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(57)【要約】
　ここに開示される主題は、モバイル・デバイスのユー
ザのふるまいに影響を及ぼすためのシステム及び方法に
関する。１つ又は複数の事前定義されたウェイポイント
と関連づけられるエリア内にモバイル・デバイスがある
かどうかについての決定が行なわれうる。インセンティ
ブは、モバイル・デバイスのユーザのふるまいに影響を
及ぼすために、モバイル・デバイスのロケーションに少
なくとも部分的に基づいて、モバイル・デバイスに提供
されうる。
【選択図】　　　図１
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　１つ又は複数の事前定義されたウェイポイントと関連づけられるエリア内にモバイル・
デバイスがあるかどうかを決定することと、
　前記モバイル・デバイスのユーザのふるまいに影響を及ぼすために、前記モバイル・デ
バイスのロケーションに少なくとも部分的に基づいて、前記モバイル・デバイスにインセ
ンティブを提供することと、
　を具備する方法。
【請求項２】
　前記モバイル・デバイスに前記インセンティブを提供することは、前記１つ又は複数の
事前定義されたウェイポイントと関連づけられる前記エリア内にモバイル・フォンがある
持続時間に、少なくとも部分的に、更に左右される、請求項１に記載の方法。
【請求項３】
　前記モバイル・デバイスの前記ロケーションを決定することを更に具備する、請求項１
に記載の方法。
【請求項４】
　前記インセンティブは、商品又はサービスと引き換え可能なクーポン、１つ又は複数の
ワイヤレス・サービスへのアクセス、及び／又は情報を具備する、請求項１に記載の方法
。
【請求項５】
　前記１つ又は複数の事前定義されたウェイポイントと関連づけられる前記エリア内に前
記モバイル・デバイスがあるかどうかを決定することは、前記モバイル・デバイスと関連
づけられる無線周波数識別子（ＲＦＩＤ）タグから識別子を受信することを具備する、請
求項１に記載の方法。
【請求項６】
　前記１つ又は複数の事前定義されたウェイポイントと関連づけられる前記エリア内に前
記モバイル・デバイスがあるかどうかを決定することは、前記モバイル・デバイスによっ
て、前記１つ又は複数の事前定義されたウェイポイントと関連づけられる無線周波数識別
子（ＲＦＩＤ）タグから識別子を受信することを具備する、請求項１に記載の方法。
【請求項７】
　前記１つ又は複数の事前定義されたウェイポイントと関連づけられる前記エリア内に前
記モバイル・デバイスがあるかどうかを前記決定することは、前記モバイル・デバイスに
よって、前記モバイル・デバイスの事前定義された範囲内の１つ又は複数のワイヤレス・
デバイスから、ロケーション情報を有する１つ又は複数のワイヤレス信号を受信すること
を具備する、請求項１に記載の方法。
【請求項８】
　前記ワイヤレス・デバイスのうちの少なくとも１つは、アクセス・ポイントを具備する
、請求項７に記載の方法。
【請求項９】
　前記ワイヤレス・デバイスのうちの少なくとも１つは、フェムトセルを具備する、請求
項７に記載の方法。
【請求項１０】
　１つ又は複数の事前定義されたウェイポイントから事前定義された距離内に前記モバイ
ル・デバイスがあるかどうかを前記決定することは、ロケーション・サーバによってアク
セス可能な、前記１つ又は複数の事前定義されたウェイポイントに関するロケーション情
報に少なくとも部分的に基づく、請求項１に記載の方法。
【請求項１１】
　前記インセンティブは、前記モバイル・デバイスへ送信されるメッセージを介して提供
される、請求項１に記載の方法。
【請求項１２】
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　前記メッセージは、電子メール（Ｅメール）メッセージを介して提供される、請求項１
１に記載の方法。
【請求項１３】
　前記メッセージは、ショート・メッセージ・サービス（ＳＭＳ）メッセージを介して提
供される、請求項１１に記載の方法。
【請求項１４】
　前記メッセージは、前記１つ又は複数の事前定義されたウェイポイントのうちの少なく
とも１つと関連づけられる送信機によって送信される、請求項１１に記載の方法。
【請求項１５】
　前記インセンティブは、前記１つ又は複数の事前定義されたウェイポイントのうちの少
なくとも１つの方向に向かって移動するように、ユーザに影響を及ぼすために提供される
、請求項１に記載の方法。
【請求項１６】
　前記インセンティブは、少なくとも２つの事前定義されたウェイポイントに向かって事
前定義された経路に沿って移動するように、前記ユーザに影響を及ぼすために提供される
、請求項１に記載の方法。
【請求項１７】
　前記インセンティブは、前記ユーザが、少なくとも２つのウェイポイント間の事前定義
された経路に沿って移動した結果として提供される、請求項１に記載の方法。
【請求項１８】
　前記ユーザの前記ふるまいは、前記ユーザの動きを具備する、請求項１に記載の方法。
【請求項１９】
　前記ユーザの前記ふるまいは、前記ユーザによって開始される購入を具備する、請求項
１に記載の方法。
【請求項２０】
　１つ又は複数の事前定義されたウェイポイントと関連づけられるエリア内にモバイル・
デバイスがあるかどうかを決定するためのロケーション・サーバと、
　前記モバイル・デバイスのユーザのふるまいに影響を及ぼすために、前記モバイル・デ
バイスの決定されたロケーションに少なくとも部分的に基づいて、前記モバイル・デバイ
スにインセンティブを提供するための通信デバイスと、
　を具備する装置。
【請求項２１】
　前記１つ又は複数の事前定義されたウェイポイントのうちの少なくとも１つは、前記モ
バイル・デバイスと関連づけられる無線周波数識別子（ＲＦＩＤ）タグから識別子を受信
するための１つ又は複数のＲＦＩＤ受信機と関連づけられる、請求項２０に記載の装置。
【請求項２２】
　前記１つ又は複数の事前定義されたウェイポイントのうちの少なくとも１つは、前記モ
バイル・デバイスと関連づけられる無線周波数識別子（ＲＦＩＤ）受信機に識別子を提供
する１つ又は複数のＲＦＩＤタグと関連づけられる、請求項２０に記載の装置。
【請求項２３】
　前記通信デバイスは、前記１つ又は複数の事前定義されたウェイポイントからの事前定
義された距離内にモバイル・フォンがある持続時間に少なくとも部分的に基づいて、前記
モバイル・デバイスに前記インセンティブを提供するように更に適合される、請求項２０
に記載の装置。
【請求項２４】
　前記インセンティブは、商品又はサービスと引き換え可能なクーポン、１つ又は複数の
ワイヤレス・サービスへのアクセス、及び／又は情報を具備する、請求項２０に記載の装
置。
【請求項２５】
　前記通信デバイスは、送信されたメッセージを介して、前記モバイル・デバイスに前記
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インセンティブを提供するように適合される、請求項２０に記載の装置。
【請求項２６】
　前記送信されたメッセージは、電子メール（Ｅメール）メッセージを介して提供される
、請求項２５に記載の装置。
【請求項２７】
　前記メッセージは、ショート・メッセージ・サービス（ＳＭＳ）メッセージを介して提
供される、請求項２５に記載の装置。
【請求項２８】
　前記１つ又は複数の事前定義されたウェイポイントは、前記エリア内の事前定義された
ロケーションを具備する、請求項２０に記載の装置。
【請求項２９】
　前記インセンティブは、前記１つ又は複数の事前定義されたウェイポイントのうちの少
なくとも１つの方向に向かって移動するように、ユーザに影響を及ぼすために提供される
、請求項２０に記載の装置。
【請求項３０】
　前記インセンティブは、少なくとも２つの事前定義されたウェイポイントに向かって事
前定義された経路に沿って移動するように、前記ユーザに影響を及ぼすために提供される
、請求項２０に記載の装置。
【請求項３１】
　前記インセンティブは、前記ユーザが、少なくとも２つのウェイポイント間の事前定義
された経路に沿って移動した結果として提供される、請求項２０に記載の装置。
【請求項３２】
　前記ユーザの前記ふるまいは、前記ユーザの動きを具備する、請求項２０に記載の装置
。
【請求項３３】
　前記ユーザの前記ふるまいは、前記ユーザによって開始される購入を具備する、請求項
２０に記載の装置。
【請求項３４】
　１つ又は複数の事前定義されたウェイポイントと関連づけられるエリア内にモバイル・
デバイスがあるかどうかを決定するための手段と、
　前記モバイル・デバイスのユーザのふるまいに影響を及ぼすために、前記モバイル・デ
バイスのロケーションに少なくとも部分的に基づいて、前記モバイル・デバイスにインセ
ンティブを提供するための手段と、
　を具備する装置。
【請求項３５】
　前記モバイル・デバイスの前記ロケーションを決定するための手段を更に具備する、請
求項３４に記載の装置。
【請求項３６】
　１つ又は複数の事前定義されたウェイポイントと関連づけられる前記エリア内にモバイ
ル・デバイスがあるかどうかを決定するための前記手段は、前記モバイル・デバイスと関
連づけられる無線周波数識別子（ＲＦＩＤ）タグから識別子を受信するための１つ又は複
数のＲＦＩＤ受信機を具備する、請求項３４に記載の装置。
【請求項３７】
　前記１つ又は複数の事前定義されたウェイポイントのうちの少なくとも１つは、前記モ
バイル・デバイスと関連づけられる無線周波数識別子（ＲＦＩＤ）受信機に識別子を提供
する１つ又は複数のＲＦＩＤタグと関連づけられる、請求項３４に記載の装置。
【請求項３８】
　インセンティブを提供するための前記手段は、前記１つ又は複数の事前定義されたウェ
イポイントと関連づけられる前記エリア内に前記モバイル・フォンがある持続時間に、少
なくとも部分的に、左右されて、前記モバイル・デバイスに前記インセンティブを提供す
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ることが更に可能である、請求項３４に記載の装置。
【請求項３９】
　前記インセンティブは、クーポン、１つ又は複数のワイヤレス・サービス、及び／又は
情報を具備する、請求項３４に記載の装置。
【請求項４０】
　インセンティブを提供するための前記手段は、前記モバイル・デバイスへ送信されるメ
ッセージを介して前記インセンティブを提供するように適合される、請求項３４に記載の
装置。
【請求項４１】
　前記メッセージは、電子メール（Ｅメール）メッセージを介して提供される、請求項４
０に記載の装置。
【請求項４２】
　前記メッセージは、ショート・メッセージ・サービス（ＳＭＳ）メッセージを介して提
供される、請求項４０に記載の装置。
【請求項４３】
　インセンティブを提供するための前記手段は、前記メッセージを送信するために、前記
１つ又は複数の事前定義されたウェイポイントのうちの少なくとも１つと関連づけられる
送信機を具備する、請求項４０に記載の装置。
【請求項４４】
　前記１つ又は複数の事前定義されたウェイポイントは、事前定義されたエリア内の事前
定義されたロケーションを具備する、請求項３４に記載の装置。
【請求項４５】
　前記インセンティブは、前記１つ又は複数の事前定義されたウェイポイントのうちの少
なくとも１つの方向に向かって移動するように、ユーザに影響を及ぼすために提供される
、請求項３４に記載の装置。
【請求項４６】
　前記インセンティブは、前記ユーザが、少なくとも２つのウェイポイント間の事前定義
された経路に沿って移動した結果として提供される、請求項３４に記載の装置。
【請求項４７】
　前記ユーザの前記ふるまいは、前記ユーザの動きを具備する、請求項３４に記載の装置
。
【請求項４８】
　前記ユーザの前記ふるまいは、前記ユーザによって開始される購入を具備する、請求項
３４に記載の装置。
【請求項４９】
　その上に記憶された機械可読命令を備える記憶媒体を具備する物品であって、前記命令
は、専用装置によって実行される場合、前記専用装置に、
　１つ又は複数の事前定義されたウェイポイントと関連づけられるエリア内にモバイル・
デバイスがあるかどうかを決定し、
　前記モバイル・デバイスのユーザのふるまいに影響を及ぼすために、前記モバイル・デ
バイスのロケーションに少なくとも部分的に基づいて、前記モバイル・デバイスにインセ
ンティブを提供する、
　ように指示するように適合される物品。
【請求項５０】
　前記命令は、前記専用装置によって実行される場合、前記専用装置に、前記１つ又は複
数の事前定義されたウェイポイントと関連づけられる前記エリア内にモバイル・フォンが
ある持続時間に、少なくとも部分的に、更に左右されて、前記モバイル・デバイスに前記
インセンティブを提供するように指示するように更に適合される、請求項４９に記載の物
品。
【請求項５１】
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　前記命令は、前記専用装置によって実行される場合、前記専用装置に、前記モバイル・
デバイスの前記ロケーションを決定するように指示するように更に適合される、請求項４
９に記載の物品。
【請求項５２】
　前記命令は、前記専用装置によって実行される場合、ロケーション・サーバによってア
クセス可能な１つ又は複数の事前定義されたウェイポイントに関するロケーション情報に
少なくとも部分的に基づいて、前記１つ又は複数の事前定義されたウェイポイントから事
前定義された距離内に前記モバイル・デバイスがあるかどうかを決定するように更に適合
される、請求項４９に記載の物品。
【請求項５３】
　前記命令は、前記専用装置によって実行される場合、前記モバイル・デバイスへ送信さ
れるメッセージを介して前記インセンティブを提供するように更に適合される、請求項４
９に記載の物品。
【請求項５４】
　前記命令は、前記専用装置によって実行される場合、電子メール（Ｅメール）メッセー
ジを介し前記メッセージを提供するように更に適合される、請求項５３に記載の物品。
【請求項５５】
　前記命令は、前記専用装置によって実行される場合、ショート・メッセージ・サービス
（ＳＭＳ）メッセージを介して前記メッセージを提供するように更に適合される、請求項
５３に記載の物品。
【請求項５６】
　前記命令は、前記専用装置によって実行される場合、前記１つ又は複数の事前定義され
たウェイポイントと関連づけられる送信機を介して前記メッセージを送信するように更に
適合される、請求項５３に記載の物品。
【請求項５７】
　前記ユーザの前記ふるまいは、前記ユーザの動きを具備する、請求項４９に記載の物品
。
【請求項５８】
　前記ユーザの前記ふるまいは、前記ユーザによって開始される購入を具備する、請求項
４９に記載の物品。
【発明の詳細な説明】
【関連出願の相互参照】
【０００１】
　本出願は、米国特許仮出願第６１／１６０，９９７号（２００９年３月１７日に出願さ
れた「モバイルのための時間及びウェイポイントに基づくインセンティブ」（"Time and 
Waypoint Based Incentives for Mobiles"））に基づいて優先権を主張するものであり、
その開示は、ここに完全に記載されるようにその全体を参照によって組み込まれている。
【技術分野】
【０００２】
　ここに開示される主題は、モバイル・デバイスに時間及びウェイポイントに基づくイン
センティブ(incentives)を提供することに関する。
【背景技術】
【０００３】
　携帯電話、携帯情報端末（ＰＤＡ）、あるいはその他任意のモバイル・デバイスなどの
モバイル・デバイスのロケーションを決定するための種々の方法が存在している。例えば
、いくつかのモバイル・デバイスは、それらのロケーションを決定するために衛星測位シ
ステム（ＳＰＳ）を利用することができる。
【０００４】
　多くのモバイル・デバイスは、ショート・メッセージ・サービス（ＳＭＳ）メッセージ
のような、メッセージを受信する能力を有する。いくつかのワイヤレス・サービス・プロ
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バイダは、サービスを更新するためのオファー（offers）又はインセンティブと共に、そ
れらの顧客のもとへ周期的にメッセージを送ることができる。あるいは、企業体（レスト
ランなど）が、特定の顧客の携帯電話番号を知っている場合には、企業体は、メッセージ
を介して顧客のもとへクーポンを送信することができる。しかしながら、現在このような
メッセージは、企業体が顧客の携帯電話番号を知っているという事実のみに基づいて顧客
のもとへ送られうる。例えば、顧客がカリフォルニア州（ＣＡ）のサンノゼに住んでいる
場合、サンノゼ，ＣＡに位置する特定のレストランで使用されるクーポンは、顧客の携帯
電話へＳＭＳメッセージを介して送られうる。しかしながら、顧客がフロリダ州（ＦＬ）
のマイアミに出張で旅行している場合、例えば、サンノゼ，ＣＡに位置するレストランで
指定された日にのみ使用できるクーポンは、顧客は出張で数千マイル遠方にいる間にこの
クーポンを使用できないことがありうるので、顧客の携帯電話のメッセージング制限及び
システム・リソースのむだ使いになりうる。
【０００５】
　非限定的及び非網羅的な特徴が、下記の図面を参照して記述されており、ここで同様の
参照番号は、様々な図面の全体にわたって同様の部分を指している。
【図面の簡単な説明】
【０００６】
【図１】図１は、１つのインプリメンテーション（implementation）に従って、モバイル
・デバイスにインセンティブを提供しうる複数のウェイポイントを有するショッピング・
モールの例示的な平面図である。
【図２】図２は、１つのインプリメンテーションに従って、モバイル・デバイスに、イン
センティブを含むメッセージを提供するためのシステムの例示的なブロック図である。
【図３】図３は、１つのインプリメンテーションに従って、エリア中にモバイル・デバイ
スを持ち運ぶユーザを示す、ショッピング・エリアの例示的な平面図である。
【図４】図４は、１つのインプリメンテーションに従って、ハードワイヤード接続を介し
て、ウェイポイントに配置された回路構成と、遠隔ネットワークとの間で通信するための
システムの例示的なブロック図である。
【図５】図５は、１つのインプリメンテーションに従って、ユーザのモバイル・デバイス
にインセンティブを提供することによって、ユーザの動きを導く（directing）ためのプ
ロセスを例示するフロー図である。
【図６】図６は、モバイル・デバイスの特定のインプリメンテーションを例示する図であ
る。
【発明の概要】
【０００７】
　１つの特定のインプリメンテーションでは、システム及び方法は、モバイル・デバイス
のユーザの動きを導くために提供される。１つ又は複数の事前定義されたウェイポイント
と関連づけられるエリア内にモバイル・デバイスがあるかどうかについての決定が行なわ
れうる。「ウェイポイント（waypoint）」は、エリア内の事前定義された、もしくは既知
のロケーションを指すことができる。インセンティブは、モバイル・デバイスのユーザの
ふるまいに影響を及ぼすために、モバイル・デバイスのロケーションに少なくとも部分的
に基づいて、モバイル・デバイスに提供されうる。しかしながら、これは単に実例的なイ
ンプリメンテーションにすぎず、特許請求される主題事項は、この点に限定されないこと
が理解されるべきである。
【発明を実施するための形態】
【０００８】
　「１つの例」、［１つの特徴」、「例」又は「特徴」に対するこの明細書の全体にわた
る参照は、特徴及び／又は例と関連して記述される特定の特徴、構造、又は特性（charac
teristic）が、特許請求される主題事項の少なくとも１つの特徴及び／又は例に含まれる
ことを意味する。したがって、この明細書の全体にわたって様々な箇所に記載されている
「１つの例では」、「例」、「１つの特徴では」又は「特徴」という語句は、必ずしも全
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てが同じ特徴及び／又は例を指すものではない。更に、特定の特徴、構造、又は特性は、
１つ又は複数の例及び／又は特徴において組み合わされうる。
【０００９】
　システムは、１つ又は複数のウェイポイントを含みうる。ここで使用される場合、「ウ
ェイポイント」は、エリア内の事前定義された、もしくは既知のロケーションを指すこと
ができる。例えば、ウェイポイントは、ショッピング・モールのような、インドア構内の
既知のロケーションでありうる。１つのインプリメンテーションでは、ショッピング・モ
ールにおけるウェイポイントは、特定の店内、あるいは店のセクション内に配置されうる
。
【００１０】
　ワイヤレス・システムは、例えば、ある事前定義されたウェイポイントに対するユーザ
の近接（proximity）に基づいて、及び／又は、ユーザを、特定のウェイポイントの近く
に移動させる及び／又は閾値かもしくは指定された量の時間の間特定のウェイポイントの
近くに留まるように誘う（entice）ために、及び／又は、１つ又は複数の事前定義された
ウェイポイントのうちの少なくとも１つの方向に向かって移動するように、ユーザに影響
を及ぼすために、ユーザに特有のインセンティブを提供しうる。ここで使用される場合、
「インセンティブ」は、例えば、モバイル・デバイスのユーザに、特定のロケーションに
移動する及び／又は特定のロケーションに留まる、あるいは特定の商品（item）を購入す
るよう仕向けるために、ユーザのふるまいに影響を及ぼすための、モバイル・デバイスの
ユーザに提供される利益又は誘因（inducement）を指すことができる。いくつかのインプ
リメンテーションでは、インセンティブは、ユーザが閾値の時間の長さ（threshold leng
th of time）の間特定のロケーションに留まった後に提供されうる。インセンティブは、
クーポン及び／又は、無料の携帯電話分（cell phone minutes）、インターネット・アク
セス、及び／又はユーザの動きに影響を及ぼしうるその他任意のタイプの利益などの、何
か他のタイプの財政上の利益を含みうる。インセンティブは、例えば、より速いサービス
の約束などの非金銭的利益を具備することができる。１つのインプリメンテーションでは
、インセンティブは、ユーザに対して、特定のエリアへ移動する、ある時間の長さの間特
定のエリアに留まる、及び／又は異なるエリアへ移動するように影響を及ぼすために、ユ
ーザに提供されうる。インセンティブは、事前定義された、もしくは既知のエリア内の様
々なロケーションにユーザを導くために提供されうる。しかしながら、これらは単にイン
センティブの例にすぎず、特許請求される主題事項は、この点に限定されないことが理解
されるべきである。
【００１１】
　１つの特定の例では、モバイル・デバイスのユーザがデパートに入ってくる際に、ワイ
ヤレス・システムは、ユーザをウェイポイントが配置された電子機器売り場の近くに移動
するよう仕向けるために、モバイル・デバイスのユーザにインセンティブを提供しうる。
１つのインプリメンテーションでは、ユーザのモバイル・デバイスは、電子機器売り場か
らの商品の購入に使用するためのクーポンを含むショート・メッセージ・サービス（ＳＭ
Ｓ）メッセージを受信することができる。別のインプリメンテーションでは、ユーザは、
事前定義された量の時間の間ウェイポイントの近くに留まった後に、クーポンなどのイン
センティブを受信することができる。例えば、１０分間電子機器セクションを見てまわっ
た後、ユーザのモバイル・デバイスは、デジタル多目的ディスク（ＤＶＤ）から２０％引
きのクーポンを受信することができる。
【００１２】
　ショッピング・モールのシナリオにおいて利用されるインプリメンテーションのような
、別のインプリメンテーションでは、インセンティブは、特定の店にユーザを導くために
提供されうる。例えば、「スティーヴのコーヒーショップ」のような特定のコーヒーショ
ップの近くに配置されたウェイポイントがありうる、そしてこのウェイポイントのそばを
通過する際に、「ジョーのコーヒーショップ」のような異なるコーヒーショップのための
クーポンなどのインセンティブが、ユーザのモバイル・デバイスに提供されうる。
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【００１３】
　システムは、ウェイポイントのロケーションを知ることができ、例えば、ユーザのワイ
ヤレス・サービス・プロバイダは、ユーザにインセンティブを提供しうる。１つのインプ
リメンテーションでは、ユーザのモバイル・デバイスは、以下に記述される１つ又は複数
の技術を使用してそれ自体のロケーションを推定して、そのワイヤレス・サービス・プロ
バイダに対して、この推定されたロケーションを伴う１つ又は複数のメッセージを送信す
ることができる。このようなワイヤレス・サービス・プロバイダは、ウェイポイントの近
くにユーザが位置しているかどうかを決定し、１つ又は複数の近くのウェイポイントにユ
ーザを導くためのインセンティブを提供しうる。１つのインプリメンテーションでは、ワ
イヤレス・システムの様々なワイヤレス・デバイスが、モバイル・デバイスのロケーショ
ンを決定しうる。例えば、モバイル・デバイスが、アウトドアのストリップ・モール（st
rip mall）の近くのような、アウトドアのロケーションにおいて持たれている場合には、
移動局に関する衛星測位システム（ＳＰＳ）座標が決定されうる。このようなＳＰＳは、
ＳＰＳｓのほんの少数の例を挙げると、全地球測位システム（ＧＰＳ）、ガリレオ（Gali
leo）、グロナス（ＧＬＯＮＡＳＳ）、ナブスター（ＮＡＶＳＴＡＲ）、又は準天頂衛星
システム（ＱＺＳＳ）を具備することができる。
【００１４】
　１つのインプリメンテーションでは、インセンティブは、モバイル・デバイスのユーザ
のためのワイヤレス・サービス・プロバイダ以外のエンティティ（entity)によって提供
されうる。例えば、ワイヤレス・サービス・プロバイダが、モバイル・デバイスはウェイ
ポイントから事前定義された閾値の距離内にあると決定した場合、ワイヤレス・サービス
・プロバイダは、インセンティブの送信を担当する第三者のもとへメッセージを送ること
ができる。ワイヤレス・サービス・プロバイダからのこのようなメッセージを受信した際
に、第三者は、モバイル・デバイスに１つ又は複数のインセンティブを送ることができる
。あるいは、第三者は、モバイル・デバイス自体から、又はモバイル・デバイスの動きを
トラックする（tracking）何か他のシステムから、モバイル・デバイスのロケーションを
受信することができる。
【００１５】
　１つのインプリメンテーションでは、モバイル・デバイスは、近くのワイヤレス・デバ
イスによって送信された信号を観察することによって、それ自体のロケーションを推定す
ることができる。このような信号は、例えば、このようなワイヤレス・デバイスのための
ワイヤレス・サービス・プロバイダへ送信された信号、及び／又は、例えば、電気電子学
会（ＩＥＥＥ）８０２．１１対応の信号などの、短距離信号を具備することができる。別
のインプリメンテーションでは、モバイル・デバイスは、例えば、近くのアクセス・ポイ
ント、フェムトセル又は基地局と通信することによって、それ自体のロケーションを推定
することができる。１つのインプリメンテーションでは、ウェイポイントと関連づけられ
る送信機は、事前定義された範囲内のモバイル・デバイスへ周期的にメッセージをブロー
ドキャストすることができる。例えば、ウェイポイントと関連づけられる受信機は、デパ
ート内のモバイル・デバイスの動きをトラックしているロケーション・サーバからメッセ
ージを受信することができる。このようなメッセージは、モバイル・デバイスと関連づけ
られる番号及び／又はアドレス（例えば、Ｅメール・アドレス）などの、このようなモバ
イル・デバイスに関するコンタクト情報を示すことができる。ユーザがデパートに入って
くる際に、例えば、クーポンなどの、なるインセンティブを含むメッセージは、店内の異
なる売り場にユーザを導くためにモバイル・デバイスへ送信されうる。ユーザは、電子機
器売り場である電子機器に使用するクーポンと、靴売り場内のある靴を購入するために使
用する別のクーポンとを含むメッセージを受信することができる。
【００１６】
　１つのインプリメンテーションでは、モバイル・デバイスは、１つ又は複数の近くのフ
ェムトセルと通信することによって、それ自体のロケーションを推定することができる。
ここで使用される場合、「フェムトセル」は、小さなセルラ基地局を指すことができる。
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このようなフェムトセルは、（例えば、デジタル加入者回線（ＤＳＬ）又はケーブルを介
してなど）ブロードバンドを介して、サービス・プロバイダのネットワークに接続するこ
とができる。フェムトセルは、フェムトセルと互換性のある多くの可能な技術中のほんの
少数の例を挙げると、例えば、ユニバーサル・モバイル・テレコミュニケーション・シス
テム（ＵＴＭＳ）、ロング・ターム・エボリューション（ＬＴＥ）、ＥＶ－ＤＯ（Evolut
ion-Data Optimized又はEvolution-Data only）、グローバル移動体通信システム（ＧＳ
Ｍ（登録商標））、マイクロ波アクセスのための世界的な相互運用性（ＷｉＭＡＸ）、符
号分割多元接続（ＣＤＭＡ）－２０００、又は時分割同期符号分割多元接続（ＴＤ－ＳＣ
ＤＭＡ）などの技術を利用することができる。
【００１７】
　いくつかのインプリメンテーションでは、ユーザは、ユーザが事前定義された時間の長
さの間特定のウェイポイントの近くに留まる場合には、あるインセンティブが提供される
であろうことを示すメッセージを受信することができる。例えば、メッセージは、ユーザ
が少なくとも１０分間電子機器売り場に留まる場合には、１０％引きのクーポンを受信す
るであろうことを示すことができる。したがって、このようなインセンティブは、ユーザ
がさもなければ無視したであろう電子機器売り場内の商品を見てまわるように、ユーザを
誘うことができる。
【００１８】
　いくつかのインプリメンテーションでは、ユーザのある習慣はトラックされることがで
き、また、インセンティブは、そのような習慣的なふるまい（例えば、ユーザによって開
始される購入）に基づいて提供されうる。例えば、ユーザのショッピング履歴は、データ
ベース中に記憶されることができ、また、インセンティブは、ユーザのショッピング履歴
に基づいてユーザに提供されうる。例えば、ユーザのショッピング履歴が、ユーザはチョ
コレート商品を頻繁に購入するということを示す場合には、チョコレート菓子に使用され
るクーポンは、例えば、ユーザが食料品店の近くにいるときに提供されうる。
【００１９】
　図１は、１つのインプリメンテーションに従って、モバイル・デバイスにインセンティ
ブを提供しうる複数のウェイポイントを有するショッピング・モール１００の平面図であ
る。示されているように、ショッピング・モール１００は、第１の店１０５、第２の店１
１０、第３の店１１５、第１のコーヒーショップ１２０、第２のコーヒーショップ１２５
、及び手洗所１３０を含む、マルチプルの店とショップを含んでいる。ウェイポイントは
、ショッピング・モール１００の様々なロケーションに分散されうる。この特定の例では
、第１のウェイポイント１３５は、第１の店１０５内に配置されており、また、第２のウ
ェイポイント１４０は、第１のコーヒーショップ１２０のすぐ外に配置されている。より
多くの、あるいはより少数の、店及び／又はウェイポイントが、他のインプリメンテーシ
ョンにおいて利用されうることが理解されるべきである。１つの特定のインプリメンテー
ションでは、例えば、各々の店又はショップは、それ自体の少なくとも１つのウェイポイ
ントを含みうる。
【００２０】
　図１はまた、モバイル・デバイス１５０を持ち運ぶユーザ１４５を例示している。モバ
イル・デバイス１５０は、携帯電話、携帯情報端末（ＰＤＡ）、ワイヤレス・ノートブッ
ク、あるいはネットワークと通信するためにワイヤレス通信を送信する及び／又は受信す
ることが可能なその他任意のタイプの電子デバイスでありうる。このようなワイヤレス通
信は、ほんの少数の例を挙げると、ＳＭＳメッセージ、ボイスメール・メッセージ、及び
／又はＥメール・メッセージなどのメッセージを含みうる。ユーザ１４５は、ショッピン
グ・モール１００の中を歩いて、モバイル・デバイス１５０を介してインセンティブを受
信することができる。このようなインセンティブは、特定のウェイポイントにユーザ１４
５を導く及び／又はユーザ１４５に、ある時間の長さの間特定のウェイポイントの近くに
留まったことに対して報酬を与えることができる。
【００２１】
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　ユーザ１４５がショッピング・モール１００の中を移動するとともに、モバイル・デバ
イス１５０は、第１のウェイポイント１３５と関連づけられるインセンティブを含むメッ
セージを受信することができる。例えば、モバイル・デバイス１５０は、第１の店１０５
である商品の購入に使用するためのクーポンを含むメッセージを受信することができる。
あるいは、インセンティブを含むメッセージは、モバイル・デバイス１５０が、事前定義
された時間の長さの間第１のウェイポイント１３５のある近接内に留まった場合に提供さ
れうる。このような閾値持続時間は、ユーザに第１の店１０５の内に留まって、売り出し
中の商品を見てまわるよう仕向けることができる。例えば、第１の店１０５が書店である
場合、第１のウェイポイント１３５は、モバイル・デバイス１５０が、５分間第１のウェ
イポイント１３５の事前定義された近接内に留まったことが決定された後、本に対して利
用される２０％引きのクーポンを提供しうる。
【００２２】
　論じられたように、インセンティブは、ＳＭＳメッセージのような、ワイヤレスに送信
されるメッセージ、あるいはその他任意のメッセージング技術を介して提供されうる。あ
るいは、インセンティブは、モバイル・デバイス１５０に提供される、電話、ボイス・メ
ール、及び／又はＥメールを介して提供されうる。ユーザは、例えば、販売員にモバイル
・デバイス１５０を見せることによって、特定のインセンティブを引き換える（redeem）
ことができる。インセンティブが、ＳＭＳメッセージを介して送信されたクーポンである
場合には、クーポン・コードがＳＭＳメッセージ内に含まれうる。いくつかのインプリメ
ンテーションでは、インセンティブは通知されないことがありうる、そして、ユーザは、
このようなインセンティブを要求することがありうる。いくつかのインプリメンテーショ
ンでは、例えば、インセンティブは、全てのユーザに通知されないことがありうる。この
ようなインセンティブを受信するためには、ユーザは、サービスに申し込むか、もしくは
インセンティブを受信したいという意向を示すことができる。インセンティブが非金銭的
（例えば、空港におけるセキュリティー・ラインをより短くするためのもの）である場合
、ユーザは、ユーザのモバイル・デバイス１５０に送信されうるインセンティブに付随す
る指示に従うことによって、インセンティブの利益を受けることができる。
【００２３】
　図１は、インセンティブが、モバイル・デバイス１５０のユーザ１４５のために、サー
ビス・プロバイダによって提供されるインプリメンテーションを例示している。このイン
プリメンテーションでは、モバイル・デバイス１５０は、ワイヤレス・ネットワーク１５
２と通信状態にありうる。ワイヤレス・ネットワーク１５２はまた、ロケーション・サー
バ１５５と通信状態にありうる。ロケーション・サーバ１５５は、所与のエリア内のウェ
イポイントのマップあるいは他の表現を記憶することができる。あるいは、ロケーション
・サーバ１５５は、このようなマップ又は表現が記憶されている別のエンティティと通信
状態にありうる。ロケーション・サーバ１５５は、モバイル・デバイス１５０のユーザ１
４５の現在のロケーションを周期的に推定することができる。このような推定は、ＧＰＳ
、ガリレオ、ＧＬＯＮＡＳＳ、ＮＡＶＳＴＡＲ、ＱＺＳＳ、あるいは移動局１５０のロケ
ーションを決定するためのその他任意のタイプの衛星測位システムなどの、ＳＰＳ技術に
基づくことができる。しかしながら、ユーザ１４５が、１つ又は複数のＳＰＳｓからのナ
ビゲーション信号が利用不可能であるビルディング内でモバイル・デバイス１５０を持ち
運んでいる場合などの、ＳＰＳからのナビゲーション信号が利用可能でないことがありう
るある状況が存在しうる。
【００２４】
　いくつかのインプリメンテーションでは、ＳＰＳ座標がモバイル・デバイス１５０のた
めに推定されうる。例えば、ユーザ１４５が、アウトドアのエリア内などの、ＳＰＳから
のナビゲーション信号が利用可能なエリアから、このようなナビゲーション信号が利用不
可能なエリアへモバイル・デバイス１５０を持ち運ぶ場合には、モバイル・デバイス１５
０は、ナビゲーション信号が利用可能であるときに、そのＳＰＳ座標の正確な推定を有す
ることができる。その後、このようなナビゲーション信号が利用不可能なエリアに入る際
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に、モバイル・デバイス１５０は、例えば、ユーザ１４５がモバイル・デバイス１５０を
持ち運ぶにつれて、その位置を推定することができる。例えば、モバイル・デバイス１５
０は、１つ又は複数の加速度計（accelerometer）、ジャイロスコープ（gyroscopes）、
及び／又はモバイル・デバイス１５０の動きを測定することが可能なその他任意のデバイ
スを含みうる。したがって、モバイル・デバイス１５０は、例えば、そのロケーションは
ナビゲーション信号に基づいて以前に推定されているので、検出された動きに基づいて、
モバイル・デバイスがどのくらい遠くへ及びどの方向に移動したかを推定することができ
る。
【００２５】
　ＳＰＳからのナビゲーション信号が利用不可能なエリア内において、モバイル・デバイ
ス１５０のロケーションが決定されうる追加の方法が存在する。例えば、既知の、固定さ
れたロケーションを有する、エリア内に配置されたデバイスが存在しうる。例えば、固定
及び既知のロケーションを有する電子デバイスは、ショッピング・モールの至る所に分散
されうる。このような電子デバイスは、ナビゲーション信号を送信することができ、また
、モバイル・デバイス１５０は、このようなナビゲーション信号に基づいて、そのロケー
ションを三角測量（triangulate）することができる。ナビゲーション信号が利用不可能
なエリアでは、例えば、モバイル・デバイスは、近くのワイヤレス・デバイスによって送
信された信号を観察することによって、それ自体のロケーションを推定することができる
。このような信号は、例えば、このようなワイヤレス・デバイスのためのワイヤレス・サ
ービス・プロバイダへ送信された信号、及び／又は、例えば、電気電子学会（ＩＥＥＥ）
８０２．１１対応の信号などの短距離信号、あるいは近くのフェムトセルへ送信された信
号を具備することができる。１つ又は複数の事前定義されたウェイポイントと関連づけら
れるエリア内のモバイル・デバイスの存在は、モバイル・デバイスによって、モバイル・
デバイスの事前定義された範囲内の１つ又は複数のワイヤレス・デバイスからロケーショ
ン情報を有する１つ又は複数のワイヤレス信号を受信することによって決定されうる。
【００２６】
　クーポン、無料のインターネット・アクセスに関するオファー、無料のワイヤレス・サ
ービス分、無料のテキスト・メッセージング性能、及び／又はその他任意のタイプの情報
を含む、多くの異なるタイプのインセンティブが、モバイル・デバイス１５０に提供され
うる。例えば、第１の店１０５が携帯電話店である場合、ユーザは、ユーザ１４５のモバ
イル・デバイス１５０が、ある時間の長さの間第１のウェイポイント１３５のある近接内
に留まった場合には、あるワイヤレス・サービス・プランに対する割引又は無料分を受信
することができる。
【００２７】
　ユーザ１４５は、第１のコーヒーショップ１２０の方向に向かってショッピング・モー
ル１００の中を移動することができる。示されているように、第２のウェイポイント１４
０は、第１のコーヒーショップ１２０のすぐ外に配置されうる。ユーザ１４５が、第２の
ウェイポイント１４０の近接内にいる場合には、インセンティブは、ユーザ１４５を第２
のコーヒーショップ１２５に訪れるよう誘うために、ユーザ１４５に提供されうる。言い
換えれば、インセンティブは、ユーザ１４５に第１のコーヒーショップ１２０ではなく第
２のコーヒーショップ１２５で、コーヒーなどの、商品を購入するよう仕向けるために提
供されうる。
【００２８】
　１つのインプリメンテーションでは、ユーザ１４５のワイヤレス・サービス・プロバイ
ダは、例えば、モバイル・デバイス１５０のロケーションをトラックし続ける（keep tra
ck）ことができ、モバイル・デバイス１５０に１つ又は複数のインセンティブを送信する
ことができる。例えば、モバイル・デバイス１５０は、ワイヤレス・ネットワーク１５２
へそのロケーションを周期的に送信することができる。あるいは、モバイル・デバイス１
５０は、例えば、ショッピング・モール１００内に配置されたローカル受信機へそのロケ
ーションを送信することができ、また、このような受信機と関連づけられる送信機は、ロ
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ケーション・サーバ１５５へモバイル・デバイス１５０のロケーションを送信することが
できる。追加のインプリメンテーションでは、ショッピング・モール１００内に配置され
た受信機は、モバイル・デバイス１５０からの通信を受信することができ、その後、モバ
イル・デバイス１５０が受信機のどこか近くに位置していることを示すために、ロケーシ
ョン・サーバ１５５へメッセージを送信することができる。
【００２９】
　モバイル・デバイス１５０のために検出されたロケーションは、ロケーション・サーバ
１５５へワイヤレス・ネットワーク１５２を通じて送られることができる。ロケーション
・サーバ１５５は、ショッピング・モール１００内の第１のウェイポイント１３５及び第
２のウェイポイント１４０などの、様々なウェイポイントのロケーションに関する情報を
有することができる。例えば、モバイル・デバイス１５０の周期的に更新されるロケーシ
ョンに基づいて、ロケーション・サーバ１５５は、モバイル・デバイス１５０が任意のウ
ェイポイントに近いかどうかを決定することができる。主制御装置１６０は、ロケーショ
ン・サーバ１５５と通信状態にあることができ、モバイル・デバイス１５０へ１つ又は複
数のインセンティブを送るべきかどうかを決定することができる。具体的には、主制御装
置１６０は、ショッピング・モール１００の中のユーザ１４５の動きに影響を及ぼすため
に、モバイル・デバイス１５０へどの（複数の）インセンティブを送るかを決定すること
ができる。ロケーション・サーバ１５５に記憶されたロケーション情報に基づいて、主制
御１６０は、モバイル・デバイス１５０へワイヤレス・ネットワーク１５２を通じて１つ
又は複数のインセンティブを送信するように通信デバイス１６５に指図することができる
。図１において、ロケーション・サーバ１５５、主制御１６０、及び通信デバイス１６５
は、個別のエンティティであるように示されているが、いくつかのインプリメンテーショ
ンでは、１つ又は複数のロケーション・サーバ１５５、主制御１６０、及び通信デバイス
１６５は、単一のデバイス又はコンポーネントの内部に含まれうることが理解されるべき
である。
【００３０】
　あるいは、インセンティブは、ローカル・エリア・ネットワークからモバイル・デバイ
ス１５０へ送信されうる。例えば、ウェイポイントに配置されたワイヤレス送信機は、モ
バイル・デバイスがこのようなウェイポイントから事前定義された距離内にある場合、モ
バイル・デバイス１５０へインセンティブを送信することができる。このようなインセン
ティブを送信するためには、モバイル・デバイス１５０の識別が最初に決定されうる。例
えば、モバイル・デバイス１５０へＳＭＳメッセージを送信するためには、モバイル・デ
バイス１５０の電話番号が、このような送信機によって最初に得られうる。モバイル・デ
バイス１５０に関する電話番号は、主制御装置１６０の制御下の通信デバイス１６５によ
ってこのような送信機に提供されうる。例えば、主制御装置１６０は、ロケーション・サ
ーバ１５５によってアクセス可能であり且つ提供される、ウェイポイントに関するロケー
ション情報に少なくとも部分的に基づいて、モバイル・デバイス１５０が、第１のウェイ
ポイント１３５から事前定義された距離内にあると決定された場合には、第１のウェイポ
イント１３５へメッセージを送信するように通信デバイス１６５に指示することができる
。第１のウェイポイント１３５へ送信されるこのようなメッセージは、モバイル・デバイ
ス１５０に関する電話番号を含みうる。あるいは、Ｅメール・アドレスのような他のコン
タクト情報は、第１のウェイポイント１３５のための送信機／受信機へ送信されうる。こ
のような情報を受信した際に、第１のウェイポイント１３５のための送信機は、モバイル
・デバイス１５０へ１つ又は複数のインセンティブを送信することができる。
【００３１】
　１つの特定のインプリメンテーションでは、ウェイポイントは、モバイル・デバイス１
５０へインセンティブを伴う１つ又は複数のメッセージを直接送信するための送信機を有
するワイヤレス・ローカル・エリア・ネットワーク（ＷＬＡＮ）又はアクセス・ポイント
と関連づけられることができる。あるいは、上記に論じられたように、モバイル・デバイ
ス１５０は、ワイヤレス・サービス・プロバイダのために、ロケーション・サーバ１５５
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へそのロケーションを決定して送信することができ、また、ワイヤレス・サービス・プロ
バイダは、任意のウェイポイントの近くにモバイル・デバイス１５０があるかどうかを決
定し、もしあるならば、モバイル・デバイス１５０へインセンティブを提供しうる。例え
ば、ワイヤレス・サービス・プロバイダは、ウェイポイントのロケーションのアルマナッ
ク（almanac)又はマップへのアクセスを有することができ、例えば、ワイヤレス・サービ
ス・プロバイダへモバイル・デバイスによって送信されたロケーションに基づいて、任意
のこのようなウェイポイントの事前定義された距離内にモバイル・デバイス１５０がある
かどうかを決定することができる。
【００３２】
　１つ又は複数のインセンティブはまた、ユーザのふるまい（例えば、ユーザの動き、ユ
ーザによってたどられた特定の移動経路など）に基づいて、ユーザに提供されうる。例え
ば、ユーザ１４５が、第１の店１０５、第１のコーヒーショップ１２０、それから第３の
店１１５へ、この特定の順序でモバイル・デバイス１５０を持ち運ぶ場合、この経路に特
有のインセンティブがユーザ１４５に提供されうる。あるいは、ユーザ１４５が、第３の
店１１５、第２のコーヒーショップ１２５、それから第２の店１１０へ、この特定の順序
でモバイル・デバイス１５０を持ち運ぶ場合、この特定の経路に特有のインセンティブが
、その代わりにユーザ１４５に提供されうる。経路ベースのインセンティブはまた、例え
ば、通行の流れを指示するために、いくつかのインプリメンテーションにおいて使用され
うる。例えば、特定のインセンティブ（ガソリン割引のためのクーポンなど）は、ショッ
ピング・モールの駐車場から特定の出口経路をたどったことに対して、あるいはラッシュ
アワーの間により混雑していない経路をとったことに対して、ユーザに報酬を与えるため
に提供されうる。１つ又は複数のインセンティブ（例えば、制限時間を有するインセンテ
ィブ）は、少なくとも２つのウェイポイントに向かって事前定義された経路に沿って移動
するように、ユーザに影響を及ぼすために提供されうる。例えば、２つのクーポン（１つ
は、次の半時間で期限が切れる第１のコーヒーショップ１２０での割引用、及びもう１つ
は、次の数時間で期限が切れる第１の店１０５での割引用）は、ユーザに対して、第１の
コーヒーショップ１２０（第２のウェイポイント１４０）に向かい、それから第１の店１
０５（第１のウェイポイント１３５）に向かって移動するように影響を及ぼすために、ユ
ーザのもとへ送られることができる。
【００３３】
　図２は、１つのインプリメンテーションに従って、モバイル・デバイス２０５に、イン
センティブを含むメッセージを提供するためのシステム２００を例示するブロック図であ
る。図２に示されるインプリメンテーションでは、モバイル・デバイス２０５は、無線周
波数識別（ＲＦＩＤ）タグ２１０を含んでいる。ＲＦＩＤタグ２１０は、モバイル・デバ
イス２０５と関連づけられる識別子を含みうる。モバイル・デバイス２０５が、特定のウ
ェイポイント２１５の近くに移動された場合には、ウェイポイント２１５のためのＲＦＩ
Ｄ受信機２２０は、ＲＦＩＤタグ２１０から識別子を獲得することができる。例えば、Ｒ
ＦＩＤ受信機２２０は、モバイル・デバイス２０５に関する識別子を含むＲＦＩＤタグ２
１０から信号を読み取る及び／又は受信することができる。このような識別子は、電話番
号、Ｅメール・アドレス、及び／又はインセンティブを受信するための好ましい通信方式
のタイプなどの、モバイル・デバイス２０５に関するコンタクト情報を含みうる。あるい
は、このような識別子は、電話番号、Ｅメール・アドレス、及び／又はモバイル・デバイ
ス２０５に関する（複数の）インセンティブを含むメッセージを受信するための好ましい
通信方法のタイプを決定するための、ルックアップ・テーブル又はデータベースにおいて
参照されうるコード又は番号でありうる。
【００３４】
　ＲＦＩＤ受信機２２０が、ＲＦＩＤタグ２１０から識別子を受信した場合、ウェイポイ
ント２１５と関連づけられる送信機／受信機２２５は、モバイル・デバイス２０５がウェ
イポイント２１５の近くに位置していることを示すために、ロケーション・サーバ２３５
へワイヤレス・ネットワーク２３０を介してメッセージを送信することができる。ロケー
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ション・サーバ２３５は、モバイル・デバイス２０５とウェイポイント２１５の間の近接
に少なくとも部分的に基づいて、（複数の）インセンティブが、モバイル・デバイス２０
５に提供されるかどうかを示す情報を含みうる。主制御装置２４０は、ロケーション・サ
ーバ２３５を制御して、モバイル・デバイス２０５へワイヤレス・ネットワーク２３０を
介して（複数の）インセンティブを送信するように、通信デバイス２４５に指示すること
ができる。あるいは、通信デバイス２４５は、モバイル・デバイス２０５にどの（複数の
）インセンティブを提供するかを示すメッセージを送信機／受信機２２５へ送信すること
ができる。通信デバイス２４５からこのようなメッセージを受信する際、送信機／受信機
２２５は、モバイル・デバイス２０５へインセンティブを送信することができる。
【００３５】
　送信機／受信機２２５は、ワイヤレス・ネットワーク２３０を介して、ロケーション・
サーバ２３５及び／又は通信デバイス２４５とワイヤレス通信状態にあるように示されて
いるが、いくつかのインプリメンテーションでは、送信機／受信機２２５及びロケーショ
ン・サーバ２３５及び／又は通信デバイス２４５の間にハードワイヤード接続がありうる
ことが理解されるべきである。例えば、送信機／受信機２２５は、インターネットあるい
はハードワイヤード接続を伴う何か他のネットワークを介して、ロケーション・サーバ２
３５及び／又は通信デバイス２４５と通信することができる。
【００３６】
　別のインプリメンテーションでは、ＲＦＩＤタグは、特定のウェイポイントと関連づけ
られることができる。このようなＲＦＩＤタグは、例えば、ウェイポイントの近くの壁に
貼り付けられる（affixed）ことができる。このようなＲＦＩＤタグは、モバイル・デバ
イス２０５の内部の受信機によって読み取られることができる。モバイル・デバイス２０
５は、例えば、後にロケーション・サーバ２３５へＲＦＩＤタグの識別を中継することが
できる。
【００３７】
　図３は、１つのインプリメンテーションに従って、エリア中にモバイル・デバイス３０
５を持ち運ぶユーザ３００を示す、ショッピング・エリアの平面図を例示している。この
例では、ユーザ３００は、デパート３１０の中を移動することができる。デパート３１０
は、紳士用品売り場３１５、電子機器売り場３２０、婦人用品売り場３２５、薬局３３０
、及び靴売り場３３５のような、様々な売り場を含みうる。また、第１のウェイポイント
３４０、第２のウェイポイント３４５、及び第３のウェイポイント３５０などの、デパー
ト３１０の至る所に配置された様々なウェイポイントがありうる。
【００３８】
　インセンティブを含むメッセージは、例えば、ユーザ３００にある売り場で買い物をす
るよう仕向けるために、様々なロケーションにユーザ３００を導くために提供されうる。
例えば、ユーザ３００は、第１のウェイポイント３４０にユーザ３００を導く、及び／又
はユーザ３００に、事前定義された閾値の時間の長さの間第１のウェイポイント３４０の
事前定義された近接内に留まったことに対して報酬を与えるためのインセンティブを含む
メッセージを受信することができる。このようなインセンティブは、ユーザ３００に電子
機器売り場３２０で買い物をするよう仕向けることができる。論じられたように、インセ
ンティブを含むこのようなメッセージは、第１のウェイポイント３４０と関連づけられる
送信機のような、ローカル・デバイスから及び／又は遠隔ワイヤレス・ネットワークから
、モバイル・デバイス３０５へ送信されうる。
【００３９】
　ここで、例えば、ＴＶの購入のために利用されるクーポンが、ユーザ３００のモバイル
・デバイス３０５に提供されうる。インセンティブを含むメッセージはまた、ユーザ３０
０に薬局３３０で商品を購入するよう仕向けるために、ユーザ３００が第２のウェイポイ
ント３４５の近くにいる場合に提供されうる。同様に、インセンティブを含むメッセージ
は、ユーザ３００に靴売り場３３５で買い物をするよう仕向けるために、ユーザ３００が
第３のウェイポイント３５０の近くに移動した場合に提供されうる。
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【００４０】
　図４は、１つのインプリメンテーションに従って、ハードワイヤード接続を介して、ウ
ェイポイント４０５に配置された回路構成と、遠隔ネットワークとの間で通信するための
システム４００の例示的なブロック図である。図４では、送信機４１０、モデム４１５、
及び制御装置４２０は、ウェイポイント４０５と関連づけられることができる。いくつか
のインプリメンテーションでは、送信機４１０は、モバイル・デバイス４２５へ、例えば
、ＳＭＳメッセージのような、メッセージを介してインセンティブを送信することができ
る。
【００４１】
　モバイル・デバイス４２５は、例えば、無線ネットワークを介して、通信デバイス４３
０へそのロケーションを周期的に送信することができる。通信デバイス４３０は、ロケー
ション・サーバ４３５へモバイル・デバイス４２５に関するロケーションを送信すること
ができる。主制御装置４４０は、通信デバイス４３０及びロケーション・サーバ４３５の
オペレーションを制御することができる。モバイル・デバイス４２５の動きに基づいて、
主制御装置４４０は、モバイル・デバイス４２５に（複数の）インセンティブを提供すべ
きかどうか決定することができる。この例では、主制御装置４４０は、ネットワーク４４
５を介してメッセージを送信するように、通信デバイス４３０に指示することができる。
ネットワーク４４５は、例えば、地上通信線電話ネットワーク又はデジタル加入者回線（
ＤＳＬ）又はケーブルなどの、ハードワイヤード・ネットワークでありうる。通信デバイ
ス４３０からのメッセージは、モデム４１５を介してネットワーク４４５から受信される
ことができ、モバイル・デバイス４２５にどの（複数の）インセンティブを提供するかを
示す。このようなメッセージを受信した際に、制御装置４２０は、例えば、モバイル・デ
バイス４２５へ１つ又は複数のインセンティブを送信するように送信機４１０に指示する
ことができる。図４は、インセンティブが、ウェイポイントと関連づけられる送信機４１
０からモバイル・デバイス４２５へ送信される場合の例を例示しているが、いくつかのイ
ンプリメンテーションでは、このようなインセンティブは、論じられたものと同様の仕方
で、遠隔通信デバイス４３０からワイヤレスに送信されうることが理解されるべきである
。
【００４２】
　図５は、１つのインプリメンテーションに従って、ユーザのモバイル・デバイスにイン
センティブを提供することによって、ユーザの動きを導くためのプロセスを５００例示す
るフロー図である。最初に、オペレーション５０５では、１つ又は複数の事前定義された
ウェイポイントと関連づけられるエリア内にモバイル・デバイスがあるかどうかについて
の決定が行なわれる。このような決定は、例えば、ロケーション・サーバによって行なわ
れうる。次に、オペレーション５１０では、インセンティブは、１つ又は複数の事前定義
されたウェイポイントのうちの少なくとも１つに向かう方向にモバイル・デバイスのユー
ザの動きを導くために、モバイル・デバイスのロケーションに少なくとも部分的に基づい
て、モバイル・デバイスに提供されうる。
【００４３】
　１つ又は複数のウェイポイントのための送信機及び／又は受信機のような、回路構成は
、例えば、ワイヤレス広域ネットワーク（ＷＷＡＮ）、ワイヤレス・ローカル・エリア・
ネットワーク（ＷＬＡＮ）、ワイヤレス・パーソナル・エリア・ネットワーク（ＷＰＡＮ
）などのような、様々なワイヤレス通信ネットワークの使用を通じて機能性を提供しうる
。「ネットワーク」及び「システム」という用語は、しばしば置換可能に使用されうる。
ＷＷＡＮは、符号分割多元接続（ＣＤＭＡ）ネットワーク、時分割多元接続（ＴＤＭＡ）
ネットワーク、周波数分割多元接続（ＦＤＭＡ）ネットワーク、直交周波数分割多元接続
（ＯＦＤＭＡ）ネットワーク、単一キャリア周波数分割多元接続（ＳＣ－ＦＤＭＡ）ネッ
トワークなどでありうる。ＣＤＭＡネットワークは、ＣＤＭＡ２０００、広帯域ＣＤＭＡ
など（Ｗ－ＣＤＭＡ）などのような、１つ又は複数の無線アクセス技術（ＲＡＴｓ）をイ
ンプリメントすることができる。ＣＤＭＡ２０００は、ＩＳ－９５、ＩＳ－２０００、及
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びＩＳ－８５６規格を含む。ＴＤＭＡネットワークは、グローバル通信システム（ＧＳＭ
）（登録商標）、デジタル・アドバンスド電話システム（Ｄ－ＡＭＰＳ）、あるいは何か
他のＲＡＴをインプリメントすることができる。ＧＳＭ及びＷ－ＣＤＭＡは、「第３世代
パートナシップ計画」（３ＧＰＰ）という名のコンソーシアムからの文書に記述されてい
る。ＣＤＭＡ２０００は、「第３世代パートナシップ計画２」（３ＧＰＰ２）という名の
コンソーシアムからの文書に記述されている。３ＧＰＰ及び３ＧＰＰ２の文書は、公的に
利用可能である。ＷＬＡＮは、ＩＥＥＥ８０２．１１ｘネットワークであることができ、
また、ＷＰＡＮは、ブルートゥース（Bluetooth（登録商標））ネットワーク、ＩＥＥＥ
８０２．１５ｘ、あるいは何か他のタイプのネットワークであることができる。この技術
はまた、ＷＷＡＮ、ＷＬＡＮ及び／又はＷＰＡＮの任意の組み合わせのために使用されう
る。この技術は、ウルトラ・モバイル・ブロードバンド（ＵＭＢ）ネットワーク、高レー
ト・パケット・データ（ＨＲＰＤ）ネットワーク、ＣＤＭＡ２０００ １Ｘネットワーク
、ＧＳＭ、ロング・ターム・エボリューション（ＬＴＥ）、及び／又はそれに類するもの
での使用のためにインプリメントされうる。
【００４４】
　図６は、１つのインプリメンテーションに従って、モバイル・デバイス６００の特定の
インプリメンテーションを示している。モバイル・デバイス６００は、その中で無線トラ
ンシーバが、ＲＦキャリア上に、ボイス又はデータなどの、ベースバンド情報を有するＲ
Ｆキャリア信号を変調し、また、このようなベースバンド情報を得るために変調されたＲ
Ｆキャリアを復調するように適合されうる、移動局（ＭＳ）を具備することができる。
【００４５】
　モバイル・デバイス６００は、処理ユニット６０５、ユーザ・インタフェース６１０、
送信機６１５、受信機６２０、及びメモリ６２５などのいくつかの構成要素を含みうる。
ユーザ・インタフェース６１０は、ボイス又はデータなどのユーザ情報を入力又は出力す
るための複数のデバイスを具備することができる。このようなデバイスは、ほんの少数の
例を挙げると、例えば、キーボード、ディスプレイ画面、マイクロホン、スピーカー、ボ
タン及びつまみ（knobs）を含みうる。
【００４６】
　メモリ６２５は、機械可読命令を記憶するように適合されることができ、それらは、記
述されたあるいは示唆された、１つ又は複数のプロセス、例、又はそのインプリメンテー
ションを行なうために実行可能である。処理ユニット６０５は、このような機械可読命令
にアクセスして、実行するように適合されうる。これらの機械可読命令の実行を通じて、
処理ユニット６０５は、１つ又は複数の機能を行なうようにモバイル・デバイス６００の
様々な構成要素に指示することができる。
【００４７】
　送信機６１５は、他のデバイスへパケット・ベースの通信のような通信を送信するため
に、アンテナを利用することができる。受信機６２０はまた、他のデバイスからパケット
・ベースの通信のような通信を受信するために、このようなアンテナを利用することがで
きる。
【００４８】
　詳細な説明のいくつかの部分は、プラットフォーム又は専用コンピューティング・デバ
イス又は特定の装置のメモリ内に格納された２値デジタル信号に対するオペレーションの
象徴又はアルゴリズムによって示されている。この特定の明細書のコンテキストでは、特
定の装置、専用装置、あるいはそれに類する用語は、一旦それがプログラム・ソフトウェ
アからの命令に従って特定の機能を実行するようにプログラムされると、汎用コンピュー
タを含む。アルゴリズム的な記述又は象徴は、他の当業者にそれらの作業の実体（substa
nce）を伝えるために、信号処理又は関連技術において当業者によって使用される技術の
例である。ここで、及び一般に、アルゴリズムは、自己矛盾のないオペレーションのシー
ケンス、あるいは所望の結果がもたらされる同様の信号処理であると考えられている。こ
のコンテキストでは、オペレーション又は処理は、物理量の物理的な操作を伴う。必ずし
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もではないが、典型的に、このような量は、記憶される、転送される、組み合わされる、
比較される、もしくは操作されることが可能な電気的又は磁気的な信号の形式をとりうる
。
【００４９】
　主に、一般的な用法の理由から、このような信号を、ビット、データ、値、エレメント
、シンボル、キャラクター、項、番号、数字、あるいはそれに類するものとして称するこ
とは、時に便利であることが分かっている。しかしながら、これらの全て又は同様の用語
は、適切な物理量と関連づけられるものであり、単に便利なラベルにすぎないことが理解
されるべきである。他の方法で明確に規定されない限り、この明細書の全体にわたって、
「処理すること」、「コンピューティングすること」、「計算すること」、「決定するこ
と」、あるいはそれに類することなどの用語を利用している論述は、専用コンピュータ又
は同様の専用電子コンピューティング・デバイスなどの、特定の装置の動作又はプロセス
を指すことが理解される。したがって、この明細書のコンテキストでは、専用コンピュー
タ又は同様の専用電子コンピューティング・デバイスは、典型的に、専用コンピュータ又
は同様の専用電子コンピューティング・デバイスのメモリ、レジスタ、又は他の情報記憶
デバイス、送信デバイス、又はディスプレイ・デバイスの内部の物理的な電子の又は磁気
的な量として表わされる信号を操作又は変換することが可能である。例えば、特定のコン
ピューティング装置、専用装置、あるいはそれに類するものは、１つ又は複数の特定の機
能を行なうための命令を用いてプログラムされる１つ又は複数の処理ユニットを具備する
ことができる。
【００５０】
　ここに記述された方法論（methodologies）は、特定の特徴及び／又は例によるアプリ
ケーションに依存して、様々な手段によってインプリメントされうる。例えば、このよう
な方法論は、ハードウェア、ファームウェア、ソフトウェア、及び／又はその組み合わせ
において、インプリメントされうる。ハードウェア・インプリメンテーションでは、例え
ば、処理ユニットは、１つ又は複数の特定用途向け集積回路（ＡＳＩＣｓ）、デジタル信
号プロセッサ（ＤＳＰｓ）、デジタル信号処理デバイス（ＤＳＰＤｓ）、プログラマブル
論理デバイス（ＰＬＤｓ）、フィールド・プログラマブル・ゲート・アレイ（ＦＰＧＡｓ
）、プロセッサ、制御装置、マイクロコントローラ、マイクロプロセッサ、電子デバイス
、ここに記述された機能を行なうために設計された他のデバイス・ユニット、及び／又は
それらの組み合わせの内部にインプリメントされうる。
【００５１】
　ある方法論は、ここに記述された機能を行なうモジュール（例えば、手順、機能など）
を用いてインプリメントされうる。命令を明白に具体化する（embodying）任意の機械可
読媒体は、ここに記述される方法論のインプリメントにおいて使用されうる。例えば、ソ
フトウェア・コードは、アクセス・ポイント及び／又は移動局のメモリ中に記憶され、デ
バイスの処理ユニットによって実行されうる。メモリは、処理ユニットの内部にインプリ
メントされる、及び／又は処理ユニットの外部にありうる。ここで使用される場合、「メ
モリ」という用語は、任意のタイプの長期、短期、揮発性、不揮発性、あるいは他のメモ
リを指し、任意の特定のタイプのメモリ又はメモリの数、あるいはメモリが記憶される媒
体のタイプに限定されるべきではない。
【００５２】
　ファームウェア及び／又はソフトウェアにおいてインプリメントされる場合には、機能
は、コンピュータ可読媒体上に１つ又は複数の命令又はコードとして記憶されうる。例に
は、データ構造を用いて符号化されるコンピュータ可読媒体と、コンピュータ・プログラ
ムを用いて符号化されるコンピュータ可読媒体とが含まれる。コンピュータ可読媒体は、
製品の形式をとりうる。コンピュータ可読媒体は、物理的なコンピュータ記憶媒体を含む
。記憶媒体は、コンピュータによってアクセスされうる任意の利用可能な媒体でありうる
。限定ではなく例として、このようなコンピュータ可読媒体は、ＲＡＭ、ＲＯＭ、ＥＥＰ
ＲＯＭ、ＣＤ－ＲＯＭ又は他の光ディスク記憶装置、磁気ディスク記憶装置又は他の磁気
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記憶デバイス、あるいはコンピュータによってアクセス可能であり、データ構造又は命令
の形式で所望のプログラム・コードを記憶するために使用可能なその他任意の媒体を具備
することができる。ここで使用される場合、ディスク（disk）及びディスク（disc）は、
コンパクト・ディスク（ＣＤ）、レーザー・ディスク（登録商標）、光ディスク、デジタ
ル多目的ディスク（ＤＶＤ）、フロッピー（登録商標）ディスク、及びブルーレイ（登録
商標）ディスクを含み、ここでディスク（disks）は、通常磁気的にデータを再生し、一
方ディスク（discs）は、レーザーを用いて光学的にデータを再生する。上記の組み合わ
せもまた、コンピュータ可読媒体の範囲内に含まれるべきである。
【００５３】
　コンピュータ可読媒体上の記憶に加えて、命令及び／又はデータが、通信装置に含まれ
る伝送媒体上の信号として提供されうる。例えば、通信装置は、命令及びデータを示す信
号を有するトランシーバを含みうる。命令及びデータは、１つ又は複数のプロセッサに請
求項においてアウトラインされる機能をインプリメントさせるように構成される。すなわ
ち、通信装置は、開示された機能を行なうための情報を示す信号を有する伝送媒体を含む
。第１のときには、通信装置に含まれる伝送媒体は、開示された機能を行なうための情報
の第１の部分を含むことができ、一方で、第２のときには、通信装置に含まれる伝送媒体
は、開示された機能を行なうための情報の第２の部分を含みうる。
【００５４】
　ここで参照される「命令」は、１つ又は複数の論理オペレーションを表わす表現（expr
ession）に関連する。例えば、命令は、１つ又は複数のデータ・オブジェクトに対して１
つ又は複数のオペレーションを実行するための機械によって解釈可能であることによって
、「機械可読」でありうる。しかしながら、これは、単に命令の例であるにすぎず、特許
請求される主題事項は、この点において限定されない。別の例では、ここで参照される命
令は、符号化されたコマンドを含むコマンド・セットを有する処理ユニットによって実行
可能な符号化されたコマンドに関連しうる。このような命令は、処理ユニットによって理
解される機械言語の形式で符号化されうる。また、これらは単に命令の例にすぎず、特許
請求される主題事項は、この点において限定されない。
【００５５】
　ここで使用される場合、移動局（ＭＳ）は、セルラ又は他のワイヤレス通信デバイス、
パーソナル通信システム（ＰＣＳ）デバイス、パーソナル・ナビゲーション・デバイス（
ＰＮＤ）、パーソナル・インフォメーション・マネージャ（ＰＩＭ）、携帯情報端末（Ｐ
ＤＡ）、ラップトップ、又はワイヤレス通信及び／又はナビゲーション信号を受信するこ
とが可能な他の適切なモバイル・デバイスなどのデバイスを指す。「移動局」という用語
はまた、衛星信号の受信、支援データの受信、及び／又はポジション関連の処理が、デバ
イスで生じるか、あるいはＰＮＤで生じるかにかかわらず、短距離のワイヤレス、赤外線
、有線の接続、あるいは他の接続などによって、パーソナル・ナビゲーション・デバイス
（ＰＮＤ）と通信するデバイスを含むように意図される。また、「移動局」は、衛星信号
の受信、支援データの受信、及び／又はポジション関連の処理が、デバイスで生じるか、
サーバで生じるか、あるいはネットワークと関連づけられる別のデバイスで生じるかにか
かわらず、インターネット、Ｗｉ－Ｆｉ、あるいは他のネットワークなどを介してサーバ
との通信することが可能な、ワイヤレス通信デバイス、コンピュータ、ラップトップなど
を含む、全てのデバイスを含むように意図される。上記の任意の動作可能な組み合わせが
また、「移動局」と考えられる。
【００５６】
　衛星測位システム（ＳＰＳ）は、典型的に、エンティティに、送信機から受信された信
号に少なくとも部分的に基づいて、地球上の又はその上方のそれらのロケーションを決定
することを可能にさせるために配置された（positioned）送信機のシステムを含む。この
ような送信機は、典型的に、チップのセット数（a set number of chips）の反復する疑
似－ランダムノイズ（ＰＮ）符号を用いて印された信号を送信し、また、地上ベース局、
ユーザ機器、及び／又は宇宙飛行体に配置されうる。特定の例では、このような送信機は
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、地球周回軌道衛星飛行体（ＳＶｓ）に配置されうる。例えば、全地球測位システム（Ｇ
ＰＳ）、ガリレオ、グロナス（Glonass）又はコンパス（Compass）などの、全地球的航法
衛星システム（ＧＮＳＳ）のコンスタレーションにおけるＳＶは、そのコンスタレーショ
ンで他のＳＶｓによって送信されたＰＮ符号と区別可能なＰＮ符号を用いて（例えば、Ｇ
ＰＳにおけるのと同様に、各衛星からの異なるＰＮ符号を使用して、あるいはグロナスに
おけるのと同様に、異なる周波数上の同一の符号を使用して、）印された信号を送信する
ことができる。ある態様によると、ここに示されている技術は、ＳＰＳのための全地球的
システム（例えば、ＧＮＳＳ）に制限されない。例えば、ここで提供されている技術は、
１つ又は複数の全地球的及び／又は地域的航法衛星システムでの使用に関連づけられるか
、さもなければ使用可能にされうる様々な補強システム（例えば、静止衛星型衛星航法補
強システム（ＳＢＡＳ））、及び／又は、例えば、日本の上方の準天頂衛星システム（Ｑ
ＺＳＳ）、インドの上方のインド地域航法衛星システム（ＩＲＮＳＳ）、中国の上方の北
斗（Beidou）などのような、様々な地域的システム、での使用に適用されるか、さもなけ
れば使用可能にされうる。限定ではなく例として、ＳＢＡＳは、インテグリティ情報（in
tegrity information）、ディファレンシャル補正（differential corrections）などを
提供する（複数の）補強システム、例えば、広域補強システム（ＷＡＡＳ）、欧州静止衛
星型衛星航法補強サービス（ＥＧＮＯＳ：European Geostationary Navigation Overlay 
Service）、運輸多目的衛星用補強システム（ＭＳＡＳ：Multi-functional Satellite Au
gmentation System）、ＧＰＳに補助された地上補強航法、又は、ＧＰＳ及び地上補強航
法システム（ＧＡＧＡＮ：GPS Aided Geo Augmented Navigation or GPS and Geo Augmen
ted Navigation system）、及び／又はそれに類するものを含みうる。したがって、ここ
で使用される場合、ＳＰＳは、１つ又は複数の全地球的及び／又は地域的航法衛星システ
ム、及び／又は、補強システムの任意の組み合わせを含むことができ、ＳＰＳ信号は、こ
のような１つ又は複数のＳＰＳと関連づけられる、ＳＰＳ信号、ＳＰＳのような信号、及
び／又は、他の信号を含みうる。
【００５７】
　実例的な特徴であると現在考慮されるものが例示及び記述されている一方で、特許請求
される主題事項から逸脱することなく、様々な他の修正が行なわれることができ、同等の
ものは代用されうることが、当業者によって理解されるであろう。加えて、多くの修正が
、ここに記述された主要な概念から逸脱することなく、特許請求される主題事項の教示に
特定の状況を適合させるために行なわれうる。したがって、特許請求される主題事項は、
開示された特定の例に限定されないが、このような特許請求される主題事項はまた、添付
された特許請求の範囲内にある全ての態様、及びその同等のものを含みうるように意図さ
れる。
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【手続補正書】
【提出日】平成24年2月1日(2012.2.1)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　１つ又は複数の事前定義されたウェイポイントと関連づけられるエリア内にモバイル・
デバイスがあるかどうかを決定することと、
　前記モバイル・デバイスのユーザのふるまいに影響を及ぼすために、前記モバイル・デ
バイスのロケーションに少なくとも部分的に基づいて、前記モバイル・デバイスにインセ
ンティブを提供することと、
　を具備し、
　前記インセンティブは、商品又はサービスと引き換え可能なクーポン、１つ又は複数の
ワイヤレス・サービスへのアクセス、及び／又は情報を具備する方法。
【請求項２】
　前記モバイル・デバイスに前記インセンティブを提供することは、前記１つ又は複数の
事前定義されたウェイポイントと関連づけられる前記エリア内にモバイル・フォンがある
持続時間に、少なくとも部分的に、更に左右される、請求項１に記載の方法。
【請求項３】
　前記モバイル・デバイスの前記ロケーションを決定することを更に具備する、請求項１
に記載の方法。
【請求項４】
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　前記１つ又は複数の事前定義されたウェイポイントと関連づけられる前記エリア内に前
記モバイル・デバイスがあるかどうかを決定することは、前記モバイル・デバイスと関連
づけられる無線周波数識別子（ＲＦＩＤ）タグから識別子を受信することを具備する、請
求項１に記載の方法。
【請求項５】
　前記１つ又は複数の事前定義されたウェイポイントと関連づけられる前記エリア内に前
記モバイル・デバイスがあるかどうかを決定することは、前記モバイル・デバイスによっ
て、前記１つ又は複数の事前定義されたウェイポイントと関連づけられる無線周波数識別
子（ＲＦＩＤ）タグから識別子を受信することを具備する、請求項１に記載の方法。
【請求項６】
　前記１つ又は複数の事前定義されたウェイポイントと関連づけられる前記エリア内に前
記モバイル・デバイスがあるかどうかを前記決定することは、前記モバイル・デバイスに
よって、前記モバイル・デバイスの事前定義された範囲内の１つ又は複数のワイヤレス・
デバイスから、ロケーション情報を有する１つ又は複数のワイヤレス信号を受信すること
を具備する、請求項１に記載の方法。
【請求項７】
　前記ワイヤレス・デバイスのうちの少なくとも１つは、アクセス・ポイントを具備する
、請求項６に記載の方法。
【請求項８】
　前記ワイヤレス・デバイスのうちの少なくとも１つは、フェムトセルを具備する、請求
項６に記載の方法。
【請求項９】
　１つ又は複数の事前定義されたウェイポイントから事前定義された距離内に前記モバイ
ル・デバイスがあるかどうかを前記決定することは、ロケーション・サーバによってアク
セス可能な、前記１つ又は複数の事前定義されたウェイポイントに関するロケーション情
報に少なくとも部分的に基づく、請求項１に記載の方法。
【請求項１０】
　前記インセンティブは、前記モバイル・デバイスへ送信されるメッセージを介して提供
される、請求項１に記載の方法。
【請求項１１】
　前記メッセージは、電子メール（Ｅメール）メッセージを介して提供される、請求項１
０に記載の方法。
【請求項１２】
　前記メッセージは、ショート・メッセージ・サービス（ＳＭＳ）メッセージを介して提
供される、請求項１０に記載の方法。
【請求項１３】
　前記メッセージは、前記１つ又は複数の事前定義されたウェイポイントのうちの少なく
とも１つと関連づけられる送信機によって送信される、請求項１０に記載の方法。
【請求項１４】
　前記インセンティブは、前記１つ又は複数の事前定義されたウェイポイントのうちの少
なくとも１つの方向に向かって移動するように、ユーザに影響を及ぼすために提供される
、請求項１に記載の方法。
【請求項１５】
　前記インセンティブは、少なくとも２つの事前定義されたウェイポイントに向かって事
前定義された経路に沿って移動するように、前記ユーザに影響を及ぼすために提供される
、請求項１に記載の方法。
【請求項１６】
　前記インセンティブは、前記ユーザが、少なくとも２つのウェイポイント間の事前定義
された経路に沿って移動した結果として提供される、請求項１に記載の方法。
【請求項１７】
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　前記ユーザの前記ふるまいは、前記ユーザの動きを具備する、請求項１に記載の方法。
【請求項１８】
　前記ユーザの前記ふるまいは、前記ユーザによって開始される購入を具備する、請求項
１に記載の方法。
【請求項１９】
　１つ又は複数の事前定義されたウェイポイントと関連づけられるエリア内にモバイル・
デバイスがあるかどうかを決定するためのロケーション・サーバと、
　前記モバイル・デバイスのユーザのふるまいに影響を及ぼすために、前記モバイル・デ
バイスの決定されたロケーションに少なくとも部分的に基づいて、前記モバイル・デバイ
スにインセンティブを提供するための通信デバイスと、
　を具備し、
　前記インセンティブは、商品又はサービスと引き換え可能なクーポン、１つ又は複数の
ワイヤレス・サービスへのアクセス、及び／又は情報を具備する装置。
【請求項２０】
　前記１つ又は複数の事前定義されたウェイポイントのうちの少なくとも１つは、前記モ
バイル・デバイスと関連づけられる無線周波数識別子（ＲＦＩＤ）タグから識別子を受信
するための１つ又は複数のＲＦＩＤ受信機と関連づけられる、請求項１９に記載の装置。
【請求項２１】
　前記１つ又は複数の事前定義されたウェイポイントのうちの少なくとも１つは、前記モ
バイル・デバイスと関連づけられる無線周波数識別子（ＲＦＩＤ）受信機に識別子を提供
する１つ又は複数のＲＦＩＤタグと関連づけられる、請求項１９に記載の装置。
【請求項２２】
　前記通信デバイスは、前記１つ又は複数の事前定義されたウェイポイントからの事前定
義された距離内にモバイル・フォンがある持続時間に少なくとも部分的に基づいて、前記
モバイル・デバイスに前記インセンティブを提供するように更に適合される、請求項１９
に記載の装置。
【請求項２３】
　前記通信デバイスは、送信されたメッセージを介して、前記モバイル・デバイスに前記
インセンティブを提供するように適合される、請求項１９に記載の装置。
【請求項２４】
　前記送信されたメッセージは、電子メール（Ｅメール）メッセージを介して提供される
、請求項２３に記載の装置。
【請求項２５】
　前記メッセージは、ショート・メッセージ・サービス（ＳＭＳ）メッセージを介して提
供される、請求項２３に記載の装置。
【請求項２６】
　前記１つ又は複数の事前定義されたウェイポイントは、前記エリア内の事前定義された
ロケーションを具備する、請求項１９に記載の装置。
【請求項２７】
　前記インセンティブは、前記１つ又は複数の事前定義されたウェイポイントのうちの少
なくとも１つの方向に向かって移動するように、ユーザに影響を及ぼすために提供される
、請求項１９に記載の装置。
【請求項２８】
　前記インセンティブは、少なくとも２つの事前定義されたウェイポイントに向かって事
前定義された経路に沿って移動するように、前記ユーザに影響を及ぼすために提供される
、請求項１９に記載の装置。
【請求項２９】
　前記インセンティブは、前記ユーザが、少なくとも２つのウェイポイント間の事前定義
された経路に沿って移動した結果として提供される、請求項１９に記載の装置。
【請求項３０】
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　前記ユーザの前記ふるまいは、前記ユーザの動きを具備する、請求項１９に記載の装置
。
【請求項３１】
　前記ユーザの前記ふるまいは、前記ユーザによって開始される購入を具備する、請求項
１９に記載の装置。
【請求項３２】
　１つ又は複数の事前定義されたウェイポイントと関連づけられるエリア内にモバイル・
デバイスがあるかどうかを決定するための手段と、
　前記モバイル・デバイスのユーザのふるまいに影響を及ぼすために、前記モバイル・デ
バイスのロケーションに少なくとも部分的に基づいて、前記モバイル・デバイスにインセ
ンティブを提供するための手段と、
　を具備し、
　前記インセンティブは、クーポン、１つ又は複数のワイヤレス・サービス、及び／又は
情報を具備する装置。
【請求項３３】
　前記モバイル・デバイスの前記ロケーションを決定するための手段を更に具備する、請
求項３２に記載の装置。
【請求項３４】
　１つ又は複数の事前定義されたウェイポイントと関連づけられる前記エリア内にモバイ
ル・デバイスがあるかどうかを決定するための前記手段は、前記モバイル・デバイスと関
連づけられる無線周波数識別子（ＲＦＩＤ）タグから識別子を受信するための１つ又は複
数のＲＦＩＤ受信機を具備する、請求項３２に記載の装置。
【請求項３５】
　前記１つ又は複数の事前定義されたウェイポイントのうちの少なくとも１つは、前記モ
バイル・デバイスと関連づけられる無線周波数識別子（ＲＦＩＤ）受信機に識別子を提供
する１つ又は複数のＲＦＩＤタグと関連づけられる、請求項３２に記載の装置。
【請求項３６】
　インセンティブを提供するための前記手段は、前記１つ又は複数の事前定義されたウェ
イポイントと関連づけられる前記エリア内に前記モバイル・フォンがある持続時間に、少
なくとも部分的に、左右されて、前記モバイル・デバイスに前記インセンティブを提供す
ることが更に可能である、請求項３２に記載の装置。
【請求項３７】
　インセンティブを提供するための前記手段は、前記モバイル・デバイスへ送信されるメ
ッセージを介して前記インセンティブを提供するように適合される、請求項３２に記載の
装置。
【請求項３８】
　前記メッセージは、電子メール（Ｅメール）メッセージを介して提供される、請求項３
７に記載の装置。
【請求項３９】
　前記メッセージは、ショート・メッセージ・サービス（ＳＭＳ）メッセージを介して提
供される、請求項３７に記載の装置。
【請求項４０】
　インセンティブを提供するための前記手段は、前記メッセージを送信するために、前記
１つ又は複数の事前定義されたウェイポイントのうちの少なくとも１つと関連づけられる
送信機を具備する、請求項３７に記載の装置。
【請求項４１】
　前記１つ又は複数の事前定義されたウェイポイントは、事前定義されたエリア内の事前
定義されたロケーションを具備する、請求項３２に記載の装置。
【請求項４２】
　前記インセンティブは、前記１つ又は複数の事前定義されたウェイポイントのうちの少



(26) JP 2012-521169 A 2012.9.10

なくとも１つの方向に向かって移動するように、ユーザに影響を及ぼすために提供される
、請求項３２に記載の装置。
【請求項４３】
　前記インセンティブは、前記ユーザが、少なくとも２つのウェイポイント間の事前定義
された経路に沿って移動した結果として提供される、請求項３２に記載の装置。
【請求項４４】
　前記ユーザの前記ふるまいは、前記ユーザの動きを具備する、請求項３２に記載の装置
。
【請求項４５】
　前記ユーザの前記ふるまいは、前記ユーザによって開始される購入を具備する、請求項
３２に記載の装置。
【請求項４６】
　その上に記憶された機械可読命令を備える記憶媒体を具備する物品であって、前記命令
は、専用装置によって実行される場合、前記専用装置に、
　１つ又は複数の事前定義されたウェイポイントと関連づけられるエリア内にモバイル・
デバイスがあるかどうかを決定し、
　前記モバイル・デバイスのユーザのふるまいに影響を及ぼすために、前記モバイル・デ
バイスのロケーションに少なくとも部分的に基づいて、前記モバイル・デバイスにインセ
ンティブを提供する、
　ように指示するように適合され、
　前記インセンティブは、クーポン、１つ又は複数のワイヤレス・サービス、及び／又は
情報を具備する物品。
【請求項４７】
　前記命令は、前記専用装置によって実行される場合、前記専用装置に、前記１つ又は複
数の事前定義されたウェイポイントと関連づけられる前記エリア内にモバイル・フォンが
ある持続時間に、少なくとも部分的に、更に左右されて、前記モバイル・デバイスに前記
インセンティブを提供するように指示するように更に適合される、請求項４６に記載の物
品。
【請求項４８】
　前記命令は、前記専用装置によって実行される場合、前記専用装置に、前記モバイル・
デバイスの前記ロケーションを決定するように指示するように更に適合される、請求項４
６に記載の物品。
【請求項４９】
　前記命令は、前記専用装置によって実行される場合、ロケーション・サーバによってア
クセス可能な１つ又は複数の事前定義されたウェイポイントに関するロケーション情報に
少なくとも部分的に基づいて、前記１つ又は複数の事前定義されたウェイポイントから事
前定義された距離内に前記モバイル・デバイスがあるかどうかを決定するように更に適合
される、請求項４６に記載の物品。
【請求項５０】
　前記命令は、前記専用装置によって実行される場合、前記モバイル・デバイスへ送信さ
れるメッセージを介して前記インセンティブを提供するように更に適合される、請求項４
６に記載の物品。
【請求項５１】
　前記命令は、前記専用装置によって実行される場合、電子メール（Ｅメール）メッセー
ジを介し前記メッセージを提供するように更に適合される、請求項５０に記載の物品。
【請求項５２】
　前記命令は、前記専用装置によって実行される場合、ショート・メッセージ・サービス
（ＳＭＳ）メッセージを介して前記メッセージを提供するように更に適合される、請求項
５０に記載の物品。
【請求項５３】
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　前記命令は、前記専用装置によって実行される場合、前記１つ又は複数の事前定義され
たウェイポイントと関連づけられる送信機を介して前記メッセージを送信するように更に
適合される、請求項５０に記載の物品。
【請求項５４】
　前記ユーザの前記ふるまいは、前記ユーザの動きを具備する、請求項４６に記載の物品
。
【請求項５５】
　前記ユーザの前記ふるまいは、前記ユーザによって開始される購入を具備する、請求項
４６に記載の物品。
【手続補正２】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００２９
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００２９】
　モバイル・デバイス１５０のために検出されたロケーションは、ロケーション・サーバ
１５５へワイヤレス・ネットワーク１５２を通じて送られることができる。ロケーション
・サーバ１５５は、ショッピング・モール１００内の第１のウェイポイント１３５及び第
２のウェイポイント１４０などの、様々なウェイポイントのロケーションに関する情報を
有することができる。例えば、モバイル・デバイス１５０の周期的に更新されるロケーシ
ョンに基づいて、ロケーション・サーバ１５５は、モバイル・デバイス１５０が任意のウ
ェイポイントに近いかどうかを決定することができる。主制御装置１６０は、ロケーショ
ン・サーバ１５５と通信状態にあることができ、モバイル・デバイス１５０へ１つ又は複
数のインセンティブを送るべきかどうかを決定することができる。具体的には、主制御装
置１６０は、ショッピング・モール１００の中のユーザ１４５の動きに影響を及ぼすため
に、モバイル・デバイス１５０へどの（複数の）インセンティブを送るかを決定すること
ができる。ロケーション・サーバ１５５に記憶されたロケーション情報に基づいて、主制
御１６０は、モバイル・デバイス１５０へワイヤレス・ネットワーク１５２を通じて１つ
又は複数のインセンティブを送信するように通信デバイス１６５に指図することができる
。図１において、ロケーション・サーバ１５５、主制御装置１６０、及び通信デバイス１
６５は、個別のエンティティであるように示されているが、いくつかのインプリメンテー
ションでは、１つ又は複数のロケーション・サーバ１５５、主制御装置１６０、及び通信
デバイス１６５は、単一のデバイス又はコンポーネントの内部に含まれうることが理解さ
れるべきである。
【手続補正３】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００４３
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００４３】
　１つ又は複数のウェイポイントのための送信機及び／又は受信機のような、回路構成は
、例えば、ワイヤレス広域ネットワーク（ＷＷＡＮ）、ワイヤレス・ローカル・エリア・
ネットワーク（ＷＬＡＮ）、ワイヤレス・パーソナル・エリア・ネットワーク（ＷＰＡＮ
）などのような、様々なワイヤレス通信ネットワークの使用を通じて機能性を提供しうる
。「ネットワーク」及び「システム」という用語は、しばしば置換可能に使用されうる。
ＷＷＡＮは、符号分割多元接続（ＣＤＭＡ）ネットワーク、時分割多元接続（ＴＤＭＡ）
ネットワーク、周波数分割多元接続（ＦＤＭＡ）ネットワーク、直交周波数分割多元接続
（ＯＦＤＭＡ）ネットワーク、単一キャリア周波数分割多元接続（ＳＣ－ＦＤＭＡ）ネッ
トワークなどでありうる。ＣＤＭＡネットワークは、ＣＤＭＡ２０００、広帯域ＣＤＭＡ
など（Ｗ－ＣＤＭＡ）などのような、１つ又は複数の無線アクセス技術（ＲＡＴｓ）をイ
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ンプリメントすることができる。ＣＤＭＡ２０００は、ＩＳ－９５、ＩＳ－２０００、及
びＩＳ－８５６規格を含む。ＴＤＭＡネットワークは、グローバル移動通信システム（Ｇ
ＳＭ）（登録商標）、デジタル・アドバンスド移動電話システム（Ｄ－ＡＭＰＳ）、ある
いは何か他のＲＡＴをインプリメントすることができる。ＧＳＭ及びＷ－ＣＤＭＡは、「
第３世代パートナシップ計画」（３ＧＰＰ）という名のコンソーシアムからの文書に記述
されている。ＣＤＭＡ２０００は、「第３世代パートナシップ計画２」（３ＧＰＰ２）と
いう名のコンソーシアムからの文書に記述されている。３ＧＰＰ及び３ＧＰＰ２の文書は
、公的に利用可能である。ＷＬＡＮは、ＩＥＥＥ８０２．１１ｘネットワークであること
ができ、また、ＷＰＡＮは、ブルートゥース（Bluetooth（登録商標））ネットワーク、
ＩＥＥＥ８０２．１５ｘ、あるいは何か他のタイプのネットワークであることができる。
この技術はまた、ＷＷＡＮ、ＷＬＡＮ及び／又はＷＰＡＮの任意の組み合わせのために使
用されうる。この技術は、ウルトラ・モバイル・ブロードバンド（ＵＭＢ）ネットワーク
、高レート・パケット・データ（ＨＲＰＤ）ネットワーク、ＣＤＭＡ２０００ １Ｘネッ
トワーク、ＧＳＭ、ロング・ターム・エボリューション（ＬＴＥ）、及び／又はそれに類
するものでの使用のためにインプリメントされうる。
【手続補正４】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００５７
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００５７】
　実例的な特徴であると現在考慮されるものが例示及び記述されている一方で、特許請求
される主題事項から逸脱することなく、様々な他の修正が行なわれることができ、同等の
ものは代用されうることが、当業者によって理解されるであろう。加えて、多くの修正が
、ここに記述された主要な概念から逸脱することなく、特許請求される主題事項の教示に
特定の状況を適合させるために行なわれうる。したがって、特許請求される主題事項は、
開示された特定の例に限定されないが、このような特許請求される主題事項はまた、添付
された特許請求の範囲内にある全ての態様、及びその同等のものを含みうるように意図さ
れる。
　以下に、本願出願の当初の特許請求の範囲に記載された発明を付記する。
　　［１］
　１つ又は複数の事前定義されたウェイポイントと関連づけられるエリア内にモバイル・
デバイスがあるかどうかを決定することと、
　前記モバイル・デバイスのユーザのふるまいに影響を及ぼすために、前記モバイル・デ
バイスのロケーションに少なくとも部分的に基づいて、前記モバイル・デバイスにインセ
ンティブを提供することと、
　を具備する方法。
　　［２］
　前記モバイル・デバイスに前記インセンティブを提供することは、前記１つ又は複数の
事前定義されたウェイポイントと関連づけられる前記エリア内にモバイル・フォンがある
持続時間に、少なくとも部分的に、更に左右される、［１］に記載の方法。
　　［３］
　前記モバイル・デバイスの前記ロケーションを決定することを更に具備する、［１］に
記載の方法。
　　［４］
　前記インセンティブは、商品又はサービスと引き換え可能なクーポン、１つ又は複数の
ワイヤレス・サービスへのアクセス、及び／又は情報を具備する、［１］に記載の方法。
　　［５］
　前記１つ又は複数の事前定義されたウェイポイントと関連づけられる前記エリア内に前
記モバイル・デバイスがあるかどうかを決定することは、前記モバイル・デバイスと関連
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づけられる無線周波数識別子（ＲＦＩＤ）タグから識別子を受信することを具備する、［
１］に記載の方法。
　　［６］
　前記１つ又は複数の事前定義されたウェイポイントと関連づけられる前記エリア内に前
記モバイル・デバイスがあるかどうかを決定することは、前記モバイル・デバイスによっ
て、前記１つ又は複数の事前定義されたウェイポイントと関連づけられる無線周波数識別
子（ＲＦＩＤ）タグから識別子を受信することを具備する、［１］に記載の方法。
　　［７］
　前記１つ又は複数の事前定義されたウェイポイントと関連づけられる前記エリア内に前
記モバイル・デバイスがあるかどうかを前記決定することは、前記モバイル・デバイスに
よって、前記モバイル・デバイスの事前定義された範囲内の１つ又は複数のワイヤレス・
デバイスから、ロケーション情報を有する１つ又は複数のワイヤレス信号を受信すること
を具備する、［１］に記載の方法。
　　［８］
　前記ワイヤレス・デバイスのうちの少なくとも１つは、アクセス・ポイントを具備する
、［７］に記載の方法。
　　［９］
　前記ワイヤレス・デバイスのうちの少なくとも１つは、フェムトセルを具備する、［７
］に記載の方法。
　　［１０］
　１つ又は複数の事前定義されたウェイポイントから事前定義された距離内に前記モバイ
ル・デバイスがあるかどうかを前記決定することは、ロケーション・サーバによってアク
セス可能な、前記１つ又は複数の事前定義されたウェイポイントに関するロケーション情
報に少なくとも部分的に基づく、［１］に記載の方法。
　　［１１］
　前記インセンティブは、前記モバイル・デバイスへ送信されるメッセージを介して提供
される、［１］に記載の方法。
　　［１２］
　前記メッセージは、電子メール（Ｅメール）メッセージを介して提供される、［１１］
に記載の方法。
　　［１３］
　前記メッセージは、ショート・メッセージ・サービス（ＳＭＳ）メッセージを介して提
供される、［１１］に記載の方法。
　　［１４］
　前記メッセージは、前記１つ又は複数の事前定義されたウェイポイントのうちの少なく
とも１つと関連づけられる送信機によって送信される、［１１］に記載の方法。
　　［１５］
　前記インセンティブは、前記１つ又は複数の事前定義されたウェイポイントのうちの少
なくとも１つの方向に向かって移動するように、ユーザに影響を及ぼすために提供される
、［１］に記載の方法。
　　［１６］
　前記インセンティブは、少なくとも２つの事前定義されたウェイポイントに向かって事
前定義された経路に沿って移動するように、前記ユーザに影響を及ぼすために提供される
、［１］に記載の方法。
　　［１７］
　前記インセンティブは、前記ユーザが、少なくとも２つのウェイポイント間の事前定義
された経路に沿って移動した結果として提供される、［１］に記載の方法。
　　［１８］
　前記ユーザの前記ふるまいは、前記ユーザの動きを具備する、［１］に記載の方法。
　　［１９］
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　前記ユーザの前記ふるまいは、前記ユーザによって開始される購入を具備する、［１］
に記載の方法。
　　［２０］
　１つ又は複数の事前定義されたウェイポイントと関連づけられるエリア内にモバイル・
デバイスがあるかどうかを決定するためのロケーション・サーバと、
　前記モバイル・デバイスのユーザのふるまいに影響を及ぼすために、前記モバイル・デ
バイスの決定されたロケーションに少なくとも部分的に基づいて、前記モバイル・デバイ
スにインセンティブを提供するための通信デバイスと、
　を具備する装置。
　　［２１］
　前記１つ又は複数の事前定義されたウェイポイントのうちの少なくとも１つは、前記モ
バイル・デバイスと関連づけられる無線周波数識別子（ＲＦＩＤ）タグから識別子を受信
するための１つ又は複数のＲＦＩＤ受信機と関連づけられる、［２０］に記載の装置。
　　［２２］
　前記１つ又は複数の事前定義されたウェイポイントのうちの少なくとも１つは、前記モ
バイル・デバイスと関連づけられる無線周波数識別子（ＲＦＩＤ）受信機に識別子を提供
する１つ又は複数のＲＦＩＤタグと関連づけられる、［２０］に記載の装置。
　　［２３］
　前記通信デバイスは、前記１つ又は複数の事前定義されたウェイポイントからの事前定
義された距離内にモバイル・フォンがある持続時間に少なくとも部分的に基づいて、前記
モバイル・デバイスに前記インセンティブを提供するように更に適合される、［２０］に
記載の装置。
　　［２４］
　前記インセンティブは、商品又はサービスと引き換え可能なクーポン、１つ又は複数の
ワイヤレス・サービスへのアクセス、及び／又は情報を具備する、［２０］に記載の装置
。
　　［２５］
　前記通信デバイスは、送信されたメッセージを介して、前記モバイル・デバイスに前記
インセンティブを提供するように適合される、［２０］に記載の装置。
　　［２６］
　前記送信されたメッセージは、電子メール（Ｅメール）メッセージを介して提供される
、［２５］に記載の装置。
　　［２７］
　前記メッセージは、ショート・メッセージ・サービス（ＳＭＳ）メッセージを介して提
供される、［２５］に記載の装置。
　　［２８］
　前記１つ又は複数の事前定義されたウェイポイントは、前記エリア内の事前定義された
ロケーションを具備する、［２０］に記載の装置。
　　［２９］
　前記インセンティブは、前記１つ又は複数の事前定義されたウェイポイントのうちの少
なくとも１つの方向に向かって移動するように、ユーザに影響を及ぼすために提供される
、［２０］に記載の装置。
　　［３０］
　前記インセンティブは、少なくとも２つの事前定義されたウェイポイントに向かって事
前定義された経路に沿って移動するように、前記ユーザに影響を及ぼすために提供される
、［２０］に記載の装置。
　　［３１］
　前記インセンティブは、前記ユーザが、少なくとも２つのウェイポイント間の事前定義
された経路に沿って移動した結果として提供される、［２０］に記載の装置。
　　［３２］
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　前記ユーザの前記ふるまいは、前記ユーザの動きを具備する、［２０］に記載の装置。
　　［３３］
　前記ユーザの前記ふるまいは、前記ユーザによって開始される購入を具備する、［２０
］に記載の装置。
　　［３４］
　１つ又は複数の事前定義されたウェイポイントと関連づけられるエリア内にモバイル・
デバイスがあるかどうかを決定するための手段と、
　前記モバイル・デバイスのユーザのふるまいに影響を及ぼすために、前記モバイル・デ
バイスのロケーションに少なくとも部分的に基づいて、前記モバイル・デバイスにインセ
ンティブを提供するための手段と、
　を具備する装置。
　　［３５］
　前記モバイル・デバイスの前記ロケーションを決定するための手段を更に具備する、［
３４］に記載の装置。
　　［３６］
　１つ又は複数の事前定義されたウェイポイントと関連づけられる前記エリア内にモバイ
ル・デバイスがあるかどうかを決定するための前記手段は、前記モバイル・デバイスと関
連づけられる無線周波数識別子（ＲＦＩＤ）タグから識別子を受信するための１つ又は複
数のＲＦＩＤ受信機を具備する、［３４］に記載の装置。
　　［３７］
　前記１つ又は複数の事前定義されたウェイポイントのうちの少なくとも１つは、前記モ
バイル・デバイスと関連づけられる無線周波数識別子（ＲＦＩＤ）受信機に識別子を提供
する１つ又は複数のＲＦＩＤタグと関連づけられる、［３４］に記載の装置。
　　［３８］
　インセンティブを提供するための前記手段は、前記１つ又は複数の事前定義されたウェ
イポイントと関連づけられる前記エリア内に前記モバイル・フォンがある持続時間に、少
なくとも部分的に、左右されて、前記モバイル・デバイスに前記インセンティブを提供す
ることが更に可能である、［３４］に記載の装置。
　　［３９］
　前記インセンティブは、クーポン、１つ又は複数のワイヤレス・サービス、及び／又は
情報を具備する、［３４］に記載の装置。
　　［４０］
　インセンティブを提供するための前記手段は、前記モバイル・デバイスへ送信されるメ
ッセージを介して前記インセンティブを提供するように適合される、［３４］に記載の装
置。
　　［４１］
　前記メッセージは、電子メール（Ｅメール）メッセージを介して提供される、［４０］
に記載の装置。
　　［４２］
　前記メッセージは、ショート・メッセージ・サービス（ＳＭＳ）メッセージを介して提
供される、［４０］に記載の装置。
　　［４３］
　インセンティブを提供するための前記手段は、前記メッセージを送信するために、前記
１つ又は複数の事前定義されたウェイポイントのうちの少なくとも１つと関連づけられる
送信機を具備する、［４０］に記載の装置。
　　［４４］
　前記１つ又は複数の事前定義されたウェイポイントは、事前定義されたエリア内の事前
定義されたロケーションを具備する、［３４］に記載の装置。
　　［４５］
　前記インセンティブは、前記１つ又は複数の事前定義されたウェイポイントのうちの少
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なくとも１つの方向に向かって移動するように、ユーザに影響を及ぼすために提供される
、［３４］に記載の装置。
　　［４６］
　前記インセンティブは、前記ユーザが、少なくとも２つのウェイポイント間の事前定義
された経路に沿って移動した結果として提供される、［３４］に記載の装置。
　　［４７］
　前記ユーザの前記ふるまいは、前記ユーザの動きを具備する、［３４］に記載の装置。
　　［４８］
　前記ユーザの前記ふるまいは、前記ユーザによって開始される購入を具備する、［３４
］に記載の装置。
　　［４９］
　その上に記憶された機械可読命令を備える記憶媒体を具備する物品であって、前記命令
は、専用装置によって実行される場合、前記専用装置に、
　１つ又は複数の事前定義されたウェイポイントと関連づけられるエリア内にモバイル・
デバイスがあるかどうかを決定し、
　前記モバイル・デバイスのユーザのふるまいに影響を及ぼすために、前記モバイル・デ
バイスのロケーションに少なくとも部分的に基づいて、前記モバイル・デバイスにインセ
ンティブを提供する、
　ように指示するように適合される物品。
　　［５０］
　前記命令は、前記専用装置によって実行される場合、前記専用装置に、前記１つ又は複
数の事前定義されたウェイポイントと関連づけられる前記エリア内にモバイル・フォンが
ある持続時間に、少なくとも部分的に、更に左右されて、前記モバイル・デバイスに前記
インセンティブを提供するように指示するように更に適合される、［４９］に記載の物品
。
　　［５１］
　前記命令は、前記専用装置によって実行される場合、前記専用装置に、前記モバイル・
デバイスの前記ロケーションを決定するように指示するように更に適合される、［４９］
に記載の物品。
　　［５２］
　前記命令は、前記専用装置によって実行される場合、ロケーション・サーバによってア
クセス可能な１つ又は複数の事前定義されたウェイポイントに関するロケーション情報に
少なくとも部分的に基づいて、前記１つ又は複数の事前定義されたウェイポイントから事
前定義された距離内に前記モバイル・デバイスがあるかどうかを決定するように更に適合
される、［４９］に記載の物品。
　　［５３］
　前記命令は、前記専用装置によって実行される場合、前記モバイル・デバイスへ送信さ
れるメッセージを介して前記インセンティブを提供するように更に適合される、［４９］
に記載の物品。
　　［５４］
　前記命令は、前記専用装置によって実行される場合、電子メール（Ｅメール）メッセー
ジを介し前記メッセージを提供するように更に適合される、［５３］に記載の物品。
　　［５５］
　前記命令は、前記専用装置によって実行される場合、ショート・メッセージ・サービス
（ＳＭＳ）メッセージを介して前記メッセージを提供するように更に適合される、［５３
］に記載の物品。
　　［５６］
　前記命令は、前記専用装置によって実行される場合、前記１つ又は複数の事前定義され
たウェイポイントと関連づけられる送信機を介して前記メッセージを送信するように更に
適合される、［５３］に記載の物品。
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　　［５７］
　前記ユーザの前記ふるまいは、前記ユーザの動きを具備する、［４９］に記載の物品。
　　［５８］
　前記ユーザの前記ふるまいは、前記ユーザによって開始される購入を具備する、［４９
］に記載の物品。
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