する（工程３６０）。示されたように、クライアント１１０が、「Ｄｕｌｌｅｓ」
に関連するマッピングアプリケーションを起動するというユーザの選択を受信すると（工
程３６５）、クライアント１１０は選択された「Ｄｕｌｌｅｓ」の結果に対するマッピン
グアプリケーションを起動する（工程３７０）。
【００５０】
　図４は、キャラクタストリームへの更新に基づいてクライアントの表示がどのようにし
て修正できるかを示すフローチャート４００を示す。全般に、図４に示したシステム及び
動作は、図１から３に関して既に説明されたシステム及び動作に関連している。しかし、
フローチャート４００は、キャラクタストリームへの更新が、ユーザが相互作用できる異
なる結果をどのようにして生成できるかを示す。特に、キャラクタストリームにおいてそ
の後に受信された文字は、クライアントによる表示のための異なるセットの結果を生成で
きる。このようにして、ユーザはキャラクタストリームを修正でき、且つ、その修正に基
づいて新しい結果をリアルタイムで観察することができる。
【００５１】
　最初に、クライアントはキャラクタストリーム「Ｓｐｒｉｎｇ」を受信し（工程４０５
）、且つ、キャラクタストリーム４１０をホスト１３０と交換する（工程４１０）。ホス
ト１３０はキャラクタストリーム「Ｓｐｒｉｎｇ」を受信し（工程４１５）、且つ、キャ
ラクタストリーム「Ｓｐｒｉｎｇ」を解析する（工程４２０）。ホスト１３０及び／又は
データベース１４０は、キャラクタストリーム「Ｓｐｒｉｎｇ」に対するマッピング結果
を特定し（工程４２５）、且つ、これらの結果をクライアント１１０に返信する（工程４
３０）。クライアントは「Ｓｐｒｉｎｇ」に関連する結果を受信し（工程４３５）、且つ
、それらの結果を表示する（工程４４０）。
【００５２】
　続いて、クライアントはキャラクタストリーム内の追加のキャラクタを受信及び交換す
る（工程４４５）。例えば、列「Ｓｐｒｉｎｇ」がＳｐｒｉｎｇｆｉｅｌｄが付くいくつ
かの都市に関連する情報を特定する可能性がおそらくあるが、ユーザは、Ｓｐｒｉｎｇｆ
ｉｅｌｄがユーザが考えていることであり、且つ、ユーザにとって興味のあるＳｐｒｉｎ
ｇｆｉｅｌｄを特定することを確認するために追加の情報を入力することができる。従っ
て、ユーザは、Ｓｐｒｉｎｇｆｉｅｌｄ，Ｉｌｌｉｎｏｉｓへの興味を表すために次の文
字としてフィールド「Ｉ」を入力することができる。ホスト１３０及び／又はデータベー
ス１４０は追加のキャラクタを受信及び解析する（工程４５０）。ホスト１３０及び／又
はデータベース１４０は更新に関連する新しいセットの結果を生成し、このセットはクラ
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イアント１１０と交換される（工程４５５）。Ｓｐｒｉｎｇｆｉｅｌｄ，Ｉｌｌｉｎｏｉ
ｓを使用した実施例においては、Ｓｐｒｉｎｇｆｉｅｌｄ，Ｉｌｌｉｎｏｉｓという町に
関連するマッピング及び職業別電話帳の情報を交換することができる。
【００５３】
　クライアント１１０は更新を受信し（工程４６０）、且つ、その更新に基づいてユーザ
との相互作用を可能にする（工程４６５）。例えば、Ｓｐｒｉｎｇｆｉｅｌｄ，Ｉｌｌｉ
ｎｏｉｓに関連する地図、サービス、及び、他の情報のリストを表示することができる。
【００５４】
　図５を参照すると、未完了キャラクタを持つキャラクタストリームに関連する例示的な
結果がＧＵＩ５００に示されている。一般に、ＧＵＩ５００は、図２から４に関して説明
された動作を使用して、図１に関して主に説明されたクライアント１１０上に表示するこ
とができる。ＧＵＩ５００は、ウェブブラウザなどのユーザアプリケーション内にキャラ
クタストリームが入力されたとき結果のページに呼び出すことができるコードセグメント
を示す。特に、テキストエントリフィールド５１０は、カーソル「｜」により示されてい
るように、キャリッジリターンなしにキャラクタストリーム「ａｏｌ」を受信している。
ＧＵＩ５００は、検索が列「ａｏｌ」に対して起動されることを可能にする結果５２０、
コードセグメントがＡＯＬキーワード「ａｏｌ」に対して起動されることを可能にする結
果５３０、及び、株式取引市場で１５．３２米ドルで取引されていることを示す「ＡＯＬ
」に対する株式相場を検索してくるコードセグメントを可能にする結果５４０を含む。
【００５５】
　図６を参照すると、キャラクタストリーム「Ａｒｌｉｎｇｔｏｎ、ＶＡ２２２０９」に
対する例示的な結果がＧＵＩ６００に示されている。全般に、ＧＵＩ６００は図１から５
に関して既に説明したシステム、動作、及び、表示に関連している。しかし、ＧＵＩ６０
０は、ユーザアプリケーションからアクセスできる異なるデータベース及び／又はアプリ
ケーションを示している。例えば、「Ａｒｌｉｎｇｔｏｎ、ＶＡ２２２０９」がテキスト
エントリフィールド６１０に挿入されたとき、結果６２０を使用して検索コードセグメン
トを起動することができ、マッピングコードセグメントは結果６３０を使用して起動する
ことができる。
【００５６】
　１つの実施例において、結果６２０及び６３０に関連する表示はクライアント１１０に
より既に検索されてきている。あるいは、結果６２０及び６３０に関連する表示内のコン
テンツを（例えば、ホスト１３０及び／又はデータベース１４０から）ダウンロードする
ことを必要とすることができる。
　図７はキャラクタストリーム「ｄｅｎｔｉｓｔ（歯科医）」に関連するＧＵＩ７００を
示す。全般に、ＧＵＩ７００は図１から６に関して既に説明したシステム、動作、及び、
表示に関連している。しかし、ＧＵＩ７００は、キャラクタストリームに関連する職業別
電話帳の登録項目を特定するために、キャラクタストリームをどのようにして解析できる
かを示している。
【００５７】
　ＧＵＩ７００は、ユーザが、キャラクタストリーム「ｄｅｎｔｉｓｔ」に関して検索す
るためのコードセグメントを起動することを可能にする結果７１０を含む。ＧＵＩ７００
において、キャラクタストリームはｄｅｎｔｉｓｔに対する完了テキストを含むが、「ｄ
ｅｎｔｉｓ」又は「ｄｅｎｔｉ」などのより短い列も、文字列「ｄｅｎｔｉ」又は「ｄｅ
ｎｔｉｓｔ」に関する検索を開始する結果を生成するために解析でき、且つ、使用するこ
とができることに注意されたい。結果７２０は、クライアントがＡＯＬキーワード「Ｄｅ
ｎｔｉｓｔ」に「進む」ことができるように、ユーザがコードセグメントを起動すること
を可能にする。
【００５８】
　結果７３０は、ユーザが、「Ｄｅｎｔｉｓｔ」についてＡＯＬ　Ｙｅｌｌｏｗ　Ｐａｇ
ｅを検索するためのコードセグメントを起動することを可能にする。結果７３０は「ｄｅ
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ｎｔｉｓｔ」に対する該職業別電話帳の検索を起動するための結果を特徴とするが、他の
ＧＵＩは利用可能な歯科医のリストを含むことができることに注意されたい。例えば、も
しユーザの所在地が知られていれば、ユーザの郵便番号の歯科医のリストを提示すること
ができ、歯科医は専門別に区分され、且つ、提示される。ＧＵＩからの結果は、歯科医の
ウェブページを起動するため、歯科医と通信を交換するためのメッセージアプリケーショ
ンを起動するため、又は、歯科医と面会の約束項目を作成するためのカレンダアプリケー
ションを起動するために選択することができる。
【００５９】
　図８及び９を参照すると、ＧＵＩ８００及び９００は、キャラクタストリーム内の追加
のキャラクタが受信されている間に、表示された結果がどのようにして変更できるかを示
している。全般に、ＧＵＩ８００及び９００は図１から７に関して既に説明したシステム
、動作、及び、表示に関連している。しかし、ＧＵＩ８００及び９００は、それらの結果
が図５から７に現れたドロップダウンウィンドウ内に表示されないという点で上記の表示
とは異なっている。同様に、ＧＵＩ８００及び８００は、意図されたキャラクタストリー
ムの一部を使用して結果をどのようにして生成及び表示することができるか、及び、同様
に、興味のある列を精密に形成するために、キャラクタストリームへの更新がどのように
して先行するキャラクタストリームに追従する必要がなくなるかを示している。ＧＵＩ８
００は、「Ｓｐｒｉｎｇ」がテキストエントリフィールド８１０に入力された後に利用可
能となる複数の結果８２０を示している。ＧＵＩ９００は、「Ｉ」がその後にテキストエ
ントリフィールド９１０に入力された後に、結果９２０「Ｓｐｒｉｎｇｆｉｅｌｄ，Ｉｌ
ｌｉｎｏｉｓ」のみが表示されるように結果を選抜することができることを示している。
間をつなぐ文字（例えば、Ｓｐｒｉｎｇｆｉｅｌｄ，Ｉｌｌｉｎｏｉｓの「ｆｉｅｌｄ，
」）のどれも、キャラクタストリームには含まれていないことに注意されたい。
【００６０】
　ＧＵＩ８００及び９００は、マッピングリソースがアクセスされていることを示してい
るが、図８及び９に対して説明された動作は他のアプリケーション及び環境にも適用可能
である。ユーザがマッピングアプリケーション内でにキャラクタストリームを入力したた
め、地図の結果を求めるために結果を調整することができる。このことは、マッピングデ
ータベースを検索する工程により、又は、マッピングの結果が検索されることを示す修飾
因子を使用してホスト１３０にポーリングする工程により行うことができる。ＧＵＩ８０
０及び９００は、ユーザがマッピングの要件又は制約を指定することを必要又は可能とし
ないが、他のＧＵＩは、キャラクタストリームを解析するために使用されるデータベース
をユーザが指定することを可能にすることができる（図示しない）。
【００６１】
　図１０を参照すると、ＧＵＩ１０００は、ユーザがメッセージ通信を交換することを可
能にする例示的なメッセージ通信ディスプレイである。全般に、ＧＵＩ１０００は図１か
ら９に関して既に説明したシステム及びプロファイルに関連している。しかし、ＧＵＩ１
０００は、キャラクタストリームがメッセージ通信情報に関連している時に表示できるメ
ッセージ通信の結果を示す。例えば、ユーザがテキストエントリフィールドに「ｃｈａｔ
ｔｉｎｇｃｈｕｎｋ」を打鍵すると（図示しない）、ＧＵＩ１０００を表示することがで
き、ユーザがメールを送信すること、インスタントメッセージを送信すること、アドレス
帳に「ｃｈａｔｔｉｎｇｃｈｕｎｋ」を追加すること、「ｃｈａｔｔｉｎｇｃｈｕｎｋ」
からのメール及びインスタントメッセージを遮断すること、並びに／又は、「ｃｈａｔｔ
ｉｎｇｃｈｕｎｋ」の状態又は興味を閲覧することを可能にする。図１０は「ｃｈａｔｔ
ｉｎｇｃｈｕｎｋ」という名の一人のユーザに関連するメッセージ通信アプリケーション
又は動作を示しているが、二人以上のユーザに関した結果を表示することもできる。同様
に、ユーザが「＠」キャラクタ（インターネットのメールシステムに関連するＡＴの文字
）を入力すると、電子メールメッセージ通信に関連していない選択肢を除去することがで
きる。
【００６２】
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　他の実施態様は特許請求の範囲の範囲内である。例えば、動作はキャラクタストリーム
に関連する結果を検索する例を説明したが、結果は、コードセグメントを起動する際に最
終的に表示される情報を含む必要はない。むしろ、結果は、もし許容されるなら、その後
に検索してくることができる結果を記述するラベルを含むことができる。
【００６３】
　同様に、クライアント及びホストのアプリケーションは、検索されてきた結果の効力を
高めるために補助機能及び綴り訂正エージェントを含むことができる。補助機能は、予測
されるキャラクタストリームの意味に関連する類似の結果を検索してくる工程によりユー
ザを手助けすることができる。例えば、もしキャラクタストリームが「Ｇｅｒｍａｎ　ａ
ｕｔｏｍｏｂｉｌｅｓ（ドイツ製自動車）」を含んでいれば、Ｍｅｒｃｅｄｅｓ、ＢＭＷ
、及び、Ａｕｄｉを含むドイツ製自動車の著名な製造業者を含む結果を検索してくること
ができる。綴り訂正エージェントは、ユーザがキー入力上の誤りを入力した可能性が高い
ことを認識することができる。これに応じて、綴り訂正エージェントは、入力されたキャ
ラクタストリームをデスクトップ上で変更する工程、及び／又は、予測された入力内容に
関連する結果を検索してくる工程によりキャラクタストリームを訂正することができる。
【００６４】
　綴り訂正エージェントと同様に、システムは、キャラクタストリームに入力されたＵＲ
Ｌ（「Ｕｎｉｆｏｒｍ　Ｒｅｓｏｕｒｃｅ　Ｌｏｃａｔｏｒ」）を確認するために使用で
きる確認エージェントも含むことができる。例えば、ユーザがウェブサイトのアドレスを
入力すると、そのウェブサイトアドレスを、デバイス及びファイル情報が実際に存在する
か否か、及び／又は、それらが正しいかどうか判定するために解析することができる。Ｕ
ＲＬ情報が正しくないと、システムは、正しい、又は関連するＵＲＬアドレスを特定する
ためにキャラクタストリームを分解解析することができる。
【００６５】
　クライアント１１０は、ストリーミング音声及びビデオ通信などの媒体通信に関連する
結果を知的に提示するために使用することができる。例えば、コンテンツプロバイダ又は
サービスプロバイダは、多数の独立した提示の「チャンネル」又は帯域を配信することが
できる。ユーザはユーザの興味に最も関連性のある情報を提示しているチャンネルを見出
すためにそれらのチャンネルを調べることを希望することができる。従って、ユーザはユ
ーザが興味を持っていると見出したコンテンツに関連するキャラクタストリームを入力す
ることができる。音声コンテンツについては、キャラクタストリームがアーティスト、ア
ルバム、又は、選択肢（例えば、歌）の名称に関連していることが可能である。ビデオコ
ンテンツについては、キャラクタストリームが特定のニュース提携先（例えば、ＴＩＭＥ
又はＣＮＮ）、ショー、出来事（episode）、又は、主題に関連していることが可能であ
る。いずれにせよ、基礎となるコンテンツに関係なく、キャラクタストリームは、キャラ
クタストリームに表されたユーザの興味に関連する結果を検索してくるために使用するこ
とができる。この工程は、入力されたキャラクタストリームを特定の媒体選択に伴うメタ
データ又は副表題と比較する工程により行うことができる。１つの例において、キャラク
タストリームは、あるユーザのための結果を特定するために利用可能な番組編成の副表題
と比較することができる。従って、ユーザが、ニュースになった人の名称をキャラクタス
トリームに入力すると、（オンデマンド及び放送のストリームを含めて）すべての利用可
能な番組編成の副表題を、そのニュースになった人を特集している媒体ストリームを特定
するために検索することができる。
【００６６】
　結果として得られた媒体ストリームは様々なフォーマットで提示することができる。１
つの実施例において、検索されてきた結果に関連する媒体アプリケーションをユーザが起
動することを可能にするために、ドロップダウンメニューが現れる。他の実施例において
、媒体ストリームがビデオストリームを含んでいると、図８のタイル整列に類似したビデ
オストリームのタイルを表示することができる。ビデオストリームのタイルは、利用可能
なビデオコンテンツの簡略表示をユーザに提供するために低ビットレートの提示物を含む
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ことができる。ユーザがビデオタイルの１つを選択すると、より高ビットレートでのビデ
オ選択物の例を表示することができる。
【００６７】
　インターネット又は委託された環境で動作するために、システム及び動作は修正するこ
とができる。例えば、公共のデータベースを検索するよりも、むしろ、システムは、委託
された環境に伴う安全性の手続き及び慣行を組み込むように構成することができる。従っ
て、営業担当従業員は、キャラクタストリームを解析する上で顧客及び市場開拓用のデー
タベースにアクセスできることが可能となっている。技術担当職員は、自身の任務に役立
てるために技術及び動作の支援データベースを検討できることが可能となっているが、販
売データベースを使用してキャラクタストリームを解析することは防止されている。経営
陣及び／又は調査担当職員はキャラクタストリームを解析する上でほとんど又はすべての
データベースにアクセスできることが可能となっている。
【００６８】
　結果はクライアント１１０及び／又はホスト１３０に保存することができる。例えば、
ホスト１３０は、後続するキャラクタストリームを解析する際に使用することができる以
前に返信されてきた結果をキャッシュに保存することができる。他の例において、以前に
選択された結果はクライアントに保存することができ、後続するキャラクタストリームは
以前に保存された結果を使用して最初にアクセスすることができる。
【００６９】
　クライアント１１０は、ユーザアプリケーションがメッセージ通信コードセグメントを
起動することを可能にできる。あるいは、ユーザはメッセージ通信アプリケーションにキ
ャラクタストリームを入力することができる。例えば、ユーザはインスタントメッセージ
通信アプリケーションにキャラクタストリームを入力することができる。インスタントメ
ッセージ通信アプリケーションは、解析のためにホスト１３０にキャラクタストリームを
送信することができる。クライアント１１０は結果を受信することができ、且つ、特定さ
れたユーザがオンラインしていることを結果が示しているとクライアントがインスタント
メッセージを送信することを可能にする。
【００７０】
　更新を交換する工程は、キャラクタストリームが最後に交換されて以来変化したキャラ
クタストリームの部分のみを交換する工程を含むことができる。例えば、ユーザが第１の
アプリケーションに情報を最初に打ち込むと、第１のアプリケーションは、ホスト１３０
に最初に入力されたキャラクタストリーム（例えば、「Ｓｐｒｉｎｇ」）と共にメッセー
ジを送信することができる。ユーザが（例えば、「Ｓｐｒｉｎｇ」の後に「ｆｉｅｌｄ」
を打鍵することにより）キャラクタストリームに更新を入力すると、クライアント１１０
は古い情報を送信せずに新しい情報を送信することができる（例えば、クライアント１１
０は後で「Ｓｐｒｉｎｇｆｉｅｌｄ」の代わりに「ｆｉｅｌｄ」を送信する）。あるいは
、クライアント１１０は最新のキャラクタストリームを送信することができる。例えば、
クライアント１１０は最初に「Ｓｐｒｉｎｇ」を送信し、続いて、後に「Ｓｐｒｉｎｇｆ
ｉｅｌｄ」を送信することができる。
【００７１】
　クライアント１１０及び／又はホスト１３０は関連する結果がないことを判断でき、且
つ、追加の処理用リソースが使用されることを防止するように動作することができる。例
えば、ユーザは、ホスト１３０が情報を持たず、且つ、結果も生成しないキャラクタスト
リームを入力することができる。情報がないことをホスト１３０が判断すると、ホスト１
３０は、追加の更新が交換されることを防止するためにクライアント１１０とインターフ
ェースをとることができる。このような状態は、ホスト１３０によりアクセス可能なコン
テンツに関連していないキャラクタストリームをユーザが入力すると発生する。例えば、
ホスト１３０は、ＣＨＡＲＡＣＴＥＲＳＴＲＥＡＭ１が何の結果も産み出さず、ＣＨＡＲ
ＡＣＴＥＲＳＴＲＥＡＭ１の延長も何の結果も産み出さないことを判断することができる
。もしユーザがＣＨＡＲＡＣＴＥＲＳＴＲＥＡＭ１２３などの追加の情報を入力したなら
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、第１のアプリケーションはホスト１３０に何の更新済み情報も送信しない。しかし、も
しユーザが、ＣＨＡＲＡＣＴＥＲＳＴＲＥＡＭ１がＣＨＡＲＡＣＴＥＲＳＴＲＥＡＭに変
更されるようにキャラクタストリームを修正するためにＤＥＬＥＴＥ（削除）キーを使用
したなら、キャラクタストリームを交換することができる。
【００７２】
　クライアント１１０は、ユーザの予測された興味に応じていない結果を共通のキャラク
タストリームが生成する場合に、共通のキャラクタストリームが解析されることを防止す
るために予備解析を行うことができる。例えば、特にキャラクタストリームの最初の部分
において、キャラクタストリームに「ｔｈｅ」が現れると、キャラクタストリーム「ｔｈ
ｅ」を使用して結果を生成する工程は多すぎる結果を生成する可能性が高く、その結果の
うち、もしあっても、少数がユーザの予測された興味に応じたものとなる。従って、キャ
ラクタストリームを交換する工程は、キャラクタストリームが意味のあるものとなるまで
遅らせることができる。従って、キャラクタストリーム「ｔｈｅ」を交換する工程は、キ
ャラクタストリームが意味のある結果を生成する可能性の高い「ｔｈｅ　Ｇｒｅｅｋ　ｉ
ｓｌａｎｄｓ」又は他のキャラクタストリームと読めるまで遅らせることができる。同様
に、キャラクタストリームは、（クライアント１１０又はホスト１３０のいずれにおいて
も）解析に役立たつ可能性の低いキャラクタストリームにおける列を除去するように再構
築することができる。従って、「ｔｈｅ」、「ａ」、及び、「ｔｈｉｓ」などのキャラク
タストリームに現れる列は、キャラクタストリームを交換する前にキャラクタストリーム
から除去することができる。
【００７３】
　結果を表示する工程は、結果に対するコードセグメントが起動されることを可能にする
結果に対するラベルを表示する工程に加えて、結果を直接表示する工程を含むことができ
る。例えば、結果は、株式相場を生成するコードセグメントに対するラベルよりもむしろ
実際の株式相場を含むことができる。表示された結果はニュース項目に対する小記事又は
簡単な要約を含むことができる。小記事は、ユーザがそのニュース項目を選択するとその
ニュース項目に関したより詳細な記事を検索してくるように構成することができる。
【００７４】
　動作の多くはパソコン上で受信されるキャラクタストリームに関して説明されたが、動
作は、限られたディスプレイ及び／又は省入力キーパッド（例えば、無線の送受話器又は
電話機）を備えたデバイスから１つ又は複数の文字（例えば、あいまいなキャラクタのシ
ーケンス）を受信したことに応答して行うこともできる。例えば、図１１はあいまいなキ
ャラクタに関連する結果を返信するように構成することができるモバイルデバイス１１０
０を示す。特に、モバイルデバイス１１００は、省入力キーパッド上でユーザが１つ又は
複数のあいまいなキャラクタのシーケンスを選択することを可能にするように構成されて
いる。モバイルデバイス１１００はあいまいなキャラクタのシーケンスをホストと交換し
、且つ、予測された興味に応じた結果を提示する。詳細をより良く認識できるようにする
ため、モバイルデバイスのディスプレイ１１１０は、モバイルデバイスのディスプレイ１
１１０をより大きくレンダリングするように投影されている。
【００７５】
　モバイルデバイスのディスプレイ１１１０は入力表示１１２０及び結果表示１１３０を
含んでいる。入力表示１１２０は、ユーザが入力されたあいまいなキャラクタを認識する
ことを可能にし、結果表示１１３０は、ユーザがユーザの予測された興味に応じた結果を
認識することを可能にする。示したように、入力表示１１２０は、「７」及び「３」がモ
バイルデバイス１１００上のキーパッドに現れるあいまいなキャラクタを示す場所に、あ
いまいなキャラクタ「７３３」が入力されたことを示している。文字「７」及び「３」は
、数字「７」が、数「７」を表すのに加えて文字「Ｐ」、「Ｑ」、「Ｒ」、又は、「Ｓ」
を表すこともでき、数字「３」が、数「３」を表すのに加えて文字「Ｄ」、「Ｅ」、又は
、「Ｆ」を表すこともできるという意味であいまいである。
【００７６】
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　結果表示１１３０は、入力されたあいまいなキャラクタに関連する結果をレンダリング
する。特に、モバイルデバイス１１００は（図示しない）ホストに１つ又は複数のあいま
いなキャラクタのシーケンスを提供することができる。今度は、ホストが、あいまいなキ
ャラクタのシーケンスを解析でき、ユーザの予測された興味に応じた結果を特定でき、且
つ、結果をモバイルデバイスに返信することができる。結果を使用して、モバイルデバイ
ス１１００は結果表示１１３０において結果をレンダリングするように構成されている。
【００７７】
　示したように、ホストは、「７３３」を入力したユーザがＷａｓｈｉｎｇｔｏｎ　Ｒｅ
ｄｓｋｉｎｓなどの用語「Ｒｅｄ」に関連する情報を検索している可能性のあることを判
断している。例えば、ホストは、あいまいなキャラクタ「７」が「Ｒ」を表し、あいまい
なキャラクタ「３」が「Ｅ」を表し、且つ、あいまいなキャラクタ「３」が「Ｄ」を表す
と決定すること判断するができる。
【００７８】
　結果１１４０から１１４４は、結果の１つ又は複数をユーザが選択したことに応答して
起動することができる１つ又は複数のアプリケーションを表している。あいまいなキャラ
クタ「７３３」を入力したユーザは「ＲＥ」若しくは「ＲＥＤ」を含む、且つ／又は、こ
れらで始まる用語に興味のある可能性が高いとホストが判断したことに応答して、モバイ
ルデバイス１１００は結果表示１１３０に結果１１４０から１１４４を表示する。第１の
結果１１４０はＷａｓｈｉｎｇｔｏｎ　Ｒｅｄｓｋｉｎｓのフットボールの試合の得点を
示し、Ｒｅｄｓｋｉｎｓの試合についての追加の情報を検索してくるためのリンクを含ん
でいる。第２の結果１１４１は電話帳サービスアプリケーションからの結果を含み、且つ
、Ｒｅｄ　Ｌｏｂｓｔｅｒに対する電話番号リストを含んでいる。ユーザはリストにある
電話番号に電話をかけるために第２の結果１１４０を選択することができる。第３の結果
１１４２は映画「Ｒｅｄ　Ｄｒａｇｏｎ」に対する映画情報を含んでいる。第３の結果１
１４２は入場券の購入のために、又は、ユーザによる選択に応じた映画館リストを供給す
るために選択することができる。第４の結果１１４３は映画「Ｔｈｅ　Ｒｅｆ」のＤＶＤ
をユーザが購入することを可能にするように構築され、且つ、手配されたアクティベーシ
ョンコードセグメントを含んでいる。第５の結果１１４４はカリフォルニア州のＲｅｄｏ
ｎｄｏ　Ｂｅａｃｈの地図を検索及び提示するために選択することができるリンクを含む
。
【００７９】
　モバイルデバイスのディスプレイ１１１０はスクロールバー１１５０も含んでいる。ス
クロールバー１１５０は、結果表示１１３０内でレンダリングできるものよりも多くの結
果を示し、且つ、これらにアクセスするために使用することができる。
【００８０】
　１つの実施態様において、モバイルデバイス１１００は、結果１１４０から１１４４が
あいまいなキャラクタ「７３３」のシーケンスに対して最も人気のある結果であると判断
したことに応答して、結果１１４０から１１４４をレンダリングする。あるいは、又は、
加えて、結果は特定のユーザに応じていることが可能である（例えば、ホストは特定のユ
ーザがＲｅｄｓｋｉｎｓのファンであると判断している）。さらに他の変形形態において
、モバイルデバイス１１００は、モバイルデバイスに関する位置に応答して結果をレンダ
リングする。より詳細には、あいまいなキャラクタのシーケンスは、モバイルデバイス１
１００の所在地情報を使用して解析することができる。例えば、ホストはモバイルデバイ
ス１１００の所在地情報を受信でき（例えば、Ｒｅｄ　Ｌｏｂｓｔｅｒレストランを含む
レストラン地区の近く）、且つ、あいまいなキャラクタのシーケンスに関連する近くのレ
ストランに対する結果を返信することができる。
【００８１】
　示されたように、入力表示１１３０はカーソル１１３２を含んでいる。カーソル１１３
２は、追加のあいまいなキャラクタがあいまいなキャラクタのシーケンス内で交換できる
ことを示している。追加のあいまいなキャラクタは結果をさらに明確化するために使用す
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ることができる。
【００８２】
　例えば、図１２は、あいまいなキャラクタに応じた結果を最初に提示した後に、あいま
いなキャラクタの追加の入力に応答して結果を返信するように構成されたモバイルデバイ
ス１２００を示す。全般に、モバイルデバイス１２００は、図１１に関して説明したモバ
イルデバイス１１００に関連している。しかし、モバイルデバイス１２００は、結果表示
１２３０に現れている結果が、追加のあいまいなキャラクタを受信したことに応答してど
のようにして修正できるかを示している。ホストは結果をより精密に調整するために追加
のあいまいなキャラクタを使用することができる。
【００８３】
　入力部分１２２０に示したように、モバイルデバイス１２００は、図１１に示す「７３
３」に加えて「７」が入力されたことを示している。その結果、あいまいなキャラクタ１
２３１のシーケンスは「７３３７」となる。あいまいなキャラクタのシーケンスとして「
７３３７」を使用して、モバイルデバイス１２００は、結果表示１２３０内で結果１２４
０～１２４４をレンダリングする。
【００８４】
　図１２の第１の結果１２４０は、図１１の第１の結果１１４０と同様であり（最新の得
点で更新されている）一方、他の結果は他のあいまいなキャラクタの追加を反映させるた
めに図１１に示された結果１１４０～１１４４とは異なっていることが可能である。例え
ば、キャラクタのシーケンス（例えば、Ｒｅｄｓｋｉｎｓ）として「ｒｅｄ」を含むにす
ぎない結果とは対照的に、結果表示１２３０は「Ｒｅｄ　Ｌｏｂｓｔｅｒ」又は「Ｒｅｄ
　Ｄｒａｇｏｎ」などの完了した単語「Ｒｅｄ」を含む結果を最早含んでいない。あいま
いなキャラクタのシーケンスへの「７」の追加を反映して、第２の結果１２４１はＣｉｎ
ｃｉｎｎａｔｉ　Ｒｅｄｓについての情報へのリンクを含んでいる。いくつかのキーパッ
ドでは、「７」のキーが数字「７」に加えて文字「Ｐ」、「Ｑ」、「Ｒ」、及び「Ｓ」も
表せることに注意されたい。従って、「７３３７」は「ＲＥＤＳ」を表す可能性がある。
同様に、第２の結果１２４１は、結果が、あいまいなキャラクタのシーケンスで始まる結
果に限られる必要がないことを示している。例えば、第２の結果１２４１は「Ｃｉｎｃｉ
ｎｎａｔｉ」で始まる登録に関連している。
【００８５】
　第３の結果１２４２は、Ｗａｓｈｉｎｇｔｏｎ　Ｒｅｄｓｋｉｎｓ通りへの運転経路を
受信するために選択することができるアプリケーションを含む。第４の結果１２４３は、
スポーツ行事のための入場券を購入するために選択することができるプログラムを含む。
第５の結果１２４３は電話帳サービスアプリケーションからの結果を含み、且つ、「Ｒｅ
ｄｓ　Ｓａｌｏｏｎ」に対する電話番号リストを含んでいる。
【００８６】
　図１１及び１２は、レンダリングされる実際の結果を示しているが、語幹もレンダリン
グすることができる。語幹は用語又は結果の一部を示すことができる。語幹が多数の結果
で使用されている程度までは、多数の結果、及び／又は、現在の語幹の後に、若しくは、
これに基づいて現れる追加の語幹をレンダリングするために、語幹を選択する工程を使用
することができる。
【００８７】
　図１１及び１２が、用語に対する構造（例えば、長さ）を指定せずにあいまいなキャラ
クタのシーケンスを分解解析できることを示している一方、ユーザは、あいまいなキャラ
クタストリームを分解解析するために「スペース」文字などの特殊文字を使用することが
できる。図１３は、あいまいなキャラクタのシーケンスに応じた結果を最初に提示した後
、スペースキャラクタの入力に応答して結果を返信するように構成されたモバイルデバイ
ス１３００を示す。「スペース」のキャラクタの入力は、単語「ｒｅｄ」を含むにすぎな
い単語（例えば、Ｗａｓｈｉｎｇｔｏｎ　Ｒｅｄｓｋｉｎｓ）よりもむしろ、完了された
単語「ｒｅｄ」に関連する結果にユーザが興味を持っているか否かを示すことなどのあい
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まいなキャラクタのシーケンスにおける用語の境界を区別するために使用することができ
る。結果表示１３３０はＲｅｄ　Ｅａｇｌｅに関連する結果のみを示すために修正するこ
とができる。結果表示１３３０は、結果表示１３４１～１３４５のすべてがＲｅｄ　Ｅａ
ｇｌｅ関連の結果であるのに対して、結果表示１１３０は１つのＲｅｄｓｋｉｎｓ関連の
結果を含むだけである点で、図１１の結果表示１１３０とは異なっている。結果表示１３
３０は、すべての結果がＲｅｄ　Ｅａｇｌｅ関連であることをユーザが認識するのを助け
るために、「Ｒｅｄ　Ｅａｂｌｅ」という表題により表されるヘッダ１３４０を含んでい
る。スペースは、レンダリングされた結果の許容の程度を示すために使用できるが、やは
りスペースを有するあいまいなキャラクタのシーケンスによって支持されている他の結果
もレンダリングすることができる。例えば、「ＳＥＥ」に関連する結果も、「７３３」が
入力された場合に返信されることが可能である。
【００８８】
　ユーザは、異なる語幹に進むために「次の単語」キーを使用することができる。例えば
、「ＲＥＤ」は可能性の高い単語の段階を表すことができるが、ユーザは他の語幹に進む
ためにソフトキーを使用することができる。「７３３」の場合、語幹は「ＲＥＦ」及び「
ＳＥＥ」を含むことができる。ユーザが異なる語幹に進んだ結果、ユーザが進んだ語幹は
、ユーザの予測された興味に応じる可能性が最も高い語幹であると判定することができ、
従って、他の語幹の前にレンダリングされる。
【００８９】
　結果表示１３３０の第１の結果１３４１は図１１で参照されたスポーツ行事の第１の結
果１１４０と類似している。「Ｒｅｄ　Ｅａｇｌｅ」は「Ｒｅｄ　Ｅａｇｌｅ」を表すヘ
ッダ１３４０の結果として選抜又は削減することができる。第２の結果１３４２はＲｅｄ
　Ｅａｇｌｅの試合の入場券を購入するために選択できるアプリケーションを含んでいる
。第３の結果１３４３はＲｅｄ　Ｅａｇｌｅについての最新の見出し及びニュース情報を
示すために選択できるアプリケーションを含んでいる。第４の結果１３４４はＲｅｄ　Ｅ
ａｇｌｅ　Ｆｉｅｌｄへの運転経路を受信するために選択できるアプリケーションを含ん
でいる。第５の結果１３４５はＲｅｄ　Ｅａｇｌｅ　Ｆｉｅｌｄの天候状態についての情
報を受信するために選択できるアプリケーションを含んでいる。
【００９０】
　スペースの文字以外の入力を、あいまいなキャラクタのシーケンスを分解解析するため
に使用することができる。１つの実施態様において、あいまいなキャラクタのシーケンス
は、例えば、記号のページから「－」若しくは「＠」などの非英数字文字を入力すること
により、又は、モバイルデバイス上の矢印ボタンを押すことにより分解解析することがで
きる。
【００９１】
　結果表示１１３０、１２３０、及び、１３３０はユーザにより選択することができる。
ユーザが１つの結果を選択すると、モバイルデバイスは選択された結果に応じた特定の動
作を行うように典型的に構成されている。例えば、Ｒｅｄ　Ｅａｇｌｅのフットボールの
試合についてのより多くの情報を得るために、ユーザは図１３の結果１３４１を選択する
ことができる。
【００９２】
　１つの結果を選択したことに応答して表示することができる表示を例示すると、図１４
は、進行中のフットボールの試合について情報を表示するように構成されたモバイルデバ
イス１４００を示す。試合の情報はＲｅｄｓｋｉｎｓの得点１４２１、Ｇｉａｎｔｓの得
点１４２２、様々な試合の統計結果１４２３、及び、試合ごとの情報部分１４２４を含ん
でいる。
【００９３】
　図１５はユーザの入力内容に伴う広告を表示するように構成されたモバイルデバイス１
５００を示す。モバイルデバイスのディスプレイ１５１０に示された広告１５４１～１５
４３は、Ｗａｓｈｉｎｇｔｏｎ　Ｒｅｄｓｋｉｎｓに関連する製品及びサービスに対応し
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ている。第１の広告１５４１は分野別広告を表し、且つ、３枚のＲｅｄｓｋｉｎｓの入場
券の販売を提供している。第２の広告１５４２はＲｅｄｓｋｉｎｓのジャージ販売を提供
している。第３の広告１５４２は、Ｒｅｄｓｋｉｎｓ用品を販売しているオンラインスト
アを訪問するための広告である。
【００９４】
　１つの実施態様において、モバイルデバイス１５００は、ユーザが１つの結果を選択し
たことに応答して広告１５４１～１５４３をレンダリングする。あるいは、又は、加えて
、広告はあいまいなキャラクタのシーケンスに応じたものにすることが可能である。例え
ば、Ｒｅｄｓｋｉｎｓの結果のみを返信するために検索を絞り込む前に、Ｒｅｄ　Ｌｏｂ
ｓｔｅｒの割引を提供する広告を表示することができる。広告は、例えば特定のユーザの
買物の習慣が知られている場合に、その特定のユーザに応じたものにすることができる。
【００９５】
　図１６はあいまいなキャラクタのシーケンスに関連する結果を返信するように構成され
たモバイルデバイスのためのモバイルデバイスのディスプレイ１６００を示す。結果１６
１１はあいまいなキャラクタのシーケンスをレンダリングする。結果１６１１は、あいま
いなキャラクタのシーケンス「７７７４６４」に応じた１つの結果を表すテキスト「Ｓｐ
ｒｉｎｇ」を表示する。１つの実施態様において、結果１６１１内でレンダリングされた
結果は１つ又は複数の結果に関連している。他の実施態様において、結果１６１１はユー
ザの嗜好及び／又はプロファイルに応じたものとなっている。例えば、図１６に示したよ
うに、ユーザがあいまいなキャラクタのシーケンス「７７７４６４」を入力した場所に、
ユーザの所在地がＳｐｒｉｎｇｆｉｅｌｄ，Ｉｌｌｉｎｏｉｓに近いと判断されたとき、
モバイルデバイスは「Ｓｐｒｉｎｇ」をレンダリングすることができる。
【００９６】
　図１６は、特定の結果を選択したことに応答して呼び出されたアプリケーションの表示
を提供するためのアイコンの使用も示す。アイコン１６１２～１６１４は各結果との関連
で表示されている。アイコン１６１２は、第１の結果の選択が旅行を計画及び手配するた
めのアプリケーションを起動することを示すように、第１の結果に関連して航空機のアイ
コンを表示している。アイコン１６１３は、第２の結果の選択がマッピングアプリケーシ
ョンを起動することを示すように、第２の結果に関連して地球を表示している。アイコン
１６１４は、第３の結果の選択がレストランアプリケーションを起動することを示すよう
に、第３の結果に関連してテーブルのアイコンのアイコンを表示している。動作を起動さ
れるアプリケーションに関して説明したが、結果はコンテンツ（例えば、着信音又はオー
ディオクリップ）などのオブジェクトに関連していることも可能である。
【００９７】
　モバイルデバイスのディスプレイ１６００は、モバイルデバイス上のボタンに対応する
特殊記号１６１６（例えば、下向き矢印記号）を含んでいる。特殊記号に関連するボタン
を使用して、ユーザは結果に進むことができ、且つ、モバイルデバイスのディスプレイ１
６００上でレンダリングされているものを越えて追加の結果を閲覧することができる。ま
た、モバイルデバイスのディスプレイ１６００は、ユーザが特定の結果を選択するための
もう１つの「ショートカット」を含むことができる。示したように、列「Ｓｐｒｉｎｇｆ
ｉｅｌｄ」からの副列「ｆｉｅｌｄ」は、モバイルデバイスのディスプレイ１６００上に
表示されている第２の結果内で下線が引かれている。下線を引かれたテキストは、文字「
ｆ」を入力することにより、又は、数字「３」などの「ｆ」に対応するあいまいなキャラ
クタを入力することにより、ユーザが第２の結果を選択できることを示している。
【００９８】
　図１７は、結果を絞り込むための各入力の後に結果がどのように変化するかを示す。例
えば、「８ＴＵＶ」キーが入力シーケンスに追加されたとき、「Ｆｕｌｌｅｒｔｏｎ，Ｃ
Ａ」はより可能性が高くなり、第２から第１の位置に移動する一方、「Ｄｕｌｌｅｓ」は
考慮から外される。現在１７１１のラベルが付けられている第２の表示内の第３の結果は
、この場合にシーケンスが電話番号の前にある地域コードにも適合しなかったが、入力シ
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ーケンス「３８５５３７８」が合理的な結果を検索してこられることを示している。
【００９９】
　図１６において、テキストの下線が引かれた部分は、あいまいなキャラクタのシーケン
スに入力されていない後続の文字に関連している。図１７は、明確化された用語の最初に
現れる入力されていない文字に関連する結果を、解析がどのようにして返信できるかも示
す。（図示しない）他の実施態様において、下線を引かれた文字を有する結果は、選択さ
れた結果を用語として使用するために選択することができる。さらに他の実施態様におい
て、下線を引かれた文字は、選択することができる「キー」への「ショートカット」を表
す。他の結果に関連する他の副列は他の結果へのショートカットを示すために下線を引く
ことができる。例えば、下線を引かれたテキストが選択可能なショートカットを表す場合
、第３の結果は、５５５－（１７１１）が入力された後に、電話番号「５５５－３８５－
５３７８」に関連するアプリケーションを選択するために「５」を入力できることを示し
ている。
【０１００】
　１つの実施態様において、選択ショートカットは（図示しない）各結果次の数字として
示されている。ユーザは、入力が完了したことを示すためにキーを押すこと、且つ選択モ
ードを入力することができ、次いで、所望の結果の次の数字に対応するキーを押すことが
できる。他のデバイス上では、ユーザに、独立した選択モードを入力するよりもむしろ、
一定時間（例えば、１秒以上）にわたり対応するキーを押し続けることを要求することが
できる。タッチスクリーンデバイス上では、ユーザがデフォルトの動作を呼び出すために
、又は、選択したメニューを表示させるために所望の結果に直接触れることができる。
【０１０１】
　ソフトキーなどの特殊な入力キーを、結果に迅速にナビゲートするために使用すること
ができる。例えば、第１の特殊文字は、削除するために使用される連絡情報を表示するだ
けのために使用することができる（例えば、「＃」を押すことは、結果をアドレス帳又は
電話帳サービスアプリケーションから戻すだけである）一方、第２の特殊文字は他の結果
をふるい落とすために使用することができる（例えば、「＊」を押すことはアドレス帳ア
プリケーション又は電話帳サービスアプリケーションに関連する結果を除去する）。ある
いは、又は、加えて、特殊キャラクタの入力は、結果を自動的に選択するために使用する
ことができる（例えば、左矢印を押すことはマッピングアプリケーションを選択する）。
【０１０２】
　追加のショートカットは、専用キー、モード固有キー、又は、結果の数とタイプを低減
するように構成されたメニュー選択肢などの、結果を迅速にナビゲートするために利用可
能とすることができる。例えば、結果が表示されている間に「Ｓｈｏｗ　Ｃｏｎｔａｃｔ
ｓ（連絡先を表示）」とラベル付けされた「Ｏｐｔｉｏｎｓ（選択枝）」のメニュー項目
を選択することは、連絡先情報を提供しないいずれの項目もふるい落とすことができる。
あるいは、検索の結果は、ユーザが呼び出すアプリケーションに引渡すことができる。例
えば、もしユーザが専用の「Ｗｅｂ」キーを押せば、選択のために準備されている関連ウ
ェブアドレスを有するブラウザを起動することができる。
【０１０３】
　図１８は、テキストメッセージへ収容した結果として用語を生成するために、あいまい
なキャラクタのシーケンスがどのようにして入力され、且つ、解析されることが可能にな
るかを示す４つの例示的なモバイルデバイスのディスプレイを含んでいる。第１のモバイ
ルデバイスディスプレイ１８１０は、「３８５５３７８」が入力されたことを示している
。第１のモバイルデバイスディスプレイ１８１０は結果も含んでいる。１つの実施態様に
おいて、結果を選択することで、モバイルデバイス上でアプリケーションを実行すること
ができる。他の実施態様において、結果を選択する工程は、ホスト上でアプリケーション
を最初に実行する工程、及び／又は、ホスト上でのアプリケーションの実行の結果として
得られるデータを提示する工程を含むことができる。
【０１０４】
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　モバイルデバイスディスプレイ１８２０は、あいまいなキャラクタのシーケンスが「３
８５５３７８」及び「ｆｕｌｌｅｓｔ」に分解解析できることを示している。「もっと見
る」のバナーが結果の下方に表示されている。ユーザは、テキストメッセージに列「ｆｕ
ｌｌｅｓｔ」を挿入するために、結果から「ｆｕｌｌｅｓｔ」の結果を選択することがで
きる。あるいは、及び、第２のモバイルデバイスディスプレイ１８２０に示されたように
、ユーザは、追加の結果をレンダリングするために「もっと見る」バナーを選択すること
ができる。これに続いて、第３のモバイルデバイスディスプレイ１８３０の「検索中」バ
ナー及び対応する進行表示により示されているように、追加の結果がレンダリングされる
。モバイルデバイスディスプレイ１８４０は追加の結果を表示している。例えば、第１の
結果を提示し、且つ、ユーザの追加の結果要求に応答してホストからアクセスされた追加
の結果を検索してくるために、モバイルデバイスはローカルでの処理能力を使用すること
ができる。
【０１０５】
　結果は、明確化を必要とする情報を手動又は自動で判定することにより、専門データベ
ースから検索してくることができる。例えば、もしユーザが医学の専門家であり、且つ、
ローカルには保存されていない多くの医学用語を典型的に使用するなら、ユーザは医学用
語モードを選択することができるか、又は、医学用語が過去に使用されたこと、及び、医
学用語リモートデータベースがあいまいなキャラクタのシーケンスを解析するために使用
されることを予備解析コードセグメントが決定することができる。他の特化したデータベ
ースは法律用語、個人アドレス帳、又は、ＡＯＬキーワードを含む。しかし、他のデータ
ベースは、一般的な誤った綴り、又は、俗語及びニュースの見出しなどの最新の単語及び
句を含むことができる。
【０１０６】
　図１８と同様に、図１９は、あいまいなキャラクタのシーケンスを受信し、且つ、その
あいまいなキャラクタのシーケンスに応じた結果を検索してくるように構成されたモバイ
ルデバイスに付随する４つの例示的なモバイルデバイスの表示を含む。モバイルデバイス
ディスプレイ１９１０は「２８２６４８３」があいまいなキャラクタのシーケンスとして
入力されたことを示している。モバイルデバイスディスプレイ１９１０は文字シーケンス
「２８２６４８３」及び「ａｖａｎｇｕｅ」を伴う結果を含む。「もっと見る」バナーが
結果の下方でレンダリングされる。モバイルデバイスディスプレイ１９２０及びモバイル
デバイスディスプレイ１９３０は、ユーザが「もっと見る」バナーを選択し、ホストが追
加の結果を検索した結果として、表示がどのようにして修正されるかを示している。
【０１０７】
　モバイルデバイスディスプレイ１９４０はホストから検索されてきた追加の結果を含ん
でいる。結果は「俗語」の用語である「ｃｕ２ｎｉｔｅ」を含んでいる。モバイルデバイ
スディスプレイ１９４０は、２５セントで「ＴＸＴ俗語」辞典をダウンロードするための
プロンプト１９４１も含んでいる。辞書をダウンロードすることを選択するユーザは「は
い」入力１９４２を選択することができる一方、辞書をダウンロードすることを選択しな
いユーザは「いいえ」入力１９４３を選択することができる。
【０１０８】
　１つの実施態様において、結果は、既に起動されている「テキストのみ」アプリケーシ
ョン（例えば、生成されているテキストメッセージ）に返信することができる。あるいは
、又は、加えて、アプリケーションはあいまいなキャラクタのシーケンスの入力項目に応
じて起動することができる。さらに、結果を選択することは、マルチメディアアプリケー
ション又は地理的位置サービスなどの豊富な一連のアプリケーションを起動することがで
きる。例えば、図２０は結果として現れたアプリケーションを選択したことに応答して起
動することができるＪａｖａアプレットを示す。
【０１０９】
　検索してくることができる結果の他の実施例は、電話番号及び／又はキーワードを含む
ことができるか、これらに限定されない。電話番号を伴う結果をクリックすることは、電
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話通話を可能にできる。電話通話は電話網に渡すことができるか、又は、ＩＰ電話（例え
ば、ダイヤルされたユーザのパソコンに常駐する仮想電話アプリケーション）に接続する
ことができる。
【０１１０】
　結果、及び、既に返信又は選択された結果を表す追加情報は、クライアント１１０及び
／又はホスト１３０上に保存することができる。例えば、最も最近アクセスされた結果は
クライアント１１０のキャッシュに保存することができる一方、結果のより広範な履歴は
ホスト１３０のキャッシュに保存することができる。保存された結果は、ユーザの予測的
な興味に応じた結果を解析及び生成するためにアクセス及び使用することができる。
【０１１１】
　保存されている結果がどのようにして使用して後続するキャラクタストリームを解析す
るかを示すために、Ｎａｔｉｏｎａｌ　Ｆｏｏｔｂａｌｌ　Ｌｅａｇｕｅ（ＮＦＬ）に関
連する以前の検索は、一連のメタデータタグを生成することができる。これらのメタデー
タタグはユーザに伴うプロファイルに保存することができる。例えば、ＮＦＬ関連の情報
を検索しているユーザは、ＮＦＬのユーザプロファイルに追加されたメタデータタグ「Ｎ
ＦＬ」及び「Ｆｏｏｔｂａｌｌ」を有することができる。メタデータタグはその後の解析
を行う際に使用することができる。従って、ユーザが「Ｆａｌｃｏｎｓ」を打ち込むと、
「Ｆａｌｃｏｎｓ」のふくすうの意味に関連する追加のメタデータタグを、以前に生成さ
れたメタデータタグを使用して生成及び解析することができる。Ｆａｌｃｏｎｓに関連す
るメタデータタグの例は、「ＮＦＬ」、「Ａｕｄｕｂｏｎ　Ｓｏｃｉｅｔｙ」、及び、「
Ｓｐｏｒｔ　ｏｆ　Ｋｉｎｇｓ」などの用語を含むことができる。ＮＦＬに関する以前の
検索からのメタデータタグは、「Ｆａｌｃｏｎｓ」を入力することにより生成されるメタ
データタグと比較することができる。以前の検索からの結果を、興味のある用語に対する
既知のメタデータタグと相関させることにより、ユーザの予測された興味により応じてい
る可能性の高い結果が返信される。この場合、以前の検索の結果を現在の検索と相関させ
ることはＮＦＬのＡｔｌａｎｔａ　Ｆａｌｃｏｎｓに関連する結果を生成する。
【０１１２】
　多数のユーザからの結果は、異なるユーザの予測的な興味により応じている結果を決定
するために使用することができる。例えば、もしキャラクタストリームとして「Ｆａｌｃ
ｏｎｓ」を入力するユーザのほとんどがＮＦＬに興味があると判定されれば、「Ｆａｌｃ
ｏｎｓ」に応じてＮＦＬのスポーツ用語に関連する結果を返信するデフォルトの規則を作
成及び採用することができる。ユーザがプロファイルを有するか、又は、「Ｆａｌｃｏｎ
ｓ」の他の非スポーツの側面に興味を示したか、又は、「ｂｉｒｄｓ」、「Ａｕｄｕｂｏ
ｎ　Ｓｏｃｉｅｔｙ」、若しくは、「ｋｅｓｔｒｅｌｓ」などの修飾因子を使用した場合
には、デフォルトの規則を保留することにより、より緻密な解析を行うことができる。
【０１１３】
　動作の多くが英数字キーパッドに関して説明されたが、動作は、表意文字、マウス手書
き入力、及び、手書き文字認識指向システムを含めた他の入力内容入力システムへの対応
においても使用することができる。例えば、手書きストローク又はストロークの分類は、
ユーザが特定の順序で所望の文字に対する筆跡を入力できるように、利用可能なキーに配
置することができる。他の実施例において、音標文字は、ユーザが所望のキャラクタの音
声にから類推される綴りを入力できるようにキーに配置することができる。続いて、ユー
ザは、入力シーケンスに関連する可能性のあるいくつかの文字の中から所望の文字を見出
し、且つ、選択することができる。
【０１１４】
　あいまいなキャラクタのシーケンスを解析する工程には、その前の解析からの結果を組
み込むことができる。例えば、ホストは、２つ以上の表意文字が用語、単語、又は、句を
定義するためにしばしば必要であると判断することができる。ホストは、あいまいなキャ
ラクタのシーケンスが句の一部を表す可能性が高いと認識することができる。あいまいな
キャラクタのシーケンスが句の一部を表していることを認識する際に、ホストは、後続の
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文字、表意文字、又は、単語を個別に解析及び／又は選択するための要件を削減すること
ができる。
【０１１５】
　１つの実施態様において、ローカルでの解析は、あいまいなキャラクタのシーケンスが
ホストと交換される前に行われる。例えば、もしユーザが「Ｄｕｌｌｅｓ」を入力し、ク
ライアントがクライアントの語彙又は辞書に所望の用語を有していなければ、クライアン
トは「Ｄｕｌｌｅｓ」をホストと交換することができる。他の実施態様において、ホスト
から検索されてきた結果をクライアントのローカル辞書に選択的又は自動的にローディン
グすることができる。例えば、クライアントは、最も最近に検索されてきた結果及び／又
は最も人気のある結果について指定された量の記憶を保存することができる。
【０１１６】
　手書き文字認識が使用されている１つの実施態様において、クライアントは、ユーザの
入力内容を最初に文字に分解解析することができる。続いて、１つ又は複数の文字からな
るシーケンスをホストと交換することができる。ホストは、ユーザの入力内容が不正確に
認識された箇所でさえ、結果を返信することができるように、受信された文字に関連する
文字に対する解析を行うように構成することができる。例えば、手書き文字認識を使用す
るタッチスクリーンを備えたクライアントは、最初の手書き文字「ｅ」の文字を「ｃ」の
文字として不正確に認識することがある。クライアントはホストと「ｃ」を交換すること
ができる。ホストは、クライアントが手書き文字認識を使用していることが手書き文字の
予備認識中のエラーの入力の原因であるという指摘を受信することに応答して、解析結果
を修正することができる。その結果、ホストは「ｃ」及び「ｅ」に対するあいまいなキャ
ラクタとして表された最初の手書き文字に応じた結果を返信することができる。
【０１１７】
　ユーザの予測された興味に応じている可能性のより高い結果をホストが提供できるよう
に、クライアントは、示された属性及び／又は修飾因子を提出することができる。１つの
実施態様において、クライアントは省入力キーパッド及び限られたディスプレイを備えた
無線電話機であることを、クライアントは示している。その結果、ホストは、限られたデ
ィスプレイに対して調整され、且つ／又は、モバイルでの使用に関連する結果を提供する
ように構成することができる。１つの実施態様において、ホストはモバイルユーザにより
最も一般的にアクセスされているアプリケーション（例えば、電話帳サービス及びマッピ
ングのアプリケーション）に関連する結果を提供することができる。他の実施例において
、結果にマッピングコンテンツを含むように構成されたホストは、ユーザの所在地に近い
結果を「好む」ように構成することができる。
【０１１８】
　結果は、異なる言語からのデータベースを含めた複数のデータベースから検索してくる
ことができる。ホストは、異なる言語からの用語が選択されたことを検出でき、その結果
、検出された異なる言語に応じた結果を返信することができる。例えば、ホストはあいま
いなキャラクタのシーケンスに関連するドイツ語の適合項目を提供することができる。ド
イツ語の用語をユーザが選択したことの検出に応じて、ホストは、ドイツの自動車製造業
者などのドイツ語の用語に対するあいまいなキャラクタのシーケンスにおける関連する後
続の入力を行うように構成することができる。
【０１１９】
　綴り訂正エージェントは、ユーザがキー入力上の誤りを入力した可能性が高いことを認
識することができる。これに応じて、綴り訂正エージェントは、クライアント上で入力シ
ーケンスを変更する工程、及び／又は、訂正された結果を検索してくる工程により、デフ
ォルトの解釈を訂正することができる。例えば、自動訂正タッチスクリーンキーボードか
ら「入力された」シーケンスは解析でき、且つ、クライアント上に表示することができる
が、あいまいなキャラクタのシーケンスがホストと交換される時は「綴り訂正済み」の解
釈を使用することができる。
【０１２０】
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　コンテンツプロバイダは、結果が最初に返信されてくる「好ましい」領域のコンテンツ
を確立することができる。例えば、無線通信事業者は、無線電話機にコンテンツを供給す
るように構成された特化ホスト上のコンテンツへのアクセスを可能にすることができる。
特化ホストは、契約の状況に基づいてコンテンツへのアクセスを選択的に可能でき、且つ
／又は、無線電話機上のより良い表示のためにどこか他でホスト管理されているコンテン
ツを再構成することができる。
【０１２１】
　クライアントは非視覚的な入力及び表示のシステムを含むことができる。１つの実施態
様において、無線電話機は各結果に関連する音声信号を生成する文章音声変換エンジンを
含むことができる。他の実施態様において、無線電話機は、返信された結果の中を迅速に
ナビゲートするための音声入力を使用する無線電話機を含むことができる。例えば、無線
電話機の音声認識エンジンは大量の語彙及び／又は特定の方言を分解解析する上での困難
を経験することがある。ユーザは使用すべき用語を最初に入力するために省入力キーパッ
ドに依拠することができる。結果におけるいくつかの用語をレンダリングした後、音声認
識システムを起動し、且つ、レンダリングされた結果の中から選択するために使用するこ
とができる。
【０１２２】
　１つの実施態様において、キャラクタの閾値数を受信したことに応答して、又は、あい
まいなキャラクタの閾値数を受信したことに応答して、クライアントは無線ネットワーク
への通信インターフェースを選択的に起動する。他の実施態様において、クライアントは
「通常オン」の通信インターフェースにアクセスする。さらに他の実施態様において、ク
ライアントは、あいまいなキャラクタのシーケンス及び／又は低帯域の結果を交換するた
めに低帯域通信インターフェースにアクセスする。もしユーザが着信音のサンプルなどの
よりリソース集約的な結果にアクセスしているのであれば、より高い帯域の通信インター
フェースを確立することができる。
【０１２３】
　多数のレベルの明確化を行うことができる。例えば、ホストはあいまいなキャラクタス
トリームを解析でき、且つ、そのあいまいなキャラクタストリームを１つ又は複数の用語
に分解解析することができる。例えば、「２４７３７」は「ＢＩＲＤＳ」に分解解析する
ことができる。続いて、この用語は、用語に対するあいまいな意味を反映させるために、
さらに分解解析することができる。例えば、「２４７３７」は、Ｇｒｅａｔｅｒ　Ｂａｌ
ｔｉｍｏｒｅ地区における野球ファンであると判定されたユーザに対して「Ｂａｌｔｉｍ
ｏｒｅ　Ｏｒｉｏｌｅｓ」に分解解析することができる。実施態様において、追加の明確
化は「２４７３７」を直接「ＢＩＲＤＳ」に分解解析した後に行われる。他の実施態様に
おいて、ホストデータベースがより詳細なレベルのユーザプロファイル作成及びスポーツ
語彙に対応している場合には、「２４７３７」を直接「Ｂａｌｔｉｍｏｒｅ　Ｏｒｉｏｌ
ｅｓ」に分解解析することができる。
【図面の簡単な説明】
【０１２４】
【図１】ホストにより解析されたキャラクタストリームに関連する結果を知的に提示する
ために使用することができる通信システムを示す図である。
【図２】キャラクタストリームに関連する結果を知的に提示するために、クライアントが
どのようにしてホストを使用するかを示すフローチャートである。
【図３】クライアントがどのようにしてホストとキャラクタストリームを交換し、且つ、
そのキャラクタストリームに関連するマッピング情報を受信するかを示すフローチャート
である。
【図４】キャラクタストリームへの更新に基づいて、クライアントディスプレイがどのよ
うにして修正されることが可能であるかを示すフローチャートである。
【図５】キャラクタストリームに関連するリアルタイムの結果がどのようにして提示され
るかを示す例示的なグラフィカルユーザインターフェース（ＧＵＩ）を示す図である。
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【図６】キャラクタストリームに関連するリアルタイムの結果がどのようにして提示され
るかを示す例示的なグラフィカルユーザインターフェース（ＧＵＩ）を示す図である。
【図７】キャラクタストリームに関連するリアルタイムの結果がどのようにして提示され
るかを示す例示的なグラフィカルユーザインターフェース（ＧＵＩ）を示す図である。
【図８】キャラクタストリームに関連するリアルタイムの結果がどのようにして提示され
るかを示す例示的なグラフィカルユーザインターフェース（ＧＵＩ）を示す図である。
【図９】キャラクタストリームに関連するリアルタイムの結果がどのようにして提示され
るかを示す例示的なグラフィカルユーザインターフェース（ＧＵＩ）を示す図である。
【図１０】キャラクタストリームに関連するリアルタイムの結果がどのようにして提示さ
れるかを示す例示的なグラフィカルユーザインターフェース（ＧＵＩ）を示す図である。
【図１１】あいまいなキャラクタに関連する結果を返信するように構成することができる
モバイルデバイスを示す図である。
【図１２】あいまいなキャラクタに応答した結果を最初に提示した後に、あいまいなキャ
ラクタの追加の入力に応答した結果を返信するように構成されたモバイルデバイスを示す
図である。
【図１３】あいまいなキャラクタのシーケンスに応答した結果を最初に提示した後にスペ
ースキャラクタの入力に応答した結果を返信するように構成されたモバイルデバイスを示
す図である。
【図１４】選択された結果に関連する情報を表示するように構成されたモバイルデバイス
を示す図である。
【図１５】ユーザの入力に連動して広告を表示するように構成されたモバイルデバイスを
示す図である。
【図１６】１つ又は複数のあいまいなキャラクタに関連する結果を返信するように構成さ
れたモバイルデバイス用のモバイルデバイスの表示を示す図である。　　また、特定の結
果を選択したことに応答して呼び出されたアプリケーションを表示するためのアイコンの
使用も示す図である。
【図１７】明確化された用語の先頭に現れた文字に「ショートカット」がどのようにして
関連付けられるかを示す図である。
【図１８】テキストメッセージへの収容により用語を生成するために、あいまいなキャラ
クタのシーケンスがどのようにして入力、且つ解析され得るかを示す４つの例示的なモバ
イルデバイスの表示を含む図である。
【図１９】１つ又は複数のあいまいなキャラクタを受信し、且つ、そのあいまいなキャラ
クタに応答した結果を検索してくるように構成されたモバイルデバイスに使用される４つ
の例示的なモバイルデバイスの表示を含む図である。
【図２０】結果として現れたアプリケーションを選択したことに応答して起動することが
できるＪａｖａアプレットを示す図である。
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