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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　モバイル装置上にレコメンデーションを生成する方法であって、
　複数の予定されたイベントのデータベースを提供する段階を備え、前記複数の予定され
たイベントの各々はイベント詳細に関連付けられ、
　前記方法はさらに、
　前記モバイル装置の位置を決定する段階と、
　時間及び日付を決定する段階と、
　前記モバイル装置の位置、時間及び日付を、前記複数の予定されたイベントの前記イベ
ント詳細と比較する段階と、
　前記複数の予定されたイベントから一致するイベントを決定する段階を備え、前記一致
するイベントは前記比較する段階に基づいて決定され、前記一致するイベントに関連付け
られた前記イベント詳細は前記モバイル装置の位置、時間及び日付に対応し、
　前記方法はさらに、
　前記モバイル装置へとレコメンデーションを送信する段階を備え、前記レコメンデーシ
ョンは、前記一致するイベントに基づいて決定され、
　前記方法はさらに、
　前記モバイル装置の位置、時間及び日付が前記複数の予定されたイベントの前記イベン
ト詳細に対応しない場合、前記モバイル装置の前記位置に類似する位置、前記時間に類似
する時間及び前記日付に類似する日付に関連付けられた特定のイベントに基づくデフォル
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トイベントを、前記モバイル装置に関連付ける段階を備え、前記レコメンデーションは前
記デフォルトイベントに基づいていることを特徴とする、モバイル装置上にレコメンデー
ションを生成する方法。
【請求項２】
　前記レコメンデーションが、ユーザが購買することができる物質的な商品を勧めること
を特徴とする、請求項１記載の方法。
【請求項３】
　前記モバイル装置に情報を送信する段階をさらに備え、前記情報は、前記レコメンデー
ションの受容に応じて、前記モバイル装置へと送信されることを特徴とする、請求項１記
載の方法。
【請求項４】
　前記モバイル装置が位置する開催地を識別する段階をさらに備え、
　前記開催地は、前記位置から決定され、さらに、前記複数の予定されたイベントの１つ
は、前記開催地で行われ、前記レコメンデーションは前記開催地に基づいていることを特
徴とする、請求項１記載の方法。
【請求項５】
　前記レコメンデーションの対象を、前記モバイル装置に送信する段階をさらに備え、前
記レコメンデーションが受容されると、ネットワークにより前記モバイル装置に接続され
るプロバイダは、前記ネットワークを介して、前記モバイル装置へと前記レコメンデーシ
ョンの前記対象を送信することを特徴とする、請求項１記載の方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本出願は、２００７年１２月１２日出願の米国仮特許出願第６１／００７，３４３号の
優先権を主張する。
【背景技術】
【０００２】
　本発明は、一般的に、モバイル装置上にレコメンデーション(recommendation)を生成す
るシステム及び方法に関する。より詳細には、本発明は、レコメンデーションを生成する
ために、時間、位置、開催地及びイベントを用いたモバイル装置上のレコメンデーション
を生成するシステム及び方法に関する。さらに、モバイル装置上にレコメンデーションを
生成するシステム及び方法は、イベントデータベースを用いて、ユーザの現在の関心を決
定する。またさらに、モバイル装置上にレコメンデーションを生成するシステム及び方法
は、ユーザの取引履歴（transactional history）及び／又は他のユーザの行動（behavio
r）を用いて、レコメンデーションを生成する。モバイル装置上にレコメンデーションを
生成するシステム及び方法は、例えば、デジタルメディア、ニュースやイベント情報、論
説のコンテンツ（editorial content）及び／又は物質的なもしくはデジタルの商品を薦
める。その結果、モバイル装置上にレコメンデーションを生成するシステム及び方法は、
ユーザの現在の関心に対応するレコメンデーションを生成する。
【０００３】
　モバイルデジタルメディアは、急速に成長するエンターテインメント産業の要素であり
、該メディアは、高速セルラー及び無線ネットワークで動作するモバイル装置の普及に適
している。モバイル装置のメディアの消費者は、消費する一連のコンテンツの増加に直面
している。モバイル装置は、スクリーンのスペース及びユーザのインプット機能が限られ
ていて、ユーザは一般的に短い期間のコンテンツを見る。従って、ユーザを、ユーザの関
心があるコンテンツに積極的に向けさせることは、モバイルメディアの経験を成功させる
のに重要である。
【０００４】
　Amazon.com (Amazon.com, Inc.の登録商標)などのオンラインショッピングの目的を介
して電子商取引が増加したことで、商品のレコメンデーションの領域において多大な関心
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が生じてきた。正確なレコメンデーションシステムを展開することが可能な商人は、一般
的に個々の及び集約されたユーザの購買及び他の情報に基づいて、大いに収入を増加させ
る。
【０００５】
　グローバルポジショニングシステム（以下「GPS」）のサポートを多くのモバイル装置
に加えることで、ユーザの位置に基づいてコンテンツを薦める及び／又は選択する、ます
ます数多くのアプリケーションが可能となる。例えば、ハンドヘルド及び乗り物ベースの
ＧＰＳシステムは、ユーザの位置に応じてレストランのレコメンデーションを行なう。
【０００６】
　多くの既存の商品レコメンデーションシステムは、ユーザの現地時間及び位置情報の両
方を考慮に入れていなかった。従って、既存の商品レコメンデーションシステムは、どの
モバイルメディアを消費するかについての選択に非常に影響を与える重要な要因を見過ご
している。反対に、例えば、近辺のレストランなどのレコメンデーションを行なう既存の
位置ベースのサービスは、単純な選択及び並べ替えの基準を用いて動作させ、ユーザの過
去の行動もしくは他のユーザの行動を考慮していない。さらに、いずれのシステムも、現
地時間情報及び位置情報を、現実世界のイベントに関連付けて、正確にユーザの現在の環
境を決定していない。例えば、ある夜のスポーツイベントと、また別のある夜の音楽公演
に同じ開催地が用いられる。位置に基づいたコンテンツレコメンデーションシステムは、
ユーザの現在の環境を考慮し、不適切なレコメンデーションを回避する。
【０００７】
　従って、モバイル装置上にレコメンデーションを生成するシステム及び方法に対するニ
ーズが存在する。さらに、レコメンデーションを生成するために、時間、位置、開催地、
及び／又はイベントを用いる、モバイル装置上にレコメンデーションを生成するシステム
及び方法に対するニーズが存在する。さらに、ユーザの取引履歴及び／又は他のユーザの
行動を用いる、モバイル装置上にレコメンデーションを生成するシステム及び方法に対す
るニーズが存在する。さらに、特定のイベントに基づいてレコメンデーションを生成する
ために、イベントデータベースを用いてモバイル装置上にレコメンデーションを生成する
システム及び方法に対するニーズが存在する。
【発明の概要】
【課題を解決するための手段】
【０００８】
　本発明は、一般的に、モバイル装置上にレコメンデーションを生成するシステム及び方
法に関する。より詳細には、本発明は、レコメンデーションを生成するために、時間、位
置、開催地及び／又はイベントを用いる、モバイル装置上のレコメンデーションを生成す
るシステム及び方法に関する。さらに、モバイル装置上に、レコメンデーションを生成す
るシステム及び方法は、イベントデータベースを用いて、ユーザの現在の関心を決定する
。さらに、モバイル装置上のレコメンデーションを生成するシステム及び方法は、ユーザ
の取引履歴及び／又は他のユーザの行動を用いて、レコメンデーションを生成する。モバ
イル装置上にレコメンデーションを生成するシステム及び方法は、例えば、デジタルメデ
ィア、ニュースやイベント情報、論説のコンテンツ及び／又は物質的なもしくはデジタル
の商品を薦める。
【０００９】
　モバイル装置上にレコメンデーションを生成するシステム及び方法は、ユーザの現在の
関心に基づいて、レコメンデーションを生成する。例えば、フットボールゲームにいるユ
ーザは、その日以来、フットボールのハイライトのマルチメディアに関心を有しえる。特
定のミュージシャンのコンサートにいるユーザは、その特定のミュージシャンのマルチメ
ディアに関心を有しえる。ユーザの現在の関心は、例えば、ユーザが家、空港、ショッピ
ングセンター、コンサート、公演、スポーツバー、スポーツイベント、会議及び／又はそ
れらと同類の所に位置するかどうかで、終日中、変化しえる。モバイル装置上でレコメン
デーションを生成するシステム及び方法は、ユーザの現在の関心に基づいてレコメンデー
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ションを生成する。従って、モバイル装置上にレコメンデーションを生成するシステム及
び方法は、ユーザの現在の関心を決定し、それに応じてレコメンデーションを生成する。
【００１０】
　本発明の実施形態において、モバイル装置上でレコメンデーションを生成する方法が提
供される。方法は、複数のイベントのデータベースを提供する段階を備え、前記複数のイ
ベントの各々はイベント詳細に関連付けられ、前記方法はさらに、前記モバイル装置の位
置を決定する段階と、時間及び日付を決定する段階と、前記モバイル装置の位置、時間及
び日付を、前記複数のイベントの前記イベント詳細と比較する段階と、前記モバイル装置
へとレコメンデーションを送信する段階を備え、前記レコメンデーションは、前記モバイ
ル装置の位置、時間及び日付を、前記複数のイベントの前記イベント詳細と比較すること
により決定されることを特徴とする。
【００１１】
　ある実施形態において、方法は前記複数のイベントから一致するイベントを決定する段
階を備え、前記一致するイベントに関連付けられた前記イベント詳細は、前記モバイル装
置の位置、時間及び日付に対応し、さらに、前記レコメンデーションは前記一致するイベ
ントに基づいていることを特徴とする。
【００１２】
　ある実施形態において、方法は前記モバイル装置に情報を送信する段階を備え、前記情
報は、前記レコメンデーションの受容に応じて、前記モバイル装置へと送信されることを
特徴とする。
【００１３】
　ある実施形態において、方法は前記モバイル装置の位置、時間及び日付が前記複数のイ
ベントの前記イベント詳細に対応しない場合、デフォルトイベントを、前記モバイル装置
に関連付ける段階を備え、前記レコメンデーションは前記デフォルトイベントに基づいて
いることを特徴とする。
【００１４】
　ある実施形態において、方法は前記モバイル装置が位置する開催地を識別する段階を備
え、前記開催地は、前記位置から決定され、さらに、前記複数のイベントの１つは、前記
開催地で行われ、前記レコメンデーションは前記開催地に基づいていることを特徴とする
。
【００１５】
　ある実施形態において、方法は前記レコメンデーションの対象を、前記モバイル装置に
送信する段階を備え、前記レコメンデーションが受容されると、ネットワークにより前記
モバイル装置に接続されるプロバイダは、前記ネットワークを介して、前記モバイル装置
へと前記レコメンデーションの前記対象を送信することを特徴とする。
【００１６】
　本発明のもう１つ別の実施形態において、モバイル装置のユーザにレコメンデーション
を生成する方法が提供される。方法は前記モバイル装置の第１位置を決定する段階と、前
記モバイル装置に前記レコメンデーションを送信する段階を備え、前記レコメンデーショ
ンは、前記モバイル装置の前記第１位置により決定され、前記方法はさらに、前記ユーザ
から前記モバイル装置へのインプットを受容する段階と、前記インプットは前記ユーザが
前記レコメンデーションを受容することを示す場合、前記モバイル装置へと前記レコメン
デーションの対象を送信する段階を備えることを特徴とする。
【００１７】
　ある実施形態において、方法は前記第１位置に位置していた他のユーザの取引履歴を決
定する段階を備え、前記レコメンデーションは前記取引履歴に基づいていることを特徴と
する。
【００１８】
　ある実施形態において、方法は前記ユーザの取引履歴を決定する段階を備え、前記取引
履歴は、前記モバイル装置が前記第１位置に位置した際の前記ユーザの取引であり、さら
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に、前記レコメンデーションは前記取引履歴に基づいていることを特徴とする。
【００１９】
　ある実施形態において、前記レコメンデーションの前記対象は、前記第１位置の近辺の
ビジネスに関する情報であることを特徴とする。
【００２０】
　ある実施形態において、前記レコメンデーションの前記対象は、メディアファイルであ
ることを特徴とする。
【００２１】
　ある実施形態において、方法は複数のイベントのデータベースを提供する段階を備え、
前記複数のイベントの各々は、特定の位置に関連付けられ、さらに、前記モバイル装置の
位置は、前記複数のイベントの前記特定の位置と比較され、前記レコメンデーションは、
複数のイベントの一致するイベントに基づいていて、さらに、前記一致するイベントの前
記特定の位置は、前記モバイル装置の前記第１位置と対応することを特徴とする。
【００２２】
　ある実施形態において、方法は商取引の完了を確認する段階を備え、前記ユーザのイン
プットは、前記ユーザからの支払い情報を有し、さらに、前記モバイル装置へと送信され
た前記レコメンデーションの対象は、前記商取引の完了を確認することを特徴とする。
【００２３】
　ある実施形態において、方法は第２位置から前記第１位置への距離を決定する段階をさ
らに備え、前記レコメンデーションは、前記距離に基づいていることを特徴とする。
【００２４】
　本発明のもう１つ別の実施形態において、ユーザにレコメンデーションを生成するシス
テムが提供される。システムは、第１ネットワークと、前記第１ネットワークに接続され
るモバイル装置を備え、前記モバイル装置は位置を有し、さらに、前記第１ネットワーク
は、前記レコメンデーションを前記モバイル装置へと送信し、前記レコメンデーションは
、前記位置に基づいていて、さらに、前記モバイル装置は、前記レコメンデーションが受
容される場合、前記レコメンデーションの対象を受信し、前記レコメンデーションは、前
記モバイル装置上で、前記ユーザによるインプットに基づいて受容されることを特徴とす
る。
【００２５】
　ある実施形態において、システムは前記レコメンデーションの対象を前記モバイル装置
へと送信する第２ネットワークを備えることを特徴とする。
【００２６】
　ある実施形態において、前記第１ネットワークは前記モバイル装置へと前記レコメンデ
ーションの前記対象を送信することを特徴とする。
【００２７】
　ある実施形態において、システムは前記第１ネットワークに接続されたプロバイダを備
え、前記プロバイダは、前記レコメンデーションの対象を、前記第１ネットワークを介し
て、前記モバイル装置へと送信することを特徴とする。
【００２８】
　ある実施形態において、システムは前記モバイル装置を前記第１ネットワークに接続さ
せるサーバを備え、前記サーバは、前記モバイル装置に対してリモートの場所に位置され
、さらに、前記第１ネットワークは、前記レコメンデーションを前記サーバを介して、前
記モバイル装置へと送信することを特徴とする。
【００２９】
　ある実施形態において、システムは前記第１ネットワークに接続されたデータベースを
さらに備え、前記データベースは、複数のイベントを有し、さらに、前記複数のイベント
の各々は特定の位置に関連付けられ、さらに、前記モバイル装置の位置は、前記複数のイ
ベントの前記特定の位置と比較され、前記レコメンデーションは、前記複数のイベントの
一致するイベントに基づいていて、さらに、前記一致するイベントの前記特定の位置は、
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前記モバイル装置の前記位置に対応することを特徴とする。
【発明の効果】
【００３０】
　従って、本発明の利点は、モバイル装置上にレコメンデーションを生成するシステム及
び方法を提供することである。
【００３１】
　本発明のもう１つ別の利点は、レコメンデーションを生成するために、時間、位置、開
催地、及び／又はイベントを用いる、モバイル装置上にレコメンデーションを生成するシ
ステム及び方法を提供することである。
【００３２】
　そして、本発明のもう１つ別の利点は、ユーザの取引履歴を用いて、モバイル装置上に
レコメンデーションを生成するシステム及び方法を提供することである。
【００３３】
　さらに、本発明のもう１つ別の利点は、他のユーザの行動を用いて、モバイル装置上に
レコメンデーションを生成するシステム及び方法を提供することである。
【００３４】
　更なる本発明の利点は、デジタルメディア、ニュースやイベント情報、論説のコンテン
ツ及び／又は物質的なもしくはデジタルの商品を薦める、モバイル装置上にレコメンデー
ションを生成するシステム及び方法を提供することである。
【００３５】
　そして、本発明のもう１つ別の利点は、ユーザの現在の関心を決定し、それに応じてレ
コメンデーションを生成する、モバイル装置上にレコメンデーションを生成するシステム
及び方法を提供することである。
【００３６】
　本発明のさらなる特徴及び利点は、本発明の好適な実施形態及び図面に記載されている
、及び本発明の好適な実施形態及び図面から明らかである。
【図面の簡単な説明】
【００３７】
【図１】図１は、本発明の実施形態におけるモバイル装置上のレコメンデーションを生成
するシステムを示す。
【図２】図２は、本発明の実施形態におけるモバイル装置上のレコメンデーションを生成
する方法のフローチャートを示す。
【発明を実施するための形態】
【００３８】
　本発明は、一般的に、モバイル装置上にレコメンデーションを生成するシステム及び方
法に関する。より詳細には、本発明は、レコメンデーションを生成するために、時間、位
置、開催地及び／又はイベントを用いる、モバイル装置上のレコメンデーションを生成す
るシステム及び方法に関する。さらに、モバイル装置上に、レコメンデーションを生成す
るシステム及び方法は、イベントデータベースを用いて、ユーザの現在の関心を決定する
。さらに、モバイル装置上のレコメンデーションを生成するシステム及び方法は、ユーザ
の取引履歴及び／又は他のユーザの行動を用いて、レコメンデーションを生成する。モバ
イル装置上にレコメンデーションを生成するシステム及び方法は、例えば、デジタルメデ
ィア、ニュースやイベント情報、論説のコンテンツ及び／又は物質的のもしくはデジタル
の商品を薦める。
【００３９】
　数字は部品を示すが、図面を参照すると、図１は、システム（１０）を示し、該システ
ムは、モバイル装置（１４）を第１データ通信ネットワーク（１８）（以後、「第１ネッ
トワーク（１８）」とする）に接続させるサーバ（１２）を有する。モバイル装置（１４
）は、例えば、セルラー方式無線電話（mobile cellular telephone）、携帯情報端末（
「ＰＤＡ」）、４Ｇ携帯装置、３Ｇ携帯装置、２．５Ｇ携帯装置、インターネットプロト
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コル（以後、「ＩＰ」）、ビデオ携帯電話（video cellular telephone）、ＡＬＬ－ＩＰ
電子装置、ラップトップコンピュータ、衛星ラジオレシーバ、ポータブルデジタルオーデ
ィオプレーヤ、ポータブルデジタルビデオプレーヤ及び／又はそれらと同様のものであり
、モバイル装置（１４）は、サーバ（１２）と通信を行なう。モバイル装置（１４）は、
デジタルメディアを送信、受信、処理、受容及び／又は表示することが可能である。モバ
イル装置（１４）はマルチメディアを見る、消費する、及び／又は表示するためのディス
プレイ（図示せず）を有する。モバイル装置（１４）は、当業者に周知のマルチメディア
を送信、受信、処理及び／又は表示することが可能ないかなるモバイル装置であってもよ
い。
【００４０】
　モバイル装置（１４）は、レコメンデーションを受信する。レコメンデーションは、デ
ジタルメディア、ニュースやイベント情報、論説のコンテンツ及び／又は物質的なもしく
はデジタルの商品である。モバイル装置（１４）は、当業者に周知のレコメンデーション
を送信、受信、処理及び／又は表示することが可能ないかなるモバイル装置であってもよ
い。
【００４１】
　データベース（２０）は、第１ネットワーク（１８）に接続される。その結果、データ
ベース（２０）はモバイル装置（１４）及び／もしくはサーバ（１２）により接続される
、及び／又はアクセス可能である。モバイル装置（１４）は、サーバ（１２）及び／又は
データベース（２０）に対して、リモートである。データベース（２０）はローカルであ
る、もしくはサーバ（１２）に対してリモートである。プロバイダ（１６）は、第１ネッ
トワーク（１８）に接続される。プロバイダ（１６）は、例えば、コンテンツサービス、
メディアストア、小売店、広告者、チケット販売員、モバイルネットワークオペレータ、
エンターテインメント開催地、会議開催地及び／又はこれらと同類である。本発明は、プ
ロバイダ（１６）の特定の実施形態に限定すべきでない。プロバイダ（１６）は、当業者
に周知のいかなるプロバイダであってもよい。
【００４２】
　第１ネットワーク（１８）は、例えば、ＩＰネットワーク、ワイヤレスネットワーク、
有線ネットワーク、ローカルエリアネットワーク、広域ネットワーク、メトロポリタンエ
リアネットワーク、ページングネットワーク（paging network）、公衆交換電話網及び／
又は同様のものである。本発明は、第１ネットワーク（１８）の特定の実施形態に限定さ
れるべきでない。第１ネットワーク（１８）は、当業者に周知の、サーバ（１２）とデー
タベース（２０）との間を接続及び／又はこれらの通信を提供可能なあらゆるネットワー
クであってもよい。
【００４３】
　例えば、デジタルメディアは、楽曲、ラジオプログラム、オーディオブック、オーディ
オプログラム、テレビプログラム、映画、ミュージックビデオ、アニメ作品、ビデオプロ
グラム、オーディオビジュアル作品のビデオゲーム及び／又はサウンドトラック及び／又
はビデオトラック、１もしくはそれ以上のデジタル写真、ドラマ作品、映画音楽及び／又
はオペラ及び／又はそれらと同類のものである。本発明は、デジタルメディアの特定の実
施形態に限定されるべきではない。デジタルメディアは、当業者に周知のあらゆるデジタ
ルメディアである。
【００４４】
　図２は、一般的に、本発明の実施形態におけるモバイル装置上にレコメンデーションを
生成する方法（１００）を示す。時間及び／又は日付は、段階（１０１）で示すようにモ
バイル装置（１４）に関連付けられている。第１ネットワーク（１８）は、時間及び／又
は日付を提供する。代替的に、モバイル装置（１４）は、リアルタイムクロック（real t
ime clock）を備える。リアルタイムクロックは、時間及び／又は日付を提供する集積回
路である。リアルタイムクロックは、モバイル装置（１４）の電源とは別個の電源を有す
る。代替的に、時間及び／又は日付は、ＧＰＳシグナルからモバイル装置（１４）に位置
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するＧＰＳレシーバへと獲得される。時間及び／又は日付は、当業者に周知のあらゆる方
法で獲得される。
【００４５】
　位置は、段階（１０２）で示すように、モバイル装置（１４）に関連付けられる。位置
は、モバイル装置（１４）に位置するＧＰＳレシーバにより提供される。１もしくはそれ
以上のＧＰＳ衛星は、地球軌道に位置し、ＧＰＳシグナルをＧＰＳレシーバに対して提供
する。ＧＰＳシグナルは、ＧＰＳレシーバの座標を提供する。従って、モバイル装置（１
４）は、ＧＰＳレシーバにより提供される座標を用いて、モバイル装置（１４）の位置を
識別する。以前訪問した位置、及び／又は特定の位置への訪問の相対的な頻度の記録を確
立するために、位置は永久に記録される。
【００４６】
　データベース（２０）は、段階（１０３）が示すように、位置に基づいて開催地を特定
する。例えば、位置は、データベースにより用いられ、ユーザの家、スタジアム、シアタ
ー、空港、会議場、ショッピングセンター、ホール及び／又はこれらと同類の開催地を識
別する。
【００４７】
　データベース（２０）は、段階（１０４）に示すように位置、開催地及び／又は時間及
び／又は日付に基づいて、特定のイベントを識別する。特定のイベントは、モバイル装置
（１４）に関連付けられる。例えば、モバイル装置（１４）が特定のスポーツイベントの
位置にある場合、データベースは位置、開催地及び／又は時間及び／又は日付を用いて、
特定のスポーツイベントを決定する。更なる例として、モバイル装置（１４）が、特定の
音楽公演の位置にある場合、データベースは、位置、開催地、時間及び／又は日付を用い
て、特定の音楽公演を決定する。
【００４８】
　特定のイベントが識別できない場合、デフォルトイベントが段階（１０５）に示すよう
に生成される。デフォルトイベントは、類似する位置、類似する開催地及び／又は類似す
る時間及び／又は日付に関連付けられた特定のイベントに基づいている。例えば、データ
ベース（２０）が位置、開催地及び／又は時間及び／又は日付のエントリを有していない
場合、デフォルトイベントは、モバイル装置の位置、開催地及び／又は時間及び／又は日
付を、データベース（２０）における特定のイベントの位置、開催地情報及び／又は時間
及び／又は日付と比較することに基づいて、モバイル装置（１４）に関連付けられる。さ
らなる事例として、データベース（２０）が位置のエントリを有していない場合、デフォ
ルトイベントは、現在、位置の近所で行なわれているイベント、即ち、４分の１マイル離
れたところで行なわれているジャズコンサート、近い将来にその位置で行なわれるイベン
ト、つまり１週間のうちに行われるロックコンサート及び／又は特定の開催地で一般的に
使用されるイベント、つまり、開催地がスポーツスタジアムであればバスケットボールの
イベントである。
【００４９】
　モバイル装置（１４）を特定のイベントに関連付けることは、サーバ（１２）及び／又
は第１ネットワーク（１８）を介して送信される。モバイル装置（１４）を特定のイベン
トに関連付けることに基づいて、レコメンデーションは、段階（１０６）及び（１０７）
にそれぞれ示すように、生成される、及び／又は、モバイル装置（１４）に送信される。
レコメンデーションは、データベース（２０）及び／又はプロバイダ（１６）により生成
される。レコメンデーションは、第１ネットワーク（１８）によりモバイル装置（１４）
へと送信される。代替的に、レコメンデーションは、第２データ通信ネットワーク（３０
）（以後、「第２ネットワーク（３０）」とする）により、プロバイダ（１６）から送信
される。レコメンデーションが第２ネットワーク（３０）からサーバ（１２）を介して、
モバイル装置（１４）へと送信される。従って、モバイル装置（１４）は、第１ネットワ
ーク（１８）を介して、特定のイベントにモバイル装置（１４）の関連付けを獲得し、連
続的に、第２ネットワーク（３０）を介してプロバイダ（１６）からレコメンデーション
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を獲得する。
【００５０】
　ユーザがレコメンデーションを受容すると、レコメンデーションの対象（subject）が
モバイル装置（１４）へと送信される。例えば、デジタルメディア、ニュースやイベント
情報、論説のコンテンツ及び／又はデジタル商品がモバイル装置（１４）へと送信される
。レコメンデーションの対象は、第１ネットワーク（１８）及び／又は第２ネットワーク
（３０）によりモバイル装置（１４）へと送信される。レコメンデーションを受容するこ
とで、オーダ及び／又は購買の取引が完了し、物質的な商品をユーザの配送先へと配送さ
れる。レコメンデーションの対象の配送を行なうには、ユーザは、コンテンツに関連付け
られた費用について、金融取引及び／又は支払いを完了することが要求される。
【００５１】
　第２ネットワーク（３０）は、例えば、ＩＰネットワーク、ワイヤレスネットワーク、
有線ネットワーク、パーソナルエリアネットワーク、ローカルエリアネットワーク、メト
ロポリタンエリアネットワーク、広域ネットワーク、ページングネットワーク（paging n
etwork）、公衆交換電話網及び／又は同様のものである。モバイル装置（１４）は、第２
ネットワーク（３０）に対して、リモートである、及び／又は第２ネットワーク（３０）
とリモート接続される。本発明は、第２ネットワーク（３０）の特定の実施形態に限定さ
れるべきでない。第２ネットワーク（３０）は、当業者に周知の、プロバイダ（１６）と
モバイル装置（１４）との間を接続及び／又はこれらの通信を提供可能なあらゆるネット
ワークである。
【００５２】
　レコメンデーションは、特定のイベントに基づいている。例えば、特定のイベントは、
特定のミュージシャンによるコンサートである場合、レコメンデーションは、特定のミュ
ージシャンによる着信音を薦める。更なる事例として、イベントが特定のチームのスポー
ツイベントである場合、レコメンデーションは、特定のチームに関するニュースを薦める
。特定のイベントに基づいてレコメンデーションを生成することで、開催地だけを用いる
ことから生じる問題、例えば、スポーツ開催地がコンサートに用いられた場合、音楽シア
ターが会議室に用いられた場合及び／又はこれらと同類の場合に、スポーツ情報を薦める
といったことを避ける。
【００５３】
　レコメンデーションは、一般的な位置ガイドラインに基づいている。一般的な位置ガイ
ドラインは、別の位置、例えば、ユーザの家、小売店の位置、レストラン及び／又はこれ
らと同類の位置に対して、モバイル装置（１４）の位置を比較する。例えば、ユーザが家
から１００マイル以上離れている場合、レコメンデーションは、現地のレストラン情報の
レコメンデーションである。更なる事例として、ユーザが映画館の１マイル以内にいる場
合、レコメンデーションは、現在の映画の予告編のレコメンデーションである。さらなる
別の事例として、レコメンデーションは、位置への訪問回数に基づいている。例えば、現
在の位置が、ユーザにとって新しいと識別されると、近所の観光地及び／又は関心のある
位置に関連するコンテンツのレコメンデーションである。保存された以前の位置の記録に
基づいて、過去に頻繁に訪問したことのない、もしくは過去に訪問したことのない位置で
あれば、その位置は、ユーザにとって新しいと識別される。
【００５４】
　データベース（２０）は、ユーザの取引履歴を有する。ユーザが時間及び／又は日付に
おいて、位置及び／又は開催地にいる際に、ユーザの取引履歴は、ユーザの取引を提供す
る。レコメンデーションは、ユーザの取引履歴に基づいて生成される。例えば、ユーザが
空港に朝いる時にユーザが頻繁にニュース情報をダウンロードする場合、レコメンデーシ
ョンはニュース情報を薦める。更なる事例として、ユーザが家に夕方いる時にユーザが頻
繁に商品情報をダウンロードする場合、レコメンデーションは、商品情報のレコメンデー
ションである。
【００５５】
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　データベース（２０）は、他のユーザの取引履歴を有する。他のユーザがユーザの位置
及び／又は開催地にいた場合、他のユーザの取引履歴が他のユーザの取引を提供する。他
のユーザがユーザの特定のイベントと類似するイベント、及び／又はユーザの位置と類似
する位置にいた場合、他のユーザの取引履歴が他のユーザの取引を提供する。他のユーザ
の取引履歴に基づいて、レコメンデーションが生成される。
【００５６】
　例えば、他のユーザが特定のチームのホームスタジアムの開催地にいる場合、他のユー
ザは頻繁に特定のチームのフットボールの統計資料をダウンロードする。従って、モバイ
ル装置（１４）が、特定のチームのホームスタジアムの開催地にある場合、ユーザに対す
るレコメンデーションは、特定のチームのフットボールの統計資料のレコメンデーション
である。更なる事例として、他のユーザがニューオリーンズ州のバーボンストリートにい
る場合、他のユーザは頻繁にジャズ音楽のデジタルメディアをダウンロードする。従って
、モバイル装置（１４）がニューオリーンズ州のバーボンストリートにある場合、レコメ
ンデーションは、ジャズ音楽のデジタルメディアのレコメンデーションである。もう１つ
別の例として、他のユーザが空港にいる場合、他のユーザが頻繁に最新の気象情報をダウ
ンロードする。従って、モバイル装置（１４）が空港にある場合、レコメンデーションは
、最新の気象情報のレコメンデーションである。
【００５７】
　本明細書記載の本発明の好適な実施形態に対する、様々な変更および改良は、当業者に
とっては明らかである。このような変更及び改良は、本発明の精神及び範囲を逸脱するも
のではなく、本発明の付随する利点を減少させるものではない。したがって、このような
変更及び改良は添付の特許請求の範囲に含まれる。
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