
JP 5124160 B2 2013.1.23

10

20

(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　無線携帯機器を介して消費者が製品又はサービスに関する取引を行うときに処理される
トランザクションに関連した広告効果を予測するシステムであって、
　前記無線携帯機器のそれぞれの地理的ロケーションに基づき、無線携帯機器に対するロ
ケーションベースの広告キャンペーンを提供するためのソフトウェアを実行する位置に基
づくアプリケーションサーバコンピュータと、
　前記位置に基づくアプリケーションサーバコンピュータと通信するデータベースであっ
て、前記広告キャンペーンに反応して前記無線携帯機器で実行されるトランザクションに
関する前記消費者の利用データと、各消費者に特有のプロフィールデータと、企業に関す
る情報及び商品若しくはサービスの形式を含む前記トランザクションに関係する企業プロ
フィールデータとを記憶する該データベースと、
　前記位置に基づくアプリケーションサーバコンピュータと通信する広告ポータルサーバ
コンピュータとを有し、
　前記広告ポータルサーバコンピュータは、広告主が今後提案する広告キャンペーンであ
って当該広告主の製品又はサービスのための広告キャンペーン（以下、「将来の広告キャ
ンペーン」という。）に関する情報を、前記広告ポータルサーバコンピュータが前記広告
主に提供するサーチパラメータエントリフォームを介して、サーチ要求として前記広告主
から受信し、
　前記広告ポータルサーバコンピュータは、前記サーチパラメータエントリフォームを介
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して受信された将来の広告キャンペーンの情報から、前記将来の広告キャンペーンの製品
又はサービスについて得られる特売品又は割引に関連する報奨若しくは制限する情報を含
む複数のパラメータを抽出してサーチクエリーを構築する予測モデリングアプリケーショ
ンを実行し、
　前記広告ポータルサーバコンピュータは、前記将来の広告キャンペーンの製品又はサー
ビスに関する前記報奨若しくは制限する情報を含む複数のパラメータに合致するデータ要
素をもつ情報を前記データベースからサーチするよう前記位置に基づくアプリケーション
サーバコンピュータに指令し、前記サーチクエリーに対するサーチ結果が生成され、
　前記広告ポータルサーバコンピュータは、前記サーチ結果を用いてデータスコアリング
アプリケーションを実行することにより、前記将来の広告キャンペーンに応答するか又は
受信するであろうと予測される消費者の確率を、前記将来の広告キャンペーンを受信した
総人数と、前記消費者の利用データ又は前記消費者に特有のプロフィールにおける前記合
致するデータ要素をもつ消費者数とから決定し、これにより、前記将来の広告キャンペー
ンに応答しそうな前記消費者の属性値及び数が識別され、潜在的な消費者を惹きつけるた
めの前記広告主の商談提案又は取引に関連する将来の広告キャンペーンの広告効果を定量
化する、
ことを特徴とするシステム。
【請求項２】
　前記データベースは、無線携帯機器のロケーション情報を記憶するよう構成された利用
データベースと、無線携帯機器によって前記トランザクションに関与するために使用でき
る企業名、企業カテゴリー、商品若しくはサービスの形式、企業アドレス、企業ＵＲＬ、
及び商品名の少なくとも１つを含む企業プロフィールのための情報を記憶するよう構成さ
れた企業データベースとを含むことを特徴とする請求項１に記載のシステム。
【請求項３】
　前記広告ポータルサーバコンピュータは、広告効果解析アプリケーションを実行して、
広告解析要求に基づきアクセスされるべき前記データベースの構成要素(components)を決
定し、前記データスコアリングアプリケーションを実行して、前記広告解析要求に応じて
前記構成要素を前記データベースから検索される所定のフォーマット情報にする、請求項
１に記載のシステム。
【請求項４】
　前記広告ポータルサーバコンピュータはウェブブラウザでアクセス可能である、請求項
１に記載のシステム。
【請求項５】
　前記利用データは、各ロケーションベースの広告キャンペーンが無線携帯機器でアクセ
スされたロケーションを含む、請求項１に記載のシステム。
【請求項６】
　前記利用データは、各ロケーションベースの広告キャンペーンを無線携帯機器で受信し
た消費者の総数を含む、請求項１に記載のシステム。
【請求項７】
　前記利用データは、無線携帯機器で受信した各ロケーションベースの広告キャンペーン
に応答した消費者の総数を含む、請求項１に記載のシステム。
【請求項８】
　前記利用データは、各ロケーションベースの広告キャンペーンが実行された日時を含む
、請求項１に記載のシステム。
【請求項９】
　前記利用データは、各ロケーションベースの広告キャンペーンのための製品リストを含
む、請求項１に記載のシステム。
【請求項１０】
　前記利用データは、各ロケーションベースの広告キャンペーンのためのサービスリスト
を含む、請求項１に記載のシステム。
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【請求項１１】
　前記企業プロフィールデータは、各ロケーションベースの広告キャンペーンの結果とし
て販売された製品又はサービスの説明書(description)の少なくとも１つを含む、請求項
１に記載のシステム。
【請求項１２】
　前記企業プロフィールデータは、各ロケーションベースの広告キャンペーンにおける製
品又はサービスの広告内容及び価格情報の少なくとも１つを含む、請求項１に記載のシス
テム。
【請求項１３】
　無線携帯機器を介して消費者が製品又はサービスに関する取引を行うときに処理される
トランザクションに関連した広告効果を予測するシステムであって、
　前記無線携帯機器の各地理的ロケーションに基づき、無線携帯機器に対するロケーショ
ンベースの広告キャンペーンを提供するソフトウェアを実行する位置に基づくアプリケー
ションサーバコンピュータと、
　前記位置に基づくアプリケーションサーバコンピュータと通信するデータベースであっ
て、前記広告キャンペーンに応じて無線携帯機器で実行されるトランザクションに関連し
た利用データと、前記位置に基づくアプリケーションサーバコンピュータと通信可能な各
無線携帯機器を操作する消費者に特有なプロフィールデータとを記憶する該データベース
と、
　前記位置に基づくアプリケーションサーバコンピュータと通信する広告ポータルサーバ
コンピュータであって、広告主が今後提案する広告キャンペーン（以下、「将来の広告キ
ャンペーン」という。）の効果の予測解析をするため、前記将来の広告キャンペーンに関
する製品又はサービスについて得られる特売品又は割引に関連する報奨若しくは制限する
情報をもつビジネスルール、及び前記将来の広告キャンペーンの記述を含んで構築される
前記広告主からの広告解析要求に応じて、前記将来の広告キャンペーンの製品又はサービ
スを報奨若しくは制限する情報を含む複数のパラメータに合致するデータ要素をもつ消費
者情報を前記データベースからサーチし、前記将来の広告キャンペーンに応答するか又は
受信するであろう消費者を、前記将来の広告キャンペーンを受信した総人数と、前記消費
者の利用データ又は前記消費者に特有のプロフィール内の前記合致するデータ要素をもつ
消費者数とから決定するソフトウェアアプリケーションを実行する該広告ポータルサーバ
と、
を備えたシステム。
【請求項１４】
　前記広告ポータルコンピュータは、前記サーチの結果に基づき前記将来の広告キャンペ
ーンの成功の統計的確率を決定するデータスコアリングアプリケーションを実行する、請
求項１３に記載のシステム。
【請求項１５】
　前記将来の広告キャンペーンは、提示される商品又はサービスの識別を含み、且つ前記
ビジネスルールは、前記提示される商品又はサービスに関連する報奨(incentive)又は制
限(restriction)の少なくとも１つを含む、請求項１３に記載のシステム。
【請求項１６】
　前記将来の広告キャンペーンの効果の予測解析は、前記将来の広告キャンペーンに応答
しうる消費者の属性値及び数を示す情報を含む、請求項１３に記載のシステム。
【請求項１７】
　前記将来の広告キャンペーンの効果の予測解析は、前記将来の広告キャンペーンに応答
した需要が発生しうる日の予想されたロケーション及びピーク時間を示す情報を含む、請
求項１３に記載のシステム。
【請求項１８】
　前記広告ポータルサーバコンピュータは、前記消費者の利用データ及び前記プロフィー
ルデータをサーチし、前記サーチクエリーに一致するデータ要素を見つけるために使用可
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能な前記広告解析要求に基づいてサーチクエリーを構築する予測モデリングアプリケーシ
ョンを実行する、請求項１３に記載のシステム。
【請求項１９】
　前記広告ポータルサーバコンピュータは、前記広告解析要求からパラメータを抽出し、
サーチクエリーを定式化するビジネスルールアプリケーションを実行する、請求項１３に
記載のシステム。
【請求項２０】
　前記広告ポータルサーバコンピュータは、前記データベースをサーチするデータアクセ
スコンポーネントと、前記データアクセスコンポーネントによって前記データベース内に
特定された情報に基づき前記将来の広告キャンペーンの広告効果を定量化するデータスコ
アリングアプリケーションとを実行する、請求項１３に記載のシステム。
【請求項２１】
　前記広告ポータルサーバコンピュータは、サーチパラメータ入力フォームを生成する広
告ポータルを実行し、前記広告ポータルが前記サーチパラメータ入力フォームに含まれる
データとして前記広告解析要求を受信する、請求項１３に記載のシステム。
【請求項２２】
　前記利用データは、各ロケーションベース広告キャンペーンが無線携帯機器でアクセス
されたロケーションを含む、請求項１３に記載のシステム。
【請求項２３】
　前記利用データは、各ロケーションベース広告キャンペーンをそれぞれの無線携帯機器
で受信した消費者の総数を含む、請求項１３に記載のシステム。
【請求項２４】
　前記利用データは、各無線携帯機器で受信したそれぞれのロケーションベース広告キャ
ンペーンに応答した消費者の総数を含む、請求項１３に記載のシステム。
【請求項２５】
　前記利用データは、各ロケーションベース広告キャンペーンが実行された日時を含む、
請求項１３に記載のシステム。
【請求項２６】
　前記利用データは、各ロケーションベースの広告キャンペーンのための製品リストを含
む、請求項１３に記載のシステム。
【請求項２７】
　前記利用データは、各ロケーションベースの広告キャンペーンのためのサービスリスト
を含む、請求項１３に記載のシステム。
【請求項２８】
　前記プロフィールデータは、各無線携帯機器の消費者の人口統計学的情報を含む、請求
項１３に記載のシステム。
【請求項２９】
　前記プロフィールデータは、各無線携帯機器を使用する消費者の個人的な好み(privacy
 preference)を含む、請求項１３に記載のシステム。
【請求項３０】
　前記プロフィールデータは、各無線携帯機器を使用する消費者のサービス申込み(servi
ce subscription)を含む、請求項１３に記載のシステム。
【請求項３１】
　前記プロフィールデータは、各無線携帯機器を使用する消費者の商品及びサービス好み
を含む、請求項１３に記載のシステム。
【請求項３２】
　無線携帯機器を介して消費者が製品又はサービスに関する取引を行うときに処理される
トランザクションに関連した広告効果を予測するシステムであって、
　前記無線携帯機器のそれぞれの地理的ロケーションに基づき、無線携帯機器に対するロ
ケーションベースの広告キャンペーンを提供するソフトウェアを実行する位置に基づくア
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プリケーションサーバコンピュータと、
　前記位置に基づくアプリケーションサーバコンピュータと通信するデータベースであっ
て、前記広告キャンペーンに応じて無線携帯機器で実行されるトランザクションに関連し
た利用データと、前記トランザクションによって生じるビジネスに関連したビジネスデー
タと、前記位置に基づくアプリケーションサーバコンピュータと通信可能な無線携帯機器
を操作する消費者に特有なプロフィールデータと、を記憶した該データベースと、
　前記位置に基づくアプリケーションサーバコンピュータと通信する広告ポータルサーバ
コンピュータであって、前記データベース内のデータにアクセスし、広告主からの解析要
求に応じて広告キャンペーンに関連した解析を生成するアプリケーションを実行する該広
告ポータルサーバコンピュータと、を備え、
　前記解析要求は前記広告主が今後提案する広告キャンペーン（以下、「将来の広告キャ
ンペーン」という。）の効果を解析するためのものであり、更に前記解析要求は、前記将
来の広告キャンペーンに関する製品又はサービスについて得られる特売品又は割引に関連
する報奨若しくは制限する情報をもつビジネスルール、及び前記将来の広告キャンペーン
の記述を含んで構築され、
　前記広告ポータルサーバコンピュータは、前記利用データ及び前記プロフィールデータ
にアクセスすることによって前記将来の広告キャンペーンの製品又はサービスを報奨若し
くは制限する情報を含む複数のパラメータに合致するデータ要素をもつ消費者情報を抽出
し、前記将来の広告キャンペーンを受信した総人数と、前記利用データ又は前記消費者に
特有なプロフィールデータ内の前記合致するデータ要素をもつ消費者数を基に、前記将来
の広告キャンペーンの広告効果を定量化するための前記アプリケーションを実行する、こ
とを特徴とするシステム。
【請求項３３】
　前記解析要求は第１の解析要求であり、前記広告ポータルサーバコンピュータは、前記
位置に基づくアプリケーションサーバコンピュータが提供して配置されたロケーションベ
ース広告キャンペーンの効果解析に関する第２の解析要求を受信し、そして前記広告ポー
タルサーバコンピュータは、前記利用データ及び前記ビジネスデータにアクセスし、前記
配置されたロケーションベース広告キャンペーンの効果解析を生成するビジネスルールア
プリケーションを実行する、ことを特徴とする請求項３２に記載のシステム。
【請求項３４】
　前記広告ポータルサーバコンピュータは、広告効果アプリケーション及び予測モデリン
グアプリケーションを含み、これらアプリケーションの両方が広告キャンペーンに関連す
る解析を生成するために前記広告ポータルサーバコンピュータによって独立して実行され
る、ことを特徴とする請求項３２に記載のシステム。
【請求項３５】
　前記ビジネスデータは、複数のビジネスのそれぞれに対して、ビジネス・ネーム、ビジ
ネス・アドレス、ビジネス・商品又はサービスを含む、請求項３２に記載のシステム。
【請求項３６】
　前記広告ポータルサーバコンピュータは、前記解析要求に基づき前記データベースでの
サーチを実行するデータアクセスコンポーネントと、サーチ結果を所定のフォーマットに
フォーマット化するデータスコアリングアプリケーションとを実行する、請求項３２に記
載のシステム。
【請求項３７】
　前記データスコアリングアプリケーションは、前記解析要求に含まれる将来の広告キャ
ンペーンの広告効果に対する定量値を、前記サーチ結果に基づいて決定する、請求項３６
に記載のシステム。
【請求項３８】
　前記広告ポータルサーバは、広告キャンペーンの修正、追加、及び削除を許可する、請
求項３２に記載のシステム。
【発明の詳細な説明】
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【技術分野】
【０００１】
　本発明は、一般に、通信装置に情報を提供することに係り、より詳細には、特定の地理
的エリアに配置された通信装置をターゲットとして位置に基づくサービスを提供すること
に係る。
【背景技術】
【０００２】
　無線通信装置は、近年、人口のエリート集団により使用される技術から、大衆により使
用される技術まで発展してきている。２０００年には、米国内の１億人以上の人々が少な
くとも１つの形式の無線通信サービスに契約していると推定される。世界的には、無線通
信ユーザの数が驚異的な数に達し、常時増え続けている。近い将来、ほとんど誰でも、種
々の機能を遂行できる何らかの無線通信装置を所有し又は使用すると考えられる。
【０００３】
　慣習的な無線通信装置に加えて、多数の異なる形式のポータブル電子装置が今日使用さ
れている。特に、ノートブックコンピュータや、パルムトップコンピュータや、パーソナ
ルデジタルアシスタント（ＰＤＡ）は、平凡なものとなっている。無線通信装置の使用は
、広く普及し、近い将来、複合移動電話／ＰＤＡ装置が大衆により広く使用されると予想
される。現在、これら装置の大部分は、主として、このような装置に使用できるアプリケ
ーション及びサービスの数が限られているために、人口の僅かな部分によって使用される
に過ぎない。
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　インターネットは、種々の形式の個人及び企業をターゲットとする種々の形態で企業情
報を提供するための広く利用される媒体となった。一般的に述べると、インターネットを
利用して特定の商品及びサービスに関する企業情報を探索することに関連した問題の１つ
は、ユーザの近辺に位置する地理的エリアにおいて利用できる商品及びサービスに対する
当該企業情報を探索できることである。従って、情報が要求されたときに通信装置の各地
理的位置に基づいて、無線通信装置及びワークステーションに広範囲な企業情報及びコン
テンツを提供する方法が要望される。
【０００５】
　多数の異なる形式の遠隔端末のユーザは、種々の電話会社によって提供されるディレク
トリーアシスタンスサービスの利用をしばしば希望する。これらのディレクトリーアシス
タンスコールの多くは、各都市の電話サービスエリアで生成し、同じ都市サービスエリア
に含まれた一覧に対する一覧情報を要求する。今日使用されるほとんどのローカルディレ
クトリーアシスタンスサービスは、要求者を支援するオペレータにより、その要求された
情報を手動でアプリケーションに入力し、住居及び営業一覧を含むデータベースを探索す
ることによって取り扱われる。従って、地理的にターゲット決めされた応答を要求者に自
動的に供給できる改良型ディレクトリーアシスタンスシステムを提供することが要望され
る。
【０００６】
　更に、無線通信装置のほとんどのユーザは、情報及びコンテンツを要求するときに自然
言語を使用できることを希望する。典型的な音声認識アプリケーションは、個人が所与の
概念又は要求を発音できる各考えられる方法をアイテム分けする全包囲文法を開発者が創
作することを要求する。これは、発音に含まれたコンテンツをシステムが認識できるよう
にするが、システムを展開する前後で開発者に著しい負担をかける。従って、著しい設定
や保守を必要としない自然言語処理アプリケーションが要望される。更に、種々のスピー
チパターン及び発音があるために、発音をほぼ１００％の成功度で認識することは、現在
では不可能である。現在のスピーチ認識エンジンは、音を解釈することに向けられるが、
コンテクストの意味や見解を解釈することはできない。
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【０００７】
　これら形式のシステムの企業ユーザが使用経歴記録を探索することのできる方法及びシ
ステムも別に要望される。これらの記録は、企業ユーザにより種々の形式の探索及び記録
保持に使用することができる。
　消費者が音声コマンドを使用して各商品又はサービスに関する情報を要求するときには
、話されたワードをシステムが認識せず、従って、音声イネーブルシステムが適切な情報
を探索できないおそれが生じる。多くの場合に、これは、ユーザに欲求不満を生じさせ、
ユーザは、最終的に、エラーを経験した場合には音声イネーブルシステムの使用を停止す
ることがある。従って、位置に基づくサービスシステムにおいてコールの失敗をルーティ
ングすることも要望される。
【０００８】
　以上のことから、ユーザの地理的位置に基づいて当該企業、サービス又は商品をユーザ
が探索できるようにする位置に基づくシステムが要望される。位置に基づくシステムを介
して消費者に商談の提案された取引や完了したトランザクションを監視するために、位置
に基づくシステムの購入及び使用を追跡する方法及びシステムが必要とされる。
【課題を解決するための手段】
【０００９】
　本発明の好ましい実施形態は、複数の遠隔端末を備えた通信システムにおいて位置に基
づくサービスを提供する方法を開示する。遠隔端末は、無線通信装置であるのが好ましい
が、本発明の別の態様は、インターネットアクセスにより種々の形式のコンピュータワー
クステーションのユーザへ、位置に基づくサービスを提供することに向けられる。好まし
い実施形態では、あつらえた(tailored)情報要求が、遠隔端末を使用して生成される。こ
のあつらえた情報要求の性質は、遠隔端末のユーザが探索している情報の特定形式に依存
する。
【００１０】
　上記で簡単に述べたように、あつらえた情報要求とは、遠隔端末のユーザにより生成さ
れる情報要求である。あつらえた情報要求は、ユーザが探索している個人又は企業の名前
を含むディレクトリーアシスタンス要求でよい。更に、あつらえた情報要求は、特定の商
品又はサービスに関する情報要求の形態でもよい。例えば、遠隔端末のユーザは、テレビ
で商談が提案される目玉商品又はローカルの小売商からの種々の他の形式の商品に関する
情報の要求より成る、あつらえた情報要求を生成することができる。
【００１１】
　あつらえた情報要求に加えて、地理的インジケータも生成され、これは、遠隔端末に関
連され、そして好ましくは、遠隔端末の現在の地理的位置に基づくものである。以下に詳
細に述べるように、あつらえた情報要求及び地理的インジケータは、位置に基づくサービ
スシステムにより使用されて、あつらえた情報要求に対し、遠隔端末が位置する地理的位
置に基づく構造化された応答が生成される。
【００１２】
　本発明の好ましい実施形態では、あつらえた情報要求及び地理的インジケータが生成さ
れた後に、その両方が、位置に基づくアプリケーションサーバーへ送信される。位置に基
づくアプリケーションサーバーは、あつらえた情報要求に対して構造化された応答を生成
するアプリケーションによりプログラムされる。構造化された応答は、遠隔端末の地理的
インジケータと、遠隔端末のユーザにより要求された情報の特定形式とに基づいて生成さ
れる。位置に基づくアプリケーションサーバーが構造化された応答を生成すると、遠隔端
末の各ユーザにより使用されるために遠隔端末へ送信される。
【００１３】
　本発明の１つの特定の実施形態では、あつらえた情報要求は、遠隔端末のユーザにより
供給される音声信号の形式である。又、あつらえた情報要求は、他の好ましい実施形態で
は、無線アプリケーションプロトコルを使用して、テキスト型のメッセージの形態で遠隔
端末から位置に基づくアプリケーションサーバーへ送信することもできる。更に、あつら
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えた情報要求は、本発明の更に別の実施形態では、ウェブベースのプロトコルを使用して
遠隔端末から位置に基づくアプリケーションへ送信することもできる。従って、位置に基
づくサービスシステムは、システムにより提供されるサービスにアクセスするための種々
の方法をユーザに与え、これは、アクセスの容易性を与えることにより、位置に基づくサ
ービスシステムのユーザに更なる利益をもたらす。
【００１４】
　上述したように、位置に基づくサービスシステムにより生成されて使用される地理的イ
ンジケータは、遠隔端末の各地理的位置に基づく。本発明の他の好ましい実施形態では、
地理的インジケータは、遠隔端末のユーザにより定義することができる。地理的インジケ
ータは、遠隔端末、又は好ましい無線通信システムのベース局により生成することができ
る。又、本発明は、好都合にも、他の好ましい実施形態において遠隔端末の地理的位置を
決定するのに使用される改良型９１１システムの利点を取り入れることもできる。
【００１５】
　上述したように、遠隔端末を使用して生成されたあつらえた情報要求に応答して、位置
に基づくアプリケーションサーバーは、そのあつらえた情報要求に応答するデータを含む
構造化された応答を生成する。この構造化された応答は、音声信号の形態で生成されても
よいし、或いは無線アプリケーションプロトコル又はウェブ型プロトコルを使用して生成
されるテキスト／グラフィック型の構造化された応答の形態で生成されてもよい。構造化
された応答のフォーマットに拘らず、位置に基づくアプリケーションサーバーは、ユーザ
が遠隔端末を使用して容易にアクセスしそして対話することのできるフォーマットでその
構造化された応答を遠隔端末へ送信する。
【００１６】
　本発明の別の好ましい実施形態は、通信システムにおいて自然言語処理を行う方法を開
示する。この好ましい実施形態では、遠隔端末で音声要求が生成され、これがベース局へ
送信される。音声要求がベース局へ送信されると、その音声要求に含まれた各ワードは、
音声認識アプリケーションで識別される。音声認識アプリケーションでワードが識別され
た後に、各ワードに関連した文法が、自然言語処理アプリケーションで識別される。ワー
ド及びそれに関連した文法が識別されると、各ワードは、各文法カテゴリーに分類される
。音声要求に対する構造化された応答が、次いで、応答生成アプリケーションで生成され
る。
【００１７】
　本発明のこの好ましい実施形態では、文法カテゴリーへのワードの分類と、ワードの識
別とに基づく自然言語処理アプリケーションにより、構造化された要求が生成される。構
造化された要求が生成された後に、それが応答生成アプリケーションへ送信され、このア
プリケーションは、商品及びサービスのデータベースにおいて構造化された要求に対する
一致を探索する。本発明の別の態様は、応答生成アプリケーションにより生成される構造
化された応答を、遠隔端末が位置する特定の地理的エリアへと狭めることを含む。従って
、遠隔端末のユーザは、ユーザ付近の地理的領域に位置していない商品又はサービスに対
する音声要求に対する応答を受信しない。例えば、ジョージア州アトランタにいる個人は
、自分の地理的位置の付近で購入することに関心のある品目をカリフォルニア州の小売店
が特売していても特に無関心である。
【００１８】
　上記で一般に述べたように、音声要求は、特定の商品又はサービスに対する要求である
。ここで使用する「商品」という語は、サービスも包含するように広く解釈されるべきで
ある。好ましい実施形態では、音声要求に対して応答するために生成される構造化された
応答は、音声応答の形態をとってもよいし、又は映像及び／又は音声ファイルを含むテキ
ストメッセージの形態をとってもよい。音声応答又はテキストメッセージが生成された後
に、それが遠隔端末へ送信され、遠隔端末のユーザは、構造化された応答と相互作用する
ことができる。
【００１９】
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　自然言語処理アプリケーションを、位置に基づくサービスシステムに結合すると、「発
音」の認識によりスピーチの認識を改善するだけでなく、正しい質問を推論しそして自然
言語の使用により返答することにより、音声認識及び処理構造化された要求間のギャップ
を橋絡する上で助けとなる。自然言語処理は、認識されなかったワード（１つ又は複数）
を言語学の使用を介して推論することによりユーザの経験を改善し、それにより得られる
アプリケーションで、より関連性のある返答を検索することができる。
【００２０】
　本発明の別の好ましい実施形態は、自然言語処理を伴う無線通信システムを開示する。
本発明のこの実施形態では、遠隔端末がベース局に接続され、遠隔端末のユーザは、音声
要求を生成することができ、これはベース局へ送信される。音声要求がベース局へ到着す
ると、その音声要求は、ベース局に接続された音声認識アプリケーションへ送信されるの
が好ましい。オペレーション中に、音声認識アプリケーションは、音声要求に含まれた各
ワードを識別する。ワードが音声認識アプリケーションにより識別された後、その音声認
識アプリケーションに接続された自然言語処理アプリケーションが、音声要求に含まれた
ワードに基づく構造化された要求を生成する。自然言語処理アプリケーションには応答生
成アプリケーションが接続され、これは、構造化された要求に対して構造化された応答を
生成する役割を果たす。
【００２１】
　本発明のこの好ましい実施形態では、自然言語処理アプリケーションは、音声要求に含
まれたワードを、複数の文法カテゴリーの各１つに分類する。ワードが文法カテゴリーに
入れられると、それらを応答生成アプリケーションにより使用して、音声要求において識
別された商品を探索し、それにより、構造化された要求に応答する。構造化された応答は
、音声応答又はテキストメッセージとして遠隔端末に送信することができる。音声応答が
使用される場合には、応答生成アプリケーションに接続された音声合成アプリケーション
が、応答生成アプリケーションにより生成される構造化された応答に基づいて音声応答を
生成する。
【００２２】
　本発明の更に別の好ましい実施形態は、通信ネットワークにおいて広告コンテンツを生
成するためのシステム及び方法を開示する。オペレーション中に、広告キャンペーンパラ
メータエントリーフォームが企業遠隔端末に生成される。これが生成されると、広告主は
、その広告キャンペーンパラメータを、企業遠隔端末を使用して広告キャンペーンパラメ
ータエントリーフォームに入力する。広告キャンペーンパラメータが入力された後、この
広告キャンペーンパラメータは、広告主ポータルに送信される。広告主ポータルは、次い
で、この広告キャンペーンパラメータをキャンペーン生成アプリケーションに向ける。次
いで、広告主により入力された広告パラメータに基づいてキャンペーン生成アプリケーシ
ョンにより広告キャンペーンが生成される。次いで、広告キャンペーンが企業データベー
スに記憶される。
【００２３】
　この好ましい実施形態では、キャンペーンマネージメントインターフェイスアプリケー
ションは、広告キャンペーンパラメータエントリーフォームを生成し、これを企業遠隔端
末のウェブブラウザへ送信する。従って、広告主により入力される広告データは、マーク
アップ言語ファイルを使用して広告主ポータルに送信されるのが好ましい。本発明の別の
態様は、広告キャンペーンを、消費者の所定半径内に位置する特定地理的領域に対して生
成されるものに制限することである。
【００２４】
　広告主のポータルには編集キャンペーンアプリケーションが設けられ、これは、企業遠
隔端末が広告キャンペーンを、それが企業データベースに記憶された後に編集できるよう
にする。又、広告主ポータルには、削除キャンペーンアプリケーションも設けられ、これ
は、企業遠隔端末が広告キャンペーンを、それが企業データベースに記憶された後に削除
できるようにする。別の好ましい実施形態では、企業遠隔端末は、広告主が広告キャンペ
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ーンを実質的にいかなる位置からでも生成、編集及び削除できるようにする無線通信装置
である。
【００２５】
　本発明の別の好ましい実施形態は、通信ネットワークにおいて営業一覧を管理するため
のシステム及び方法を開示する。この実施形態では、営業一覧エントリーフォームが企業
遠隔端末に生成される。次いで、企業エンティティが、企業遠隔端末を使用して営業一覧
データを営業一覧エントリーフォームに入力する。営業一覧データが入力されると、それ
が広告主ポータルに送信され、そこで、営業一覧生成アプリケーションへ向けられる。こ
の営業一覧生成アプリケーションは、次いで、企業ユーザにより与えられた企業データに
基づいて営業一覧を生成する。営業一覧が生成されると、それが企業プロフィールデータ
ベースに記憶される。
【００２６】
　営業一覧データは、企業遠隔端末のウェブブラウザを使用してフォームに入力されるの
が好ましい。又、営業一覧データは、マークアップ言語ファイルを使用して企業遠隔端末
から広告主のポータルへ送信されるのが好ましい。オペレーション中に、営業一覧生成ア
プリケーションは、営業一覧データを抽出して、位置に基づくサービスシステムに適した
所定の構成体に入れる。所定の１組の営業一覧データが、企業名、企業カテゴリー、商品
形式、サービス形式、企業アドレス、企業ＵＲＬ、商品名、モデル名、ブランド名、価格
、アドレス及び営業時間指示、並びに個々の企業位置に独特の他のデータより成るパラメ
ータのグループから選択されるのが好ましい。
【００２７】
　広告主のポータルには営業一覧編集アプリケーションが設けられ、これは、企業遠隔端
末が営業一覧を、それが企業プロフィールデータベースに記憶された後に編集できるよう
にする。又、広告主のポータルには営業一覧削除アプリケーションも設けられ、これは、
企業遠隔端末が営業一覧を、それが企業プロフィールデータベースに記憶された後に削除
できるようにする。この実施形態では、本発明の他の実施形態と同様に、企業遠隔端末が
無線通信装置又はデスクトップコンピュータシステムである。
【００２８】
　本発明の別の好ましい実施形態は、通信ネットワークにおいて広告コンテンツを編集す
るためのシステム及び方法を開示する。この実施形態では、各広告主に関連した所定の広
告キャンペーンが、広告主のポータルに位置するキャンペーンマネージメントインターフ
ェイスアプリケーションで検索され、広告キャンペーンは、複数のパラメータを含む。広
告キャンペーンは、検索されると、企業遠隔端末へ送信され、このターミナルは、広告キ
ャンペーンのビューを生成する。企業遠隔端末のユーザは、次いで、広告キャンペーンの
パラメータを編集することができる。広告主が編集を行った後に、広告キャンペーンが広
告主のポータルに返送され、このポータルは、広告キャンペーンをキャンペーン編集アプ
リケーションに向ける。編集された広告キャンペーンは、次いで、データアクセスコンポ
ーネントを使用して企業データベースに記憶される。
【００２９】
　本発明の更に別の実施形態は、通信ネットワークにおいて営業一覧コンテンツを編集す
るためのシステム及び方法を開示する。この好ましい実施形態では、各企業に関連した所
定の営業一覧が、広告主のポータルに位置する企業プロフィールインターフェイスアプリ
ケーションで検索され、上記営業一覧は、複数のパラメータを含む。次いで、営業一覧は
、企業遠隔端末に送信され、該ターミナルは、営業一覧のビューを生成する。営業一覧の
ビューが生成された後に、企業遠隔端末のユーザは、営業一覧のパラメータを編集するこ
とが許される。ユーザが営業一覧の編集を終えると、それが広告主のポータルに返送され
る。次いで、営業一覧が営業一覧編集アプリケーションに向けられ、次いで、データアク
セスコンポーネントを使用して企業プロフィールデータベースに記憶される。
【００３０】
　本発明の更に別の好ましい実施形態は、位置に基づくサービスシステムにおいて広告有
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効性探索能力を与える方法を開示する。好ましい実施形態では、位置に基づくサービスシ
ステムに入れられる広告キャンペーンのための使用情報が、使用データのデータベースに
記憶される。少なくとも１つの入力フィールドを含む探索要求フォームが、遠隔端末にお
いて生成される。次いで、探索要求が遠隔端末で探索要求フォームに入力される。探索要
求は、次いで、位置に基づくサービスシステムに接続された広告主ポータルに好ましく配
置された広告有効性アプリケーションに送信される。次いで、使用情報が探索されて、探
索要求に対する応答が生成され、この応答は、次いで、遠隔端末に送信される。
【００３１】
　この好ましい実施形態では、使用情報は、アクセスの時間、アクセスの位置、各広告キ
ャンペーンを受信した個人の認識、各広告キャンペーンを受信した人達の全人数、各広告
キャンペーンに応答した人達の全人数、各広告キャンペーンが実行された日時、各広告キ
ャンペーンの商品リスト、及び各広告キャンペーンのサービスリストを含む情報のグルー
プから選択することができる。
【００３２】
　探索要求フォームは、遠隔端末に位置するウェブブラウザにおいて生成されるのが好ま
しい。使用分析ユーザインターフェイスアプリケーションは、探索要求フォームを生成し
て、広告主のポータルを経て遠隔端末へ送信する。使用データのデータベースから得られ
た探索結果は、データスコアリングアプリケーションで見ることのできるセグメントにフ
ォーマットされる。使用分析ユーザインターフェイスアプリケーションは、遠隔端末に応
答を送信するのに使用されるのが好ましい。遠隔端末は、幾つかの好ましい実施形態では
無線通信装置である。
【００３３】
　本発明の更に別の好ましい実施形態は、位置に基づくサービスシステムにおいて予想モ
デリングを与える方法を開示する。予想モデリングは、ユーザが、使用データのデータベ
ースに含まれた経歴記録に基づいておそらく広告キャンペーンに応答するか又はそれを受
信するであろうユーザの形式及びユーザの人数を予見し又は予想できるようにする。この
実施形態では、広告キャンペーンは、遠隔端末で生成される。広告キャンペーンは、次い
で、広告主のポータルに好ましく配置された予想モデリングアプリケーションへ送信され
る。プロフィールデータファイル及び使用データのデータベースは、広告キャンペーンに
対する予想モデルを生成するように探索され、そして予想モデルが遠隔端末に送信される
。
【００３４】
　この好ましい実施形態では、生成された広告キャンペーンは、少なくとも１つのビジネ
スルールを含む。このビジネスルールは、広告主のポータルに配置されたビジネスルール
アプリケーションで抽出され、これを使用すると、プロフィールデータファイル及び使用
データのデータベースを探索する上で助けとなる。使用分析ユーザインターフェイスアプ
リケーションは、サンプル広告キャンペーンを生成するのに使用される。好ましい実施形
態では、予想モデルが、データスコアリングアプリケーションを使用して見ることのでき
るフォーマットでフォーマットされる。予想モデルは、使用分析ユーザインターフェイス
アプリケーションを使用して遠隔端末へ送信されるのが好ましい。遠隔端末は、本発明の
他の実施形態では無線通信装置である。
【００３５】
　本発明の別の好ましい実施形態は、位置に基づくサービスシステムにおける使用情報を
探索するための方法を開示する。この実施形態では、位置に基づくサービスシステムのた
めの使用情報が、使用データのデータベースに記憶される。広告主のポータルが遠隔端末
へと設けられる。ユーザが探索を生成できるようにするための探索要求フォームが遠隔端
末において生成される。次いで、ユーザは、遠隔端末を使用して探索要求フォームに探索
要求を入力することができ、これは、広告主のポータルへ送信される。次いで、使用デー
タのデータベースが探索されて、探索要求に対する応答が生成され、これは、遠隔端末へ
送信される。
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【００３６】
　この好ましい実施形態では、探索要求フォームが、広告主のポータルに位置する使用分
析ユーザインターフェイスアプリケーションで生成される。探索結果は、データスコアリ
ングアプリケーションで見ることのできるフォーマットにフォーマットされるのが好まし
い。その応答は、広告主のポータルにおける使用分析ユーザインターフェイスアプリケー
ションで遠隔端末へ送信される。遠隔端末は、無線通信装置でよい。
【００３７】
　本発明の別の好ましい実施形態は、位置に基づくサービスシステムにおいてコール失敗
をルーティングするための方法及びシステムを開示する。好ましい実施形態では、遠隔端
末が、多数の異なるアクセス方法の１つを使用して、位置に基づくサービスシステムに接
続される。次いで、音声に基づいてあつらえた情報要求が、遠隔端末のユーザにより生成
され、位置に基づくサービスシステムに送信される。音声に基づいてあつらえた情報要求
は、次いで、音声認識アプリケーションで解釈される。音声認識アプリケーションが、音
声に基づいてあつらえた情報要求を所定の精度レベルで解釈できなかった場合には、遠隔
端末接続がコールセンターサーバーへルーティングされる。
【００３８】
　コールセンターサーバーは、遠隔端末への接続を、使用可能なオペレータへ転送するよ
うに動作できるのが好ましい。次いで、オペレータは、情報要求を、ユーザから、ユーザ
要求に対して応答を生成するように構成された位置に基づくアプリケーションサーバーへ
入力することにより、遠隔端末のユーザを助けることができる。次いで、構造化された応
答が、位置に基づくサービスシステムにより遠隔端末へ送信される。ここに示す好ましい
実施形態では、構造化された応答は、音声応答を生成して遠隔端末へ送信することのでき
る音声合成サーバーへ送信される。
【００３９】
　本発明の更に別の好ましい実施形態は、位置に基づくサービスシステムにおいてコール
失敗をルーティングするための方法及びシステムを開示する。この実施形態では、遠隔端
末が、位置に基づくサービスシステムに接続される。音声に基づいてあつらえた情報要求
が遠隔端末のユーザにより生成されて、位置に基づくサービスシステム１０へ送信される
。次いで、音声に基づいてあつらえた情報要求は、音声認識アプリケーションで解釈され
、そして音声に基づいてあつらえた情報要求の解釈が音声認識アプリケーションから自然
言語処理アプリケーションへ送信される。この自然言語処理アプリケーションが、音声に
基づいてあつらえた情報要求の意図を所定の精度レベルで解釈できなかった場合には、遠
隔端末がコールセンターサーバーへルーティングされ又は接続される。
【００４０】
　本発明の別の好ましい実施形態は、位置に基づくサービスシステムにおいて購入を追跡
するための方法を開示する。この実施形態では、特定の商品に関する情報要求が、遠隔端
末を使用して消費者から受け取られる。その要求に対する地理的にあつらえた応答が、位
置に基づくサービスシステムで生成される。次いで、その地理的にあつらえた応答に基づ
いて少なくとも１つの商談が消費者に表示される。消費者によりなされた各商談の受け入
れは、次いで、位置に基づくサービスシステムにより処理される。
【００４１】
　各商談又はあつらえた応答にはキャンペーン商談の識別子が指定されるのが好ましい。
各キャンペーン商談の識別子及び商談自体のコンテンツは、次いで、使用データベース又
はデータファイルに記憶される。又、各キャンペーン商談の識別子は、各消費者と、商談
を与える各企業とに関連付けされる。消費者が商品を購入する場合には、消費者は、商品
に対して課金される。電子支払カードが商品に対して課金されるのが好ましい。又、電子
支払カードに関する情報が記憶されるのが好ましく、そして記憶される情報は、カード番
号、商店主コード、商店主名、商店主アドレス、トランザクション形式、購入商品の識別
子、購入量、購入日及び購入時間を含む情報のグループから選択される。
【００４２】
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　地理的にあつらえた応答は、消費者により遠隔端末においてなされた地理的設定に基づ
いて生成することができる。従って、消費者は、ある位置から別の位置へ移動する場合に
、最終的な行先に向って移動するところのエリアに対してあつらえた応答を受信すること
ができる。オペレーション中に、各商談に関する複数の情報が使用データベース又はデー
タファイルに記憶される。情報は、キャンペーン識別子、商店主名、消費者識別子、キャ
ンペーンコード、日付、時間、消費者の地理的位置及び商談番号を含む情報のグループか
ら選択される。
【００４３】
　本発明の別の好ましい実施形態は、購入追跡を伴う位置に基づくサービスシステムを開
示する。この実施形態は、商品に関するあつらえた情報要求と、遠隔端末に関連した地理
的インジケータとを生成することのできる遠隔端末を備えている。位置に基づくアプリケ
ーションサーバーが各遠隔端末に接続され、あつらえた情報要求と、地理的インジケータ
を遠隔端末から受信するように動作できる。又、位置に基づくアプリケーションサーバー
は、商品に関するあつらえた情報要求に対して、遠隔端末により与えられた地理的インジ
ケータに依存する構造化された応答を生成するように動作できる。この構造化された応答
は、遠隔端末へ送信されるのが好ましく、少なくとも１つの商談の提案のフォームで遠隔
端末に表示される。
【発明を実施するための最良の形態】
【００４４】
　本発明の更に別の目的及び効果は、本発明の好ましい実施形態が明確に示された添付図
面を参照した以下の説明から明らかとなろう。
　本発明は、種々の通信ネットワークを経て位置に基づくサービスを提供するための方法
及びシステムを開示する。図１を参照すれば、好ましい実施形態による位置に基づくサー
ビスシステム１０は、遠隔端末１２の地理的位置を使用して、地理的にターゲット決めさ
れたサービスを遠隔端末１２へ提供する。位置に基づくサービスシステム１０と契約した
遠隔端末１２は、その遠隔端末１２、ひいては、ユーザの地理的領域に接近して位置する
広範囲の企業及びサービスプロバイダーから情報を選択しそして受信することができる。
【００４５】
　図１に示されたように、位置に基づくサービスシステム１０の１つの好ましい実施形態
は、多数の入手可能で且つ一般的に使用される通信プロトコルの１つを使用して無線通信
システム１４に接続された遠隔端末１２を備えている。図示されたように、遠隔端末１２
は、無線通信システム１４のベース局１６に接続され、このベース局は、オペレーション
中に遠隔端末１２に無線信号を送信したり受信したりする。図１には、１つのベース局１
６しか示されていないが、実際には、多数のベース局１６が使用されて、好ましい無線通
信システム１４を構成することが当業者に明らかであろう。好ましい無線通信システム１
４は、例えば、米国全土のような広い地理的領域をカバーするのが理想的である。
【００４６】
　本発明の好ましい実施形態において、遠隔端末１２は、ベース局１６にデジタル入力信
号を送信することができる。「デジタル入力信号」という語は、音声信号、キーパッド入
力データ、及びポインタ装置の選択信号、又は各遠隔端末１２へデータを入力するための
一般に使用される他の手段からのデータを含むように広く解釈されたい。種々の形式の遠
隔端末１２に対して、その遠隔端末１２へデータを入力するのに使用でき且つ本発明の利
点を取り入れることのできる多数の周辺装置を入手できることが当業者に明らかであろう
。
【００４７】
　無線通信システム１４は、遠隔端末１２とベース局１６との間に無線デジタル通信を与
える多数の異なる方法の１つを使用するデジタル通信システムであるのが好ましい。又、
無線通信システム１４は、周波数分割デュープレックス（ＦＤＤ）又は時分割デュープレ
ックス（ＴＤＤ）を使用して、遠隔端末１２とベース局１６との間に２つの送信方向を割
り当てることができる。
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【００４８】
　各送信方向に多数のチャンネルを形成する方法を意味する多重アクセス方法を遠隔端末
１２に与えるために、多数の異なる形式の多重アクセス方法の１つが本発明に使用される
。使用することのできる３つの好ましい形式の多重アクセス方法は、周波数分割多重アク
セス（ＦＤＭＡ）、時分割多重アクセス（ＴＤＭＡ）、及び／又はコード分割多重アクセ
ス（ＣＤＭＡ）を含む。本発明は、他の多重アクセス方法の利点も容易に取り入れられる
ことが当業者に明らかであろう。
【００４９】
　図１に更に示すように、本発明の好ましい実施形態では、無線通信システム１４のベー
ス局１６は、公衆交換機２０により公衆交換電話ネットワーク（ＰＳＴＮ）１８に接続さ
れる。当業者に良く知られたように、ＰＳＴＮ１８は、種々の通信装置が互いに通信でき
るようにするために使用される世界的規模の音声電話ネットワークである。好ましいＰＳ
ＴＮ１８はデジタルシステムであるが、本発明は、充分に開発されていないか又はデジタ
ルシステムでサービスされていない地理的領域を受け入れるために、アナログシステムに
も使用できるようにされる。
【００５０】
　公衆交換機２０は、ベース局１６から受信した信号を構内交換機（ＰＢＸ）２２へ転送
する。公衆交換機２０は、構内交換機（ＰＢＸ）２２に接続され、この構内交換機は、当
該技術分野で一般的に知られたように、種々の内線電話を互いに相互接続するのに使用さ
れる電話交換システムである。本発明の好ましい実施形態では、ＰＢＸ２２は、交換のた
めの完全デジタル方法を使用し、そしてデジタル遠隔端末及び電話と、アナログ遠隔端末
及び電話とをサポートすることができる。以下に詳細に述べるように、好ましい実施形態
では、ＰＢＸ２２は、ある形式のデジタル遠隔端末である位置に基づくサービスシステム
１０のサーバーに接続される。
【００５１】
　図１を参照すれば、本発明のこの実施形態では、ＰＢＸ２２は、少なくとも１つの音声
認識サーバー２４に接続される。この音声認識サーバー２４は、ＰＢＸ２２から受信され
た音声信号に含まれた各ワードを認識するように動作できる少なくとも１つの音声認識ア
プリケーションを含む。以下に詳細に述べるように、音声認識アプリケーションによって
出力が生成されて、自然言語処理アプリケーションにより使用される。
【００５２】
　音声認識サーバー２４は、少なくとも１つの自然言語処理サーバー２６に接続され、該
サーバーは、音声信号に含まれる識別されたワードを処理して、音声信号に含まれるワー
ドの意味を確かめる少なくとも１つの自然言語処理アプリケーションを含む。従って、オ
ペレーション中に、音声認識サーバー２４は、音声信号に含まれた特定のワードを識別し
又は認識し、そして自然言語処理サーバー２６は、遠隔端末１２から最初に生成された音
声信号の認識されたワードの意味を解釈する。自然言語処理アプリケーションは、本発明
の他の実施形態では、音声認識サーバー２４に配置されてもよいが、性能レベルを高める
ためには、個別のサーバー又は個別の１組のサーバーに配置されるのが好ましい。
【００５３】
　自然言語処理サーバー２６は、少なくとも１つの位置に基づくアプリケーションサーバ
ー２８に接続される。以下に詳細に述べるように、位置に基づくアプリケーションサーバ
ー２８は、遠隔端末１２の各ユーザにより要求された応答情報を遠隔端末１２に供給する
ようにプログラムされる。一般的に述べると、位置に基づくアプリケーションサーバー２
８は、位置に基づく情報を検索して、種々のデータフォーマットで遠隔端末１２へ通過す
るのに使用される。遠隔端末１２へ供給される情報の形式は、ユーザから要求された情報
の特定の性質及び遠隔端末１２の地理的位置に基づいて変化する。
【００５４】
　オペレーション中に、音声信号におけるワードの意味が解釈された後に、自然言語処理
サーバー２６は、構造化された要求を生成するようにプログラムされ、この構造化された
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要求は、位置に基づくアプリケーションサーバー２８へ送信される。この構造化された要
求に応答して、位置に基づくアプリケーションサーバー２８は、構造化された応答を生成
し、これは、遠隔端末１２に送信される。以下に詳細に述べるように、構造化された応答
において送信される情報の厳密な性質は、遠隔端末１２の特定のユーザによりなされる特
定の要求に依存する。
【００５５】
　アナログ音声信号が使用される場合には、図１に示されていないが、少なくとも１つの
デジタル信号プロセッササーバーを使用して、アナログ信号をデジタル信号に変換するこ
とができ、音声認識サーバー２４は、音声認識アプリケーションを使用してそれを処理し
解釈することができる。この各実施形態では、デジタル信号プロセッササーバーは、音声
認識サーバー２４とＰＢＸ２２との間に接続されるのが好ましい。又、音声認識サーバー
２４は、本発明の他の実施形態においてデジタル信号プロセッササーバーの機能を遂行す
るように構成できることも当業者に明らかであろう。
【００５６】
　又、各遠隔端末１２は、無線通信システム１４のベース局１６と通信する間にベース局
１６に独特の遠隔端末識別子も送信する。この遠隔端末識別子は、好ましくは、位置に基
づくサービスシステム１０を通過するときに各音声信号に付加され、従って、システムは
、要求された情報をどの遠隔端末１２が受信するかの推測を追跡することができる。当業
者であれば、位置に基づくサービスシステム１０を使用して特定の遠隔端末１２を追跡す
るのに種々の識別方法が使用できることが明らかであろう。
【００５７】
　又、図１に更に示されたように、位置に基づくアプリケーションサーバー２８は、位置
ゲートウェイサーバー３０にも接続され、該サーバーは、次いで、無線通信システム１４
のベース局１６に接続される。位置ゲートウェイサーバー３０は、位置に基づくアプリケ
ーションサーバー２８により、各遠隔端末１２に関連した地理的インジケータを検索する
のに使用される。従って、各遠隔端末１２が無線通信システム１４に接続される間に、位
置に基づくアプリケーションサーバー２８は、遠隔端末１２の各地理的位置を決定し、地
理的にターゲット決めされた応答及び情報を遠隔端末１２へ供給することができる。
【００５８】
　図１に示すように、位置ゲートウェイサーバー３０は、ネットワーク接続３２を使用し
て無線通信システム１４のベース局１６に接続されるのが好ましく、ネットワーク接続３
２は、本発明の別の実施形態では、プライベートネットワーク接続でもよいし、インター
ネット接続でもよい。遠隔端末１２のユーザが位置に基づくサービスシステム１０にアク
セスするとき、地理的インジケータが遠隔端末１２又はベース局１６により生成されて、
位置に基づくアプリケーションサーバー２８へ送信されるのが好ましい。地理的インジケ
ータは、好ましくは、遠隔端末識別子と共に位置に基づくアプリケーションサーバー２８
へ送信されて、位置に基づくアプリケーションサーバー２８が各遠隔端末１２を特定の地
理的位置に関連付けできるようにする。
【００５９】
　本発明の好ましい実施形態では、地理的インジケータは、遠隔端末１２のユーザにより
プリセットされるか、遠隔端末１２に配置されたＧＰＳにより自動的に生成されるか、或
いはベース局１６で実行される特殊な地理的決定アプリケーションにより生成される。更
に、本発明は、無線通信システム１４の改良型９１１システムの利点を効果的に取り入れ
て、地理的インジケータを生成することができる。本発明の別の実施形態では、地理的イ
ンジケータは、これらソース及び／又はシステムの組合せから生成してもよい（即ち、Ｇ
ＰＳ及びネットワーク上の装置を使用するＧＰＳ支援ネットワークから到来してもよい）
。地理的インジケータは、各遠隔端末１２が無線通信システム１４に接続されるや否や、
位置に基づくアプリケーションサーバー２８へ自動的に送信されるが、本発明の別の実施
形態では、地理的インジケータは、各遠隔端末が位置に基づくアプリケーションサーバー
２８へ構造化された要求を送信するときだけ送信される。遠隔端末１２の地理的位置が変
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化するときには、地理的インジケータが更新され、その更新された情報を位置に基づくア
プリケーションサーバー２８へ連続的に送信することができる。
【００６０】
　図１に更に示すように、少なくとも１つの音声合成サーバー３３が位置に基づくアプリ
ケーションサーバー２８及びＰＢＸ２２に接続される。位置に基づくサービスシステム１
０の音声関連アプリケーションに対して、音声合成サーバー３３は、位置に基づくアプリ
ケーションサーバー２８により受信された構造化された要求に応答して生成される構造化
された応答をベースとする音声応答を生成するのに使用される。音声合成サーバー３３の
音声合成アプリケーションは、構造化された応答を音声応答に変換するのに使用される。
好ましい実施形態では、ＰＢＸ２２は、音声応答をＰＳＴＮ１８に送信するのに使用され
、該ＰＳＴＮは、次いで、音声応答をベース局１６へ送信し、該ベース局は、最終的に音
声応答を遠隔端末１２に送信する。本発明の別の実施形態では、音声合成サーバー３３は
、無線通信システム１４の各ベース局１６に直結される。
【００６１】
　再び図１を参照すれば、本発明の更に別の実施形態において、遠隔端末１２は、無線通
信システム１４の無線アプリケーションプロトコル（ＷＡＰ）ゲートウェイ３４を経て位
置に基づくアプリケーションサーバー２８に接続される。ＷＡＰゲートウェイ３４は、ネ
ットワーク接続３６を経て位置に基づくサービスシステム１０のＷＡＰサーバー３８に接
続される。ネットワーク接続３６は、プライベートネットワーク接続でも、インターネッ
ト接続でもよい。ＷＡＰサーバー３８は、位置に基づくアプリケーションサーバー２８に
接続され、そしてオペレーション中に、遠隔端末１２に入力された要求に基づいて構造化
された要求を生成するのに使用され、これは、位置に基づくアプリケーションサーバー２
８へ送信される。
【００６２】
　遠隔端末１２は、ＷＡＰ規格を使用してＷＡＰサーバー３８及び位置に基づくアプリケ
ーションサーバー２８と通信することができる。当業者に良く知られたように、ＷＡＰ規
格は、無線通信装置がｅ－メール及びテキスト型のウェブページに機密アクセスするため
に構成されたプロトコルである。ＷＡＰは、ＴＣＰ／ＩＰの無線対応部分と、電話一体化
のためのフレームワークとを含む無線アプリケーションに対する完全な環境を与える。位
置に基づくサービスシステム１０の好ましい実施形態では、遠隔端末１２は、位置に基づ
くアプリケーションサーバー２８から遠隔端末１２に与えることのできるテキスト及びグ
ラフィックベースのメニューを使用することにより位置に基づくサービスに対してブラウ
ジングすることもできる。
【００６３】
　本発明の１つの好ましい実施形態は、ＷＡＰ規格を使用して、小型スクリーンディスプ
レイに対するＨＴＭＬの最新型バージョンである無線用マークアップ言語（ＷＭＬ）の使
用をサポートし、遠隔端末１２と位置に基づくアプリケーションサーバー２８との間で情
報の通信及び転送を実行する。又、ＷＡＰは、遠隔端末１２の制限されたメモリにおいて
実行することのできるコンパクトなＪａｖａＳｃｒｉｐｔ状の言語であるＷＭＬＳｃｒｉ
ｐｔを使用することもできる。又、位置に基づくサービスシステム１０は、好都合にも、
この能力の利点を取り入れて、遠隔端末１２の特定の地理的位置に基づいて遠隔端末１２
のユーザに位置に基づくサービスを提供するように構成することもできる。
【００６４】
　本発明のこの好ましい実施形態では、ＷＡＰ規格は、種々の異なる形式の遠隔端末１２
において生成されるキーパッド入力やポインタ装置入力のような種々のハンドヘルド入力
方法をサポートする。これは、本発明に関しては、位置に基づくサービスシステム１０に
探索要求を入力する目的でキーパッドからデータを入力する能力を遠隔端末１２のユーザ
に与える。更に、遠隔端末１２は、種々の選択方法を使用して選択された他のウェブペー
ジへのハイパーテキストリンクを含むウェブページを受信し、解釈しそして表示すること
ができる。
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【００６５】
　本発明の説明上、「無線アプリケーションプロトコル」という語は、「ＷＡＰ規格」と
一般に称されるものと同様の通信プロトコルであって、上述したように、テキスト及びグ
ラフィックベースの情報を遠隔端末１２に送信するのに使用される通信プロトコルを含む
ものと広く解釈されたい。ＷＡＰ規格は、本発明のこの特定の好ましい実施形態に使用さ
れるが、本発明の別の実施形態では、他のテキスト及びグラフィックベースの通信プロト
コルを使用できることが当業者に明らかであろう。
【００６６】
　例えば、詳細に説明しないが、本発明の別の好ましい実施形態は、ｉ－モード無線通信
システムに対して構成することもできる。ｉ－モード無線通信システムは、パケットベー
スの通信プロトコルを使用して、遠隔端末１２とベース局１６との間で通信を行い、これ
は、本質的に、遠隔端末１２が無線通信システムに常時接続されて、パケットを使用して
ベース局１６と通信することを意味する。又、ｉ－モードは、ウェブブラウジング及びカ
スタマイズされたアプリケーションを遠隔端末１２に与えることもできる。
【００６７】
　ｉ－モードは、ＷＭＬを使用するＷＡＰ規格とは対照的に、ｃＨＴＭＬとして知られて
いるＨＴＭＬのサブセットを使用する所有権システムである。この特定の実施形態では、
ｉ－モードサーバーは、無線通信システム１４のベース局１６を位置に基づくアプリケー
ションサーバー２８へ接続するのに使用される。この特定の実施形態の他の細部は、本発
明の他の実施形態と同様であり、従って、詳細な説明は、不要であろう。
【００６８】
　図１を参照すれば、位置に基づくサービスシステム１０の別の好ましい実施形態におい
て、第２の遠隔端末４０がネットワーク接続４２を経て加入者ポータルウェブサーバー４
４に接続される。ネットワーク接続４２は、プライベートネットワーク接続であるか又は
インターネット接続である。図示されたように、加入者ポータルウェブサーバー４４は、
位置に基づくアプリケーションサーバー２８にも接続される。オペレーション中に、第２
の遠隔端末４０は、構造化された要求を受信するようにプログラムされ、これは、位置に
基づくアプリケーションサーバー２８へ送信され、そして同様に、位置に基づくアプリケ
ーションサーバー２８は、構造化された応答を生成するようにプログラムされ、これは、
第２の遠隔端末４０に送信される。
【００６９】
　第２の遠隔端末４０及び位置に基づくアプリケーションサーバー２８は、種々のインタ
ーネットベースのアプリケーションで一般に使用される標準的なウェブ型のプロトコルを
使用して互いに通信するのが好ましい。本発明のこの実施形態では、ユーザは、好ましく
はコンピュータワークステーションである第２の遠隔端末４０を経て加入者ポータルウェ
ブサーバー４４にアクセスする。位置に基づくサービスシステム１０への加入者として、
第２の遠隔端末４０には、所定の地理的インジケータが指定される。地理的インジケータ
は、位置に基づくアプリケーションサーバー２８により使用されて、第２の遠隔端末４０
の地理的位置に基づきサービス及び企業コンテンツを第２の遠隔端末４０にターゲットと
したものにする。
【００７０】
　第２の遠隔端末４０のユーザは、地理的インジケータを所望の地理的位置にセットする
オプションが与えられ、この位置は、第２の遠隔端末４０の厳密な地理的位置であっても
なくてもよい。例えば、ユーザが別の都市へ移動し、その特定の都市において位置に基づ
くサービスにアクセスしたい場合には、第２の遠隔端末４０がその特定の都市を指定でき
るようにするオプションを与えることができる。
【００７１】
　本発明のこの好ましい実施形態では、第２の遠隔端末４０は、マルチメディア能力を含
むと共にマイクロホン及び音声カードを備えたコンピュータワークステーションであるの
が好ましい。当業者に明らかなように、これは、第２の遠隔端末４０がスピーカシステム
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により音声を生成しそしてマイクロホンにより音声信号を受信できるようにする。図１に
は特に示されていないが、これは、加入者ポータルウェブサーバー４４を音声認識サーバ
ー２４に接続して、第２の遠隔端末４０から送信された音声信号を、無線遠隔端末１２か
ら受信された音声信号を処理するのに使用された方法と同様に処理できるようにする。
【００７２】
　図１を参照すれば、企業遠隔端末４６がネットワーク接続４８に接続され、これは、広
告主ポータルウェブサーバー５０に接続される。ネットワーク接続４８は、プライベート
ネットワーク接続又はインターネット接続である。広告主ポータルウェブサーバー５０は
、種々の企業（即ち、コンテンツプロバイダー）が、位置に基づくサービスシステム１０
を経て種々の商品及びサービスをプロモート及び販売するように構成されたキャンペーン
を追加、修正及び／又は削除できるようにする。例えば、特定の企業エンティティが特定
の商品又はサービスに対するプロモーションの実行を希望する場合に、広告主ポータルウ
ェブサーバー５０は、企業エンティティが、目玉商品に関する各アイテム又はサービスを
含むように各一覧を変更できるようにする。
【００７３】
　図１に更に示したように、好ましい構成の位置に基づくサービスシステム１０は、好ま
しくは４つの論理データグループ５２にグループ分けされたデータに影響を与えることも
できる。これらの論理的データグループは、プロフィールデータファイル５４と、企業デ
ータファイル５６と、追加データファイル５８と、使用データファイル６０とを備えてい
る。データファイル５４－６０は、位置に基づくサービスシステム１０により使用される
種々のアイテム及びサービスに関する詳細な情報を含み、これについては、以下に詳細に
述べる。データファイル５４－６０は、位置に基づくアプリケーションサーバー２８に配
置できるが、個別のサーバーに維持されるのが好ましい。
【００７４】
　プロフィールデータファイル５４は、位置に基づくサービスシステム１０の各消費者に
関する当該情報を含む論理的エンティティのグループを含む。これらの論理的エンティテ
ィは、次のアイテムを含むが、それらに特に限定されるものではない。消費者の名前；消
費者の電話番号；消費者の識別；消費者のパスワード；消費者のホームアドレス；消費者
のホーム電話番号；消費者のｅ－メールアドレス；消費者の無線呼び出し番号；消費者の
サービス契約（１つ以上のサービスに加入する消費者選択レベルの詳細）；消費者プライ
バシーの優先順位（データ形式、要求者、サービス等に基づいて消費者のプライベートデ
ータを他のものと共有する意志を表わす情報の詳細）；消費者のサービス優先順位（消費
者が利用するいずれかのサービスに関連した特定の保存された情報の詳細、例えば、名前
の付けられた位置（例えば、消費者の勤務位置のアドレス又は消費者の友人のアドレス）
、名前の付けられた関心事又は趣味に関する優先順位、ニュース記事の関心事、スポーツ
、音楽、好みのブランド又はチェーン、銀行情報及び他の人口統計学的情報（例えば、Ｎ
ＢＡバスケットボール、ジャズ音楽、イタリアンフード、好みの衣料品ブランド又はチェ
ーン、銀行情報等））、及びサービス及び／又はサービス／コンテンツプロバイダーによ
りリストされた好ましい非同期通信方法（ｅ－メール又は無線呼び出し）。
【００７５】
　企業データファイル５６は、位置に基づくサービスシステム１０内にリストされた企業
に関する全ての当該情報を含む論理的エンティティのグループで構成され、これは、次の
ものを含むが、これらに限定されない。企業の名前；企業の電話番号；企業のテキスト契
約；企業の音声契約；企業の映像契約；企業及び／又は商品のイメージ；企業の識別；企
業のパスワード；企業のカテゴリー（１つ又は複数）；広告参加レベル；広告キャンペー
ン情報、例えば、ターゲットとする市場を定義するパラメータ；キャンペーン識別コード
；広告コンテンツ及び特別扱い／割引；保存されたデータマイニング／報告パラメータ；
販売ブランド；サービスブランド；販売商品形式；サービス商品形式；販売商品モデル；
サービス商品モデル；商品モデル価格；並びにサービス価格及び在庫リスト（ブランド、
商品形式及び商品モデルによる）。
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【００７６】
　追加データファイル５８は、位置に基づくサービスシステム１０により影響を与えるこ
とのできる追加コンテンツを一般的に備えた論理的エンティティのグループを含み、これ
は、おそらく、次のものを含むが、これらに限定されない。企業のランク付け（外部の評
価サービスによる）；天気状態；運転方向；マップ；トラフィック。特に示されていない
が、残りの電話番号及びアドレス一覧は、位置に基づくアプリケーションサーバー２８に
接続された住居一覧サーバーを経てローカル電話会社により与えられる。
【００７７】
　使用データファイル６０は、遠隔端末１２、４０からの消費者トランザクションに関す
る全ての記録情報を一般的に備えた論理的エンティティのグループを含み、これは、おそ
らく、次のものを含むが、それらに限定されない。消費者の識別（又は消費者の識別の独
特のハッシュ）；日付；時間；利用サービス；要求形式；探索基準；一致したデータ；行
われた購入；及び行われたアクション。当業者であれば、多数の他の形式の使用データを
、使用データファイル６０に記憶できることが明らかであろう。
【００７８】
　上記で一般的に述べたように、位置に基づくサービスシステム１０のユーザには、多数
のアクセス方法（音声、無線アプリケーションプロトコル又はウェブアプリケーションプ
ロトコル）を使用して特定の購入又はサービス要求を満足する企業を遠隔端末１２、４０
により探索する能力が与えられる。位置に基づくアプリケーションサーバー２８は、種々
の構造化された要求を取り扱うようにプログラムされ、そして位置に基づくアプリケーシ
ョンサーバー２８により構造化された要求が受信されたのと同じフォーマット（即ち、音
声、無線アプリケーションプロトコル又はウェブアプリケーションプロトコル）で種々の
構造化された応答を生成することができる。
【００７９】
　位置に基づくサービスシステム１０により提供される企業サービスに使用することので
きる構造化された要求パラメータの幾つかは、次の１つ以上を含む（必ずしもそれらに限
定されないが）。商品形式；サービス形式；企業の名前；企業のカテゴリー；商品の名前
（又はモデル名）；商品のブランド；価格レベル；企業又はサービスのランク付け（即ち
ランク付けサービスによるＡＡＡ等の外部評価）；特殊な取引が提供されるかどうか；位
置（自動位置（例えば、至近のＡＴＭを探索する）、規定の位置又は消費者指定の位置）
；オペレーションの時間；サービスの利用性（例えば、レストランで指定の時間における
空いたテーブルの利用性）；及びカテゴリーに対する好みの範囲内で指定された会社（即
ち、好きなコーヒーハウスフランチャイズの名前）。当業者であれば、種々の構造化され
た要求パラメータを本発明に使用できることが明らかであろう。
【００８０】
　任意であるが、消費者は、コンテンツ及び広告サービスを「オプトイン」ないし「プッ
シュ」する能力を有する。プッシュサービスは、消費者による要求の後にのみ提供される
サービスではなく、遠隔端末１２、４０を経て消費者に先を見越してコンテンツを配送す
るサービスとして定義される。上述したように、遠隔端末１２を使用する消費者の好みは
、プロフィールデータファイル５４に記憶される。従って、例えば、ゴルフの好きな消費
者は、ゴルフクラブ又は特定ブランドのゴルフボールのようなアイテムが特別な商談に関
連して、ゴルフ用具店の近くを移動するときに商談の提案を「プッシュ」することができ
る。
【００８１】
　又、上記で簡単に述べたように、位置に基づくサービスシステム１０は、広告主ポータ
ルウェブサーバー５０を使用することにより各コンテンツを管理しそして使用データをマ
イニングする能力を企業に与える。広告主ポータルウェブサーバー５０は、次のウェブ型
アプリケーションを含むのが好ましい。即ち、キャンペーンマネージメントアプリケーシ
ョン、企業プロフィールマネージメントアプリケーション、マイニング／報告及び予想モ
デリングアプリケーションである。これらアプリケーションの各々及びそれらの各機能的
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特徴を以下に詳細に説明する。
【００８２】
　キャンペーンマネージメントアプリケーションは、企業が広告キャンペーン及び編集／
削除広告キャンペーンを生成できるようにする多数のアプリケーションを含む。この生成
キャンペーン能力は、広告主が、位置に基づく広告キャンペーンを生成できるようにする
。この能力の一部分として、企業は、広告のターゲットとなる市場区分を定義する。次い
で、広告主は、そのターゲット市場に配送される広告コンテンツと、配送のメカニズム（
即ち各消費者の遠隔端末１２、４０へプッシュされるか、又は当該改善型ディレクトリー
アシスタンス要求／探索を行うときだけ消費者に提示されるかについて）を定義する。編
集／削除キャンペーン能力は、既に生成されて位置に基づくアプリケーションサーバー２
８において実行されている既存のキャンペーンを企業が変更又は削除できるようにする。
【００８３】
　企業プロフィールマネージメントアプリケーションは、営業一覧生成能力及び営業一覧
編集能力を含む。営業一覧生成能力は、企業が各組の企業データを定義できるようにする
（企業データ内のコンテンツのリストについては上記を参照）。営業一覧編集能力は、企
業がそれらの営業一覧を変更又は削除できるようにする。当業者であれば、企業プロフィ
ールマネージメントアプリケーションにより多数の他のオプションも使用可能であること
が明らかであろう。
【００８４】
　マイニング／報告能力は、企業が、使用データファイル６０に記憶されたデータにイン
ターフェイスできるようにする。広告有効性インターフェイスは、使用データファイル６
０及び企業データファイル５６を使用して、位置に基づく広告キャンペーンの有効性に関
する分析を生成する。この分析は、「アトランタのダウンタウンエリアで何人の人がキャ
ンペーンを受信したか(How many people received my campaign in the downtown area o
f Atlanta)」という質問に向けられる。企業に与えられる情報は、キャンペーンマネージ
メントツールにより、位置に基づくサービスシステム１０に生成されたキャンペーンの結
果を定量化する洞察力を与える。
【００８５】
　予想モデリング能力は、潜在的な消費者がおそらく商談の提案、一覧及び取引に応答す
るという予見を与える。消費者が受け取るフィードバックの形式は、例えば、次のものを
含む（これに限定されないが）。キャンペーンにおそらく応答する顧客を顧客区分で識別
すること；キャンペーン又は一覧をおそらく要求する顧客を顧客区分で識別すること；及
び需要をピーク時刻又は日で識別すること。
【００８６】
　上記で簡単に述べたように、位置に基づくサービスシステム１０は、遠隔端末１２、４
０を使用する消費者に、音声、無線アプリケーションプロトコル（ＷＡＰ及びｃＨＴＭＬ
のような）及びウェブプロトコル（Ｊａｖａ（Ｒ）及びＨＴＭＬのような）等の多数のア
クセス方法により指定の地理的エリアにおいて商品及びサービスへのアクセスを与える。
本発明は、納入及びメンテナンスを含む位置に基づくサービスシステム１０の全ライフサ
イクルを包含するもので、これは、コンテンツマネージメント、消費者マネージメント、
コンテンツ配送、広告マネージメント、広告報告、広告配送、使用量の追跡、使用量のマ
イニング及び報告、勘定及び清算を含む。
【００８７】
　好ましい構成の位置に基づくサービスシステム１０は、遠隔端末１２、４０を経て消費
者に位置に基づくサービスを提供することができ、そして各企業遠隔端末４６の使用によ
り種々のコンテンツプロバイダーによって管理される。位置に基づくサービスシステム１
０により提供されるサービスは、音声認識能力、無線アプリケーションプロトコル能力及
び／又はウェブアプリケーション能力を介して提供される改善型ディレクトリーアシスタ
ンスサービス及び改善型企業サービスを含むのが好ましい。
【００８８】
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　改善型ディレクトリーアシスタンスサービス又は企業サービスにアクセスするために、
遠隔端末１２のユーザは、遠隔端末１２のキーパッドにおいて（例えば、４１１を押すこ
とにより）、又は遠隔端末１２の特に指定されたキーを押すことにより、所定のキーシー
ケンスを入力するのが好ましい。遠隔端末がベース局１６にまだ接続されていない場合に
は、改善型ディレクトリーアシスタンスサービス又は企業サービスが選択されたときに、
遠隔端末１２は、無線通信ターミナル１４のベース局１６との接続を確立し、これは、位
置に基づくサービスシステム１０へのゲートウェイとして働く。
【００８９】
　別の実施形態では、各サービスの１つを選択するために、音声コマンドを使用するオプ
ションが遠隔端末１２のユーザに与えられるが、上述したように、遠隔端末１２のキーパ
ッド入力を使用して、希望のサービスを選択することもできる。当業者であれば、改善型
ディレクトリーアシスタンスサービス及び企業サービスは、必ずしも同じアクセス方法に
より提供される必要はなく、そして情報要求を含む音声信号をユーザが入力する適当な時
間になるまでキーパッドベースのメニューシステムを使用できることが明らかであろう。
【００９０】
　例えば、改善型ディレクトリーアシスタンスサービスが遠隔端末１２のユーザにより選
択された場合には、ベース局１６、位置に基づくアプリケーションサーバー２８又は遠隔
端末１２のいずれかが、遠隔端末１２に可聴式に生成される探索パラメータ要求を生成す
るようにプログラムできる。ここに述べる実施形態では、探索パラメータ要求は、探して
いる個人のファーストネーム（名）及びラストネーム（姓）をユーザが述べるように促す
音声信号の形態で送信される。更に、探索パラメータ要求は、個人が位置する地理的エリ
アもユーザが述べるように促すオプションを含むこともできる。上記説明から明らかなよ
うに、位置に基づくサービスシステム１０は、音声認識アプリケーションを含むので、当
業者であれば、探索パラメータ要求を入力する全プロセスは、遠隔端末１２に生成される
音声信号により行われることが明らかであろう。
【００９１】
　遠隔端末１２に生成された探索パラメータ要求に応答して、ユーザは、遠隔端末に音声
応答を与え、これがベース局１６に送信されるのが好ましい。この音声応答は、情報を検
索するためにユーザが探している特定個人のファーストネーム応答及びラストネーム応答
（並びにおそらく非ローカル一覧に対する詳細な地理的情報応答）を含むのが好ましい。
又、探索パラメータ要求に対する音声応答は、各遠隔端末１２に関連した独特の遠隔端末
識別子も含むのが好ましいが、これは、遠隔端末１２からベース局１６へ送信される。ベ
ース局１６は、音声応答をＰＳＴＮ１８へ送信し、次いで、ＰＳＴＮは、その音声応答を
、遠隔端末の識別子と共に、ＰＢＸ２２へルーティングする。
【００９２】
　ＰＢＸ２２は、音声応答及び遠隔端末識別子を、サーバー２４、２６に配置された音声
認識アプリケーション及び自然言語処理アプリケーションへ入力として送信し、これらア
プリケーションは、次いで、音声応答及び遠隔端末識別子を構造化住居一覧要求へと各々
変換し、これは、位置に基づくアプリケーションサーバー２８へ送信される。上記で詳細
に述べたように、音声認識アプリケーションは、音声応答に含まれた特定ワードの認識の
決定を行うために音声応答を分析する。又、この構造化された住居一覧要求にはユーザに
より与えられる詳細な地理的情報も加えられ、これは、位置に基づくアプリケーションサ
ーバー２８へ送信される。
【００９３】
　図２に示すように、構造化された住居一覧要求は、位置に基づくアプリケーションサー
バー２８に配置された住居ファインダーアプリケーション６２への入力として使用される
。オペレーション中に、この住居ファインダーアプリケーション６２は、構造化された住
居一覧要求を解釈し、そして少なくとも１つのデータアクセスルーチン６４を使用して、
構造化住居一覧要求により要求された特定情報を各データベースファイル５４－５８から
探索及び検索する。当業者であれば、位置に基づくアプリケーションサーバー２８には多
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数のデータベースサーバーが接続され、これらは、以下に詳細に述べるように、種々の形
式のフォーマットで位置に基づくサービスシステム１０によってユーザに供給される種々
の形式の情報及びコンテンツを記憶するのに使用されることが明らかであろう。
【００９４】
　本発明の好ましい実施形態では、住居ファインダーアプリケーション６２は、構造化さ
れた住居一覧要求を遠隔端末１２の地理的インジケータに一致させる。地理的情報が構造
化された応答に含まれない場合には、住居ファインダーアプリケーション６２は、プロフ
ィールデータファイル５４及び追加データファイル５８の探索を、遠隔端末１２の地理的
位置に基づく所定エリア内をターゲットとしてデータアクセスルーチン６４で行う。地理
的情報が音声応答に含まれた場合には、住居ファインダーアプリケーション６２は、ユー
ザにより指定された地理的エリア内で探索を行う。上述したように、本発明の好ましい実
施形態では、住居一覧データベースファイルが、一例として、追加データファイル５８の
もとに記憶されるが、本発明をそれに限定するものと解釈すべきではない。
【００９５】
　又、住居ファインダーアプリケーション６２は、プロフィールデータファイル５４も探
索し、構造化された住居要求に含まれた個人の認識が、位置に基づくサービスシステム１
０の加入者として識別される場合に、遠隔端末１２の電話番号及び／又はｅ－メールアド
レスも応答に追加されて、この応答が、希望の情報を要求しているユーザに供給されるの
が好ましい。探索された個人が、位置に基づくサービスシステム１０の加入者であるとさ
れる場合には、本発明の他の実施形態は、加入者が個人的応答を生成するのを許し、この
個人的応答は、データベースファイルに記憶され、そしてそれを識別する住居一覧要求に
応答して供給される。
【００９６】
　構造化された住居一覧要求を受信するのに加えて、住居ファインダーアプリケーション
６２は、遠隔端末１２に関連した遠隔端末識別子及び地理的インジケータを得る。これは
、システムが遠隔端末１２の地理的位置へデフォールトして、上述したように、探索を実
行するのを許す。例えば、遠隔端末１２がジョージア州アトランタに位置する場合には、
住居ファインダーアプリケーション６２は、地理的インジケータからこれを知り、アトラ
ンタエリアの一覧のみを探索する。
【００９７】
　ここに示す例では、音声信号に名前のあった個人の少なくとも１つの電話番号及び／又
はアドレスを含むのが好ましい構造化住居一覧要求に応答して住居ファインダーアプリケ
ーション６２により適当なデータが探索されると、住居ファインダーアプリケーション６
２は、構造化された住居応答を生成するように動作し、これは、音声合成サーバー３３へ
送信される。上記で詳細に述べたように、音声合成サーバー３３は、構造化住居応答を、
音声合成サーバー３３に位置する音声合成アプリケーションで音声応答信号に変換するよ
うにプログラムされる。
【００９８】
　上記で簡単に述べたように、音声合成サーバー３３により生成された音声応答は、ユー
ザが住居一覧を要求したところの特定個人の名前、アドレス、住居電話番号、移動電話番
号及び／又はｅ－メールアドレスを含むことができる。構造化された住居応答が２つ以上
の住居一覧を含む場合には、住居一覧ファインダーアプリケーション６２は、予め決定さ
れた編成の一覧構成で多数の一覧結果を与える構造化された住居応答を生成するようにプ
ログラムされるのが好ましい。
【００９９】
　予め決定された編成の一覧構成は、遠隔端末１２のユーザが、キーパッド入力の使用に
よるか、又はユーザが遠隔端末１２に向って話した音声信号により、音声応答に与えられ
た一覧と相互作用できるように、設定されるのが好ましい。情報は、住居ファインダーア
プリケーション６２により識別された特定の人々のアドレスに基づいて編成されて遠隔端
末１２のユーザへ提示されるのが好ましいが、当業者であれば、結果を提示しそして編成
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する（即ち地理的な順序で結果をランク付けする）別の方法も、本発明の種々の実施形態
に使用できることが明らかであろう。
【０１００】
　情報が要求されたところの個人が、リストされていないか又は居ないと指示される場合
には、位置に基づくアプリケーションサーバー２８は、要求された情報がリストされてい
ないか又は入手できないことを示すメッセージを含む構造化された住居応答を生成するよ
うにプログラムされるのが好ましい。従って、本発明のこの実施形態では、位置に基づく
アプリケーションサーバー２８は、その構造化された住居応答を音声合成サーバー３３へ
送信し、該サーバーは、住居一覧を要求したユーザに、その要求された住居一覧がリスト
されていないか又は入手できないことを通知する音声信号を生成し、これは、遠隔端末１
２へ送信される。
【０１０１】
　上記で簡単に述べたように、位置に基づくサービスシステム１０の別の好ましい実施形
態は、遠隔端末１２に企業サービスを提供することができ、これらサービスは、遠隔端末
１２の地理的位置に基づいて遠隔端末１２に提供される。遠隔端末１２のユーザが、改善
型ディレクトリーアシスタンスサービスオプションではなくて、企業サービスオプション
を選択した場合には、位置に基づくサービスシステム１０を経て種々の情報サービスをユ
ーザに提供することができる。オペレーション中に、住居一覧サービスが遠隔端末１２に
提供されたのと同様のアクセス方法により、企業サービスが遠隔端末１２に提供される。
ローカル企業のアドレス及び電話番号を得ることができるのに加えて、種々の他の形式の
企業情報を、位置に基づくサービスシステム１０により遠隔端末１２へ送信することがで
きる。
【０１０２】
　上記で一般的に述べそして以下で詳細に述べるように、位置に基づくサービスシステム
１０の企業サービスによって処理することのできる好ましく構造化された企業要求パラメ
ータのあるものは、次のパラメータの１つ以上を含む（必ずしもこれらに限定されないが
）。企業の名前；企業のカテゴリー；商品の名前（又はモデル名）；商品のブランド；価
格レベル；企業又はサービスのランク付け（例えば、ランク付けサービスによるＡＡＡの
ような外部評価）；特殊な取引又は商談が提供されるかどうか；規定のサービスの自動位
置（例えば、至近のＡＴＭを探索する）；オペレーションの時間；サービスの利用性（例
えば、レストランで指定の時間における空いたテーブルの利用性）；及び／又はユーザが
定義した好みのカテゴリー内で指定された企業情報（例えば、好きなコーヒーハウスフラ
ンチャイズの名前、好きな衣料品ブランド、好きなレストラン）。
【０１０３】
　本発明のこの好ましい実施形態では、遠隔端末１２のユーザは、位置に基づくサービス
システム１０により提供される企業サービスへのアクセス権を得ると、各々の企業要求に
ついて述べるように、ユーザに要求する音声信号により促される。企業要求について促さ
れるのに応答して、ユーザは、所定の形式の企業コンテンツに対する所定の要求を含む音
声の応答を発し、これは、遠隔端末１２によって受け取られる。音声応答の厳密な性質及
びコンテンツは、遠隔端末１２のユーザにより要求される企業／サービス情報の特定形式
に基づいて変化する。上述しそして以下でも述べるように、本発明の好ましい実施形態は
、音声応答に含まれたワードの意味及びコンテクストを解釈するのに使用される自然言語
処理アプリケーションを含み、従って、遠隔端末１２のユーザは、毎日の会話に通常使用
される言い方を使用して話された要求を用いて要求を発することが許される。
【０１０４】
　例えば、遠隔端末１２の各ユーザは、好きなローカルファーストフードレストランの位
置を決定することに関連して企業情報を得たいことがある。従って、遠隔端末１２により
受信されるユーザの音声応答は、次のステートメントの方針に沿って何らかの句で表わす
ことのできる企業情報要求を含む音声信号を有する：「私の現在位置に近いバーガーキン
グレストランのアドレスは?(What is the address of a Burger King restaurant that i
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s close to my present location?)」。上述したように、本発明のこの好ましい実施形態
は、自然言語処理アプリケーションを使用してこの要求を解釈して構造化された応答を生
成することができる。
【０１０５】
　住居サービスの場合と同様に、本発明のこの実施形態では、遠隔端末１２のユーザによ
り与えられた音声応答は、遠隔端末１２から無線通信システム１４のベース局１６へ送信
され、該ベース局は、次いで、音声応答をＰＳＴＮ１８へ送信するように動作し、該ＰＳ
ＴＮは、その音声応答をＰＢＸ２２へ送信する。次いで、音声応答は、ＰＢＸ２２から音
声認識サーバー２４へ送信され、そこで、音声認識アプリケーションにより処理されて、
認識を決定するか、又は企業情報要求を含むユーザからの音声応答に含まれた各ワードを
認識する。図示されていないが、本発明の別の実施形態では、ベース局１６が音声認識サ
ーバー２４に直結され、従って、ベース局１６は、音声応答を音声認識サーバー２４に直
接送信することができる。
【０１０６】
　音声応答に含まれたワードが音声認識アプリケーションを使用して認識された後に、音
声認識アプリケーションにより各出力が生成され、これは、自然言語処理アプリケーショ
ンへの入力として使用される。上記で詳細に述べたように、自然言語処理アプリケーショ
ンは、遠隔端末１２により受信された音声応答に含まれたワードの意味及びコンテクスト
を決定する。図２をもう一度参照すれば、音声応答に含まれた認識されたワードの意味及
びコンテクストが決定されると、自然言語アプリケーションは、構造化された企業要求を
生成するようにプログラムされ、この要求は、位置に基づくアプリケーションサーバー２
８へ送信される。位置に基づくアプリケーションサーバー２８は、要求された情報を検索
することにより構造化企業要求を処理するように動作できる少なくとも１つの企業／サー
ビスファインダーアプリケーション６２を備えている。
【０１０７】
　上記で詳細に述べたように、遠隔端末１２は、音声応答と共に遠隔端末識別子も送信し
、これは、最終的に生成されて位置に基づくアプリケーションサーバー２８へ送信される
構造化された企業要求とあるやり方で一体化されるのが好ましい。更に、本発明のこの好
ましい実施形態及び他の実施形態では、各遠隔端末１２に関連付けされて構造化された企
業要求を形成する地理的インジケータ及び遠隔端末識別子も得られるか、又は位置に基づ
くアプリケーションサーバー２８によって既に得られている。図２に示すように、地理的
インジケータ及び構造化された企業要求は、企業／サービスファインダーアプリケーショ
ン６２によって使用されて、その構造化企業要求に応答して構造化企業応答を生成する。
【０１０８】
　ここに示す例では、好ましい企業／サービスファインダーアプリケーション６２は、遠
隔端末１２の地理的インジケータを使用して、どの特定のバーガーキング位置が遠隔端末
１２に最も近いか決定する。企業／サービスファインダーアプリケーション６２内のマッ
ピングルーチンは、遠隔端末１２の地理的位置を、構造化された企業要求により検索され
たバーガーキングレストランの各地理的位置と比較し、そしてどの位置が遠隔端末１２の
最も近いかの決定を行い、これは、各位置から遠隔端末１２までの距離に基づいて行うこ
とができる。図２に示すように、これは、好ましくは、営業一覧、アドレス、商品及び／
又は提供されるサービスのデータベースを含む企業データファイル５６から適当な情報を
アクセスするデータアクセスルーチン６４によって行われる。
【０１０９】
　適切な情報が探索された後に、位置に基づくアプリケーションサーバー２８は、構造化
された企業応答を生成するようにプログラムされ、この応答は、音声合成サーバー３３へ
送信される。音声合成サーバー３３は、その構造化された企業応答を音声信号に変換し、
これが遠隔端末１２へ送信される。この例では、構造化された企業応答は、遠隔端末１２
に最も近いバーガーキングのアドレスを含み、これは、位置に基づくアプリケーションサ
ーバー２８により遠隔端末１２の地理的位置に基づいて決定されたものである。
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【０１１０】
　本発明のこの実施形態の更に別の例では、企業サービスのユーザは、特定の商品を販売
するか又は特定のサービスを提供する小売店に関する情報を要求する。例えば、ユーザは
、「誰が商品／サービスを販売又は提供するか？（希望の特定商品／サービスを述べる）
」という。音声認識アプリケーション及び自然言語処理アプリケーションがその要求を解
釈して構造化された企業要求へ変換した後に、企業／サービスファインダーアプリケーシ
ョン６２は、遠隔端末１２の地理的インジケータを使用して、構造化された企業要求を、
遠隔端末１２が位置する規定の地理的エリア内に含まれた企業情報を検索するように狭め
る。２つ以上の企業がアイテムを販売しているか又は要求されたサービスを提供している
場合には、企業／サービスファインダーアプリケーション６２は、希望の基準を満足する
各企業の一覧を含む構造化された企業応答を生成するようにプログラムされ、この応答は
音声合成サーバー３３へ送信される。
【０１１１】
　本発明の更に別の好ましい実施形態では、ユーザは、無線アプリケーションプロトコル
を使用することにより位置に基づくサービスシステム１０にアクセスし、構造化された要
求を生成して、位置に基づくアプリケーションサーバー２８へ送信することができる。遠
隔端末１２のユーザは、キーパッド又は他の同等の入力手段を使用して、遠隔端末１２の
ディスプレイに生成された選択メニューから位置に基づくサービスシステム１０へアクセ
スする。本発明のこの好ましい実施形態では、ユーザが位置に基づくサービスシステム１
０へのアクセスを得るように選択すると、遠隔端末１２は、位置に基づくサービスシステ
ム１０により提供される企業サービス及び住居一覧サービスへのリンクを含む選択メニュ
ーを表示するようにプログラムされるのが好ましい。種々の形式のサービスに対する種々
の規定のリンク及びメニュー選択も表示することができ、これは、遠隔端末１２のユーザ
により指定されてもされなくてもよいことが当業者に明らかであろう。
【０１１２】
　住居一覧サービスが遠隔端末１２において選択された場合には、ユーザは、遠隔端末１
２により、情報を得ようと希望するところの個人のファーストネーム及びラストネームを
入力するように促される。デフォールトにより、遠隔端末１２は、遠隔端末１２の至近の
地理的位置に含まれた一覧を探索するようにプログラムされるのが好ましい。例えば、遠
隔端末１２がアトランタの都市エリアに位置する場合には、アトランタの住居一覧データ
ベースを使用して探索を行うようにプリセットされる。本発明の別の実施形態では、遠隔
端末１２のディスプレイに追加入力エリアが設けられ、これにより、ユーザは、探索すべ
き特定の地理的位置（即ち都市及び州入力位置）を指定することができる。明らかなよう
に、これは、ユーザが、ユーザの好みで探索する位置を変更することができ、ユーザにと
って更なる利益が与えられる。
【０１１３】
　遠隔端末１２がディスプレイ上に生成するようにプログラムされた付加的なアイテムは
、遠隔端末１２が、ユーザにより入力されたパラメータを含む探索要求を、無線通信シス
テム１４のベース局１６へ送信するために指定されたアイコン又は選択エリアである。上
述したように、好ましくは、探索要求は、無線アプリケーションプロトコルを使用してベ
ース局１６へ送信され、このプロトコルは、本発明の説明上、種々の無線通信システム１
４により使用される広範囲な規格を含むものと広く解釈されたい。又、遠隔端末１２は、
探索要求と共に、遠隔端末の識別子も送信し、これは、上述したように、識別の目的で遠
隔端末１２に指定される。ベース局１６により受信されると、探索要求は、ＷＡＰゲート
３４へ向けられ、該ゲートウェイは、次いで、位置に基づくサービスシステム１０にアク
セスするユーザにより受信された全ての探索要求をＷＡＰサーバー３８へ送信するように
プログラムされるのが好ましい。
【０１１４】
　ＷＡＰサーバー３８は、探索要求を解釈して、構造化された住居要求を生成するように
プログラムされ、この要求は、位置に基づくアプリケーションサーバー２８へ送信される
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。識別の目的で、遠隔端末の識別子も、構造化された住居要求と共に位置に基づくアプリ
ケーションサーバー２８へ送信される。本発明の他の実施形態と同様に、位置に基づくア
プリケーションサーバー２８は、住居ファインダーアプリケーション６２により、多数の
データアクセスルーチン６４の１つを使用して、要求された情報を各データベースファイ
ル５４－５８から得るようにプログラムされる。次いで、構造化された応答がＷＡＰサー
バー３８へ送信され、該サーバーは、次いで、構造化された応答をＷＡＰゲートウェイ３
４へ、そして最終的に遠隔端末１２へ送信する。
【０１１５】
　企業サービスオプションが選択された場合には、遠隔端末１２は、ユーザが遠隔端末１
２に入力するところの探索要求に対してユーザを促す。次いで、探索要求は、ディレクト
リーアシスタンスサービスについて説明したのと同様に、位置に基づくアプリケーション
サーバー２８へ送信され、そこで、企業／サービスファインダーアプリケーション６２に
よって処理される。この企業／サービスファインダーアプリケーション６２は、データア
クセスルーチン６４を使用して、希望の情報を検索すると共に、遠隔端末１２の地理的位
置に基づいて構造化された応答を生成する。
【０１１６】
　例えば、遠隔端末１２がジョージア州アトランタの北部に位置する場合には、位置に基
づくアプリケーションサーバー２８は、第２の遠隔端末１２から地理的インジケータを受
け取ることによりこのことが通知され、そしてその特定の地理的位置をターゲットとする
情報を含む構造化された応答を、構造化された要求に対して生成するように動作する。例
えば、遠隔端末１２のユーザが「特別料理を出している中華レストラン」に関する情報の
探索要求を入力すると、アトランタの遥か南側のような無関係な地理的位置に所在する中
華レストランではなく、アトランタの北部の中華レストランに関する情報を与える構造化
された応答が企業／サービスファインターアプリケーション６２によって生成される。
【０１１７】
　上述したように、位置に基づくサービスシステム１０の更に別の好ましい実施形態では
、第２遠隔端末４０のユーザが加入者ウェブポータルサーバー４４に接続される。この第
２遠隔端末４０及び加入者ウェブポータルサーバー４４は、標準的なウェブ型プロトコル
（例えばＨＴＭＬ）を使用して互いに通信するように構成される。加入者ウェブポータル
サーバー４４は、位置に基づくアプリケーションサーバー２８に接続され、従って、本発
明の好ましい実施形態で与えられる企業サービス及び改善型ディレクトリーアシスタンス
サービスへのアクセスが第２遠隔端末４０に与えられる。
【０１１８】
　第２リモートサーバー４０は、加入者ウェブポータルサーバー４４に音声又はキーパッ
ド入力データを与えることができる。上述したように、音声信号については、各音声応答
が音声認識サーバー２４へ処理のために送信され、そしてキーバッド入力データの場合に
は、加入者ウェブポータルサーバー４４は、上述したのと同様に、第２遠隔端末４０から
受信したユーザ要求に応答して、構造化された要求を生成するように動作できる。好まし
い構成の位置に基づくサービスシステム１０は、家や仕事場で通常使用される標準的な計
算装置の使用をサポートすることにより、加入者が非無線環境でも本発明により提供され
るサービスの利点を取り入れることができるようにする。
【０１１９】
　従って、例えば、第２遠隔端末４０のユーザは、ジョージア州アトランタに所在し、そ
してその各地理的位置の付近でＰｏｌｏ商品のローカル取引及びこの特定ブランドを扱う
店を見つけようとする。キーパッド入力探索の場合には、ユーザは、第２遠隔端末４０に
生成されるウェブページから探索要求するように促され、そこで、この例では、「ＰＯＬ
Ｏ商品」という語の形態である希望の探索パラメータを入力する。
【０１２０】
　探索要求が入力されそしてユーザがその要求を送信する準備ができた後に、アイコン又
は他の形式の選択インジケータが、第２遠隔端末４０に表示されるウェブページに生成さ
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れ、ユーザが要求を送信できるようにするのが好ましい。これが選択されると、探索要求
、第２遠隔端末の識別子、及び地理的インジケータが加入者ウェブポータルサーバー４４
へ送信される。次いで、加入者ウェブポータルサーバー４４は、その探索要求を構造化さ
れた探索要求に変換し、これは、位置に基づくアプリケーションサーバー２８へ送信され
、該サーバーは、本発明の他の実施形態と同様に構造化された要求を処理する。
【０１２１】
　音声信号入力が使用される場合には、ユーザは、無線遠隔端末１２に関して上述した例
とほぼ同様に、各要求を述べるように促される。従って、ここに示す例の場合には、ユー
ザは、企業サービス要求について促された後に「ＰＯＬＯ商品」という。この音声応答は
、音声認識サーバー２４へ送信され、該サーバーは、上述したように、ここに述べた他の
実施形態と同様に音声応答を処理する。
【０１２２】
　従って、ここに示す例では、第２遠隔端末４０のユーザには、第２遠隔端末４０に比較
的近い地理的位置においてＰｏｌｏ商品を販売する企業に関連した情報を含む構造化され
た応答が位置に基づくアプリケーションサーバー２８から与えられる。実際に、本発明の
各実施形態では、ユーザには、オペレーション中に応答の生成を希望するところの所定の
地理的半径を選択するオプションも与えられる。例えば、各ユーザは、遠隔端末１２、４
０の１５マイル以内に位置する企業に関する情報を得ることだけを希望し、従って、企業
サービス要求に対する応答を遠隔端末１２、４０の半径１５マイル以内でのみ生成できる
ように、遠隔端末１２、４０に設けられた設定をセットする。
【０１２３】
　図１を再び参照すれば、無線キャリア７０も、無線キャリアサーバー７２を経てデータ
ファイル５４－６０に接続される。無線キャリアサーバー７２は、データファイル５４－
６０に含まれたデータを監視するように動作できるのが好ましい。従って、位置に基づく
サービスシステム１０のオペレーション中に、無線キャリアサーバー７２は、遠隔端末１
２、４０のユーザが位置に基づくサービスシステム１０にアクセスするときに加入者デー
タファイル７４を更新することができる。これは、無線キャリア７０が位置に基づくサー
ビスシステム１０の使用を追跡できるようにし、そして種々の料金を適宜にユーザに課す
ことができるようにする。
【０１２４】
　図１及び３を参照すれば、本発明の更に別の好ましい実施形態は、位置に基づくサービ
スシステム１０において改善型自然言語処理を行うための方法及びシステムを開示する。
本発明の一実施形態は、スピーチの部分及び意図された目的に基づいて編成された文法デ
ータベースを構築しそして影響を与えることにより自然言語処理を改善する。本発明のこ
の実施形態は、自然言語処理サーバー２６に配置された自然言語処理アプリケーションで
あって、メニュー駆動の実施において必要とされた顕著な設定及びメンテナンスを必要と
せずに、遠隔端末１２のユーザが多数の本来の方法で情報を要求するのを許す自然言語処
理アプリケーションを提供する。
【０１２５】
　図３に示すように、デジタルビデオディスク（ＤＶＤ）プレーヤに特売品又は割引があ
る場合に、口頭で要求するための多数の異なる方法が示されている。当業者であれば、図
３に示す要求は、一例に過ぎず、多数の他の形式の商品又はサービス要求が消費者により
なされることが明らかであろう。従って、図３に示されたＤＶＤプレーヤの特売品又は割
引についての種々の要求は、例示したに過ぎず、本発明を何ら限定するものではない。本
発明の好ましい実施形態は、商品又はサービスに対するいかなる形式の消費者要求も取り
扱うように構成される。
【０１２６】
　図３に示す第１音声要求１００は、「Do you have any specials on DVD players?（Ｄ
ＶＤプレーヤに特売品があるか?）」である。第２の音声要求１０２は、「Do you have a
ny discounts on DVD players?（ＤＶＤプレーヤに割引があるか?）」である。第３の音
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声要求１０４は、「Do you have any DVD players on sale?（ＤＶＤプレーヤを販売して
いるか?）」である。これら３つの要求１００－１０４は、若干異なるが、顧客が自然言
語を使用して、店内で又は電話により販売員にＤＶＤプレーヤの特売品、或いは他の形式
の商品又はサービスについて尋ねるところの種々の方法の幾つかを示す。以下に詳細に述
べるように、本発明は、消費者が情報を要求する種々の方法を取り扱うように構成された
自然言語処理アプリケーションであって、遠隔端末１２のユーザが、位置に基づくサービ
スシステム１０を使用しながら、商品又はサービスに関する情報を要求するときに自然言
語を使用できるようにする自然言語処理アプリケーションを開示する。
【０１２７】
　図３の要求１００－１０４の各々は、要求１００－１０４に関連した特定のワード構造
を有し、これは、スピーチの部分又は文法と称することができる。スピーチの部分とは、
文法分析の目的でセンテンスにおけるそれらの特定の機能に基づいて、ワードがいかに分
類されるかを指す。本発明の好ましい実施形態では、オペレーション中に、自然言語処理
サーバー２６に位置する自然言語処理アプリケーションは、各話された要求を、スピーチ
又は文法の８つの部分の１つに分割する。各口頭要求が好ましく分割されるところのスピ
ーチ又は文法の８つの部分は、名詞、形容詞、副詞、前置詞、接続詞、代名詞、動詞及び
感嘆詞を含む。ほとんどの言語は、スピーチ又は文法の上記８つの部分を使用し、従って
、ここに示す自然言語処理アプリケーションは、ほぼ全ての話し言葉に融通性をもって適
用される。本発明の説明上、これら文法の機能や、それらが自然言語処理アプリケーショ
ンによりいかに使用されるかは、注目に値する。
【０１２８】
　名詞は、物、場所、人、質又は動作を表わすために通常使用されるワードである。ある
センテンスにおいて、名詞は、動詞で表わされた動作の主語又は目的語、或いは前置詞の
目的語である。ある言語において、名詞及び動詞は、時々、同じ形態をとることができる
。ここに示す好ましい実施形態では、自然言語処理アプリケーションは、口頭の要求１０
０－１０４からの識別された名詞を使用して、遠隔端末１２のユーザが要求している物又
は物体を決定する。従って、図４を参照すれば、ここに示す例において、特売品、ＤＶＤ
、プレーヤ、割引及び販売という語は、自然言語処理アプリケーションにより要求１００
－１０４の名詞としてみなされる。オペレーション中に、好ましい構成の位置に基づくサ
ービスシステム１０は、これらの語を使用して、遠隔端末１２のユーザにより要求された
商品を探索する。
【０１２９】
　形容詞は、３つの形式の比較級の１つにおいて、名詞又は代名詞を修飾又は限定するス
ピーチの一部分である。形容詞が名詞又は代名詞を修飾又は限定することのできる３つの
形式の比較級は、原級（例えば、安い）、比較級（例えば、より安い）、又は最上級（例
えば、最も安い）である。自然言語処理アプリケーションは、一般に、口頭の要求１００
－１０４に含まれた形容詞を使用して、特定の商品又はサービスに対して行われる探索を
狭めるように働く構造化された要求を生成する。例えば、「最も安いＤＶＤプレーヤ」の
要求が受け取られた場合には、好ましい実施形態では、遠隔端末のユーザへ送られる構造
化された応答から高い価格又は最上級ＤＶＤプレーヤが除外される。
【０１３０】
　副詞は、動詞を修飾する（安く購入する）か、形容詞を修飾する（非常に安いＤＶＤプ
レーヤ）か、又は別の副詞を修飾する（非常に安く購入する）スピーチの一部分である。
副詞は、場所又は方向（どこ、どこから）、時間（まだ、直ちに）、程度（非常に、安価
に）、仕方（従って、及びｌｙで終わるワード、例えば、「locally」）、信頼又は疑問
（おそらく、ノー）を示してもよい。形容詞と同様に、副詞も比較級がある（適度に、最
も賢明に）。形容詞に関して上述したように、自然言語処理アプリケーションは、口頭の
要求１００－１０４で識別された副詞を使用して、構造化された要求を制限し又は狭め、
これは、生成後、応答生成アプリケーション６２へ送信される。
【０１３１】
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　前置詞は、名詞又は代名詞と組み合わされてフレーズを形成するワードである。ラテン
語やドイツ語のような言語では、前置詞は、目的格又は所有格に対して名詞又は代名詞の
形態を変える。接続詞は、センテンス、クローズ、フレーズ又はワード、そして時々は、
パラグラフを接続するワードである。等位接続詞（例えば、and、but、or、however）は
、独立したクローズ、又はセンテンスの部分を接続するのに使用され、従位接続詞は、従
位クローズ（where、when、because、if、since、whether）を導入する。前置詞及び接続
詞も、自然言語処理アプリケーションにより使用されて、遠隔端末１２のユーザの特定の
要求にターゲットを向けた構造化された要求を公式化し、結果が更に正確なものになるよ
うにする。例えば、ユーザが、「ステーキディナー又はシーフードディナーの特別料理」
を希望すると述べた場合には、自然言語処理アプリケーションは、これら２つの特定形式
のディナーの特別料理に対する構造化された要求を生成する。
【０１３２】
　代名詞は、名詞に代わって使用され、話されたときに名詞と同様に語形変化する識別ワ
ードである。英語では、多数の異なる形式の代名詞がある。人を表わす代名詞は、I、you
、he/she/it、we、you、theyである。指示代名詞は、this、that、suchである。Who及びw
hichは、質問を導入するときには質問代名詞であり、クローズを導入するときには関係代
名詞である。本発明の好ましい実施形態では、代名詞が識別されそして分類されるが、そ
れらは、応答生成アプリケーション６２へ送信される構造化された要求を生成する目的で
はあまり価値がないので、自然言語処理アプリケーションにより無視されるのが好ましい
。しかしながら、他の実施形態は、代名詞を使用して、構造化された要求を生成する。
【０１３３】
　動詞は、ある形式の動作を表わすワードである。英語の文法では、動詞は、３つの法、
即ち事実を表わす直説法；偶然性を表わす仮定法；及び命令を表わす命令法を有する（I 
ran; I might run; Run!）。名詞と同様に、自然言語処理アプリケーションは、口頭の要
求１００－１０４からの識別された動詞を使用して、ユーザが実行を要求している動作の
形式を決定する。例えば、「購入(purchase)」又は「買う(buy)」といった口頭の要求１
００－１０４における動詞は、要求を処理する応答生成アプリケーションに、ユーザが特
定アイテムを買うために探していることを指示する。従って、自然言語処理アプリケーシ
ョンは、要求されている動作の形式に基づいて結果を生成する構造化された要求を生成す
る。
【０１３４】
　図４を参照すれば、図３に示された要求１００－１０４の各々は、各要求１００－１０
４に含まれたワードに関連した特定の文法構造を有する。ある要求は、同じワード構造に
影響を与えて同様の概念又は要求を伝えるが、他の要求は、異なるワード構造に影響を与
えて同様の概念又は要求を伝える。オペレーション中に、好ましい自然言語処理アプリケ
ーションは、各要求１００－１０４をスピーチの個々の部分に分割し、そこで、各部分の
最も共通のワードを再使用し、そして要求に対して特有のワードだけを文法データベース
に生成すればよい。
【０１３５】
　特に示されていないが、ある実施形態では、文法データベースは、遠隔端末１２のユー
ザによりなされた要求１００－１０４の同様の形式を探索するために、応答生成アプリケ
ーション６２により使用される。又、応答生成アプリケーション６２は、同様の要求１０
０－１０４に対してなされた以前の構造化された応答を追跡することもできる。従って、
文法データベースは、特定の商品又はサービスに対して要求１００－１０４のほとんど全
ての形式を含むように時間と共に構築することができ、これにより、要求１００－１０４
がなされるたびに応答生成アプリケーション６２が企業データファイル５６を探索する必
要性が排除される。この好ましい実施形態では、文法データベースは、データファイル５
２に配置される。当業者であれば、文法データベースは、他の位置にも配置できることが
明らかであろう。
【０１３６】
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　図５に示すように、図３に示された要求１００－１０４の各々は、各要求１００－１０
４に関連した所定の１組の文法へと一般化される。図６を参照すれば、オペレーション中
に、各要求１００－１０４に含まれたワードが、サブ文法カテゴリーに分割され又は一般
化され、各ワードは、要求１００－１０４における文法上の使用に基づいて特定のカテゴ
リーに入れられる。サブ文法カテゴリーが生成されると、好ましい自然言語処理アプリケ
ーションは、それらの値を使用して、応答生成アプリケーション６２で処理される構造化
された要求を生成する（図２を参照）。
【０１３７】
　ここに述べる実施形態では、応答生成アプリケーション６２は、これらの値を使用して
文法データベースを探索し、同じ文法カテゴリーに入るワードを含む一致したものを探す
。その結果、厳密な一致がなされた場合には、応答生成アプリケーション６２は、企業デ
ータファイル５６を探索し、そして本発明の他の実施形態に関して上述した多数の方法の
１つを使用して遠隔端末１２のユーザへ提示される構造化された応答を生成する。応答生
成アプリケーション６２が適切な一覧を企業データファイル５６から検索すると、応答生
成アプリケーション６２は、厳密な一致が得られなかった場合に文法データベースを更新
し、その基準に一致する将来の要求が高度な正確さ及び速度で応答を生成できるようにす
る。
【０１３８】
　図６を参照すれば、要求１００－１０４の各々は、好ましい自然言語処理アプリケーシ
ョンが通常のオペレーション中にいかに機能するかを示すために、サブ文法カテゴリーに
分割されている。図示されたように、「動詞」カテゴリーには２つのワード：「Do」及び
「have」が配置されており、一方、「名詞」カテゴリーには、暗黙に識別される４つのワ
ードと、明確に識別される５つのワード：「specials」、「DVD」、「players」、「disc
ounts」、「sale」、「special」、「player」、「discount」及び「sales」が見られる
。好ましい自然言語処理アプリケーションは、複数の形式のワードを、「名詞」サブ文法
カテゴリーに位置する単一形式のワードに自動的に関連付け、得ようとする一致に対して
行われる探索が、より広い探索を包含して、より信頼性の高い結果を生じるようにする。
【０１３９】
　図１を再び参照すれば、本発明の更に別の好ましい実施形態において、遠隔端末１２の
ユーザが音声要求１００－１０４を生成すると、それがベース局１６へ送信され、該ベー
ス局１６は、次いで、それを音声認識サーバー２４へ送信する。上述したように、音声認
識サーバー２４は、音声要求１００－１０４に含まれたワードを認識又は識別するように
プログラムされた音声認識アプリケーションを使用する。音声要求１００－１０４に含ま
れたワードが識別された後に、各ワードに関連した文法も、自然言語処理サーバー２６に
位置する自然言語処理アプリケーションにより識別される。各ワードに対して文法が識別
されると、自然言語処理アプリケーションは、各ワードを各文法カテゴリーに分類する。
【０１４０】
　ワードが自然言語処理アプリケーションにより分類された後に、構造化された要求が自
然言語処理アプリケーションにより生成され、これは、位置に基づくアプリケーションサ
ーバー２８に送信される。好ましくは位置に基づくアプリケーションサーバー２８に位置
する応答生成アプリケーション６２は、この構造化された要求を使用して、要求されてい
る商品又はサービスを探索する。応答生成アプリケーション６２は、この構造化された要
求を探索エンジンへの入力として使用し、探索エンジンは、要求されている商品又はサー
ビスへの一致を企業データファイル５６において探索する。応答生成アプリケーション６
２により一致が探索されると、音声要求に対する構造化された応答が応答生成アプリケー
ション６２によって生成される。
【０１４１】
　本発明の１つの好ましい実施形態では、構造化された応答は、音声合成サーバー３３へ
送信され、該サーバーは、その構造化された応答を音声応答に変換し、これを遠隔端末１
２に送信する。本発明の別の実施形態の場合と同様に、多数の一覧が探索された場合には
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、音声応答をメニューの形態で生成することができ、これにより、遠隔端末１２のユーザ
は、探索されたアイテムの一覧と相互作用することができる。遠隔端末１２のユーザは、
ポインタ又はキーパッドのような入力装置を使用して、一覧と相互作用することもできる
し、或いは他の実施形態では、自分の音声を使用して、一覧と相互作用することもできる
。本発明の更に別の好ましい実施形態では、構造化された応答がテキストメッセージとし
て生成されて、遠隔端末１２へ送信される。テキストメッセージは、無線アプリケーショ
ンプロトコルを使用して遠隔端末１２へ送信されるのが好ましい。更に別の実施形態では
、テキストメッセージは、映像ファイル又は音声ファイルを随伴することもできる。
【０１４２】
　図面全体に見られる共通の要素が同じ参照番号で示された図７を参照すれば、本発明の
別の好ましい実施形態は、企業ユーザ又は広告主が、ウェブ接続された企業ターミナル４
６を経て、位置に基づくサービスシステム１０にアクセスし、広告キャンペーン及び営業
一覧を生成及び管理することができるようにする。これは、広告コンテンツ及び営業一覧
を生成及び管理する能力をユーザに与えるウェブ型のユーザインターフェイスで遂行され
るのが好ましい。従って、位置に基づくサービスシステム１０に契約する企業の所有者は
、各企業位置において位置に基づくサービスシステム１０のユーザに与えられる広告コン
テンツ又は営業一覧を生成し、変更し又は削除することができる。従って、企業の所有者
は、広告キャンペーン又は営業一覧を生成し、変更し又は削除するために、位置に基づく
サービスシステム１０の所有者又はオペレータに必ずしもコンタクトしなくてもよい。
【０１４３】
　図１及び７に示すように、企業の広告主は、ウェブブラウザを経て広告主ポータル５０
にアクセスするのが好ましく、そして広告主ポータル５０は、位置に基づくサービスシス
テム１０へのゲートウェイとしてサービスする。企業データは、企業遠隔端末４６を使用
して広告主ポータル５０と広告主が対話することにより捕獲される。広告主ポータル５０
内には、広告キャンペーン又は営業一覧を選択し、閲覧し、追加し、編集しそして削除す
る能力をユーザに与える少なくとも２つのアプリケーションが存在するのが好ましい。好
ましい広告主ポータル５０は、キャンペーンマネージメントインターフェイスアプリケー
ション２００と、企業プロフィールインターフェイスアプリケーション２０２とを備えて
いる。これらの各アプリケーション２００、２０２内では、企業ユーザに使用可能な２つ
のオプションが存在するのが好ましい。
【０１４４】
　以下に詳細に述べるように、キャンペーンマネージメントインターフェイスアプリケー
ション２００は、企業ユーザがキャンペーンを生成し、キャンペーンを編集しそしてキャ
ンペーンを削除することができるようにする。企業プロフィールインターフェイスアプリ
ケーション２０２は、企業ユーザが営業一覧を生成しそして営業一覧を編集できるように
する。上記アプリケーションをサポートするアプリケーションは、ビジネスルールアプリ
ケーション、商談処理アプリケーション、企業プロフィール収集アプリケーション、及び
データアクセスアプリケーションであり、これらは以下に説明する。
【０１４５】
　本発明の好ましい実施形態では、広告キャンペーンは、営業一覧とは異なる。一般的に
述べると、広告キャンペーンは、位置に基づくサービスシステム１０の企業加入者により
提供される特定の商品又はサービスについて得られる特売品、割引又は取引に向けられる
。営業一覧は、企業ユーザにより与えられる広範囲な情報に係り、これは、例えば、企業
名、アドレス、商品形式（１つ又は複数）、サービス形式（１つ又は複数）、メニュー（
１つ又は複数）、ブランド形式（１つ又は複数）、価格情報、モデル形式（１つ又は複数
）、及び営業時間を含む。営業一覧は、不変に保たれる傾向であるが、広告キャンペーン
は、所定の時間周期中しか実行されない傾向である。例えば、ピザレストランは、それら
の営業一覧に大きなペパローニピザを常時申し込みするが、これらピザの特売品は月に一
度しか販売しない。
【０１４６】
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　広告主ポータル５０におけるキャンペーン生成アプリケーション２０４は、キャンペー
ンマネージメントインターフェイスアプリケーション２００からのデータを捕獲し、該ア
プリケーションは、広告主からのデータを捕獲して位置に基づく広告キャンペーンを生成
するのに使用される。オペレーション中に、キャンペーンマネージメントインターフェイ
スアプリケーション２００は、ウェブ型のユーザインターフェイスを生成するのが好まし
く、これは、企業ユーザがそれらの各企業遠隔端末４６において詳細なパラメータを入力
できるようにする。従って、広告キャンペーンパラメータ入力フォームが企業遠隔端末４
６に生成されて、企業ユーザが広告パラメータを入力できるようにするのが好ましい。
【０１４７】
　広告パラメータが入力されると、キャンペーンマネージメントインターフェイスアプリ
ケーション２００へ情報が送信され、該アプリケーションは、その情報をキャンペーン生
成アプリケーション２０４及びビジネスルールアプリケーション２０６へ転送する。顧客
が広告と共に特定の取引情報を入力した場合には、キャンペーン生成アプリケーション２
０４及び商談処理アプリケーション２０８を使用して、要求が処理される。各アプリケー
ションが広告キャンペーンを処理した後に、それが、データアクセス要素６４の助けで企
業データベース５６に記憶される。
【０１４８】
　又、キャンペーン編集／削除アプリケーション２１０も、キャンペーンマネージメント
インターフェイスアプリケーション２００を経てアクセスすることができ、広告主が既存
の広告キャンペーンを変更又は削除できるようにする。広告主がこのオプションを選択し
たときには、既存のキャンペーンのリストが検索されて、企業遠隔端末４６のウェブブラ
ウザに表示され、これは、広告主ポータル５０により生成される。広告主が各キャンペー
ンの変更を希望するときには、リストにおいてキャンペーンを選択し、次いで、キャンペ
ーンデータエントリーフィールドが提示される。広告主は、次いで、キャンペーンのパラ
メータを編集し、そして変更を送付することができる。この情報は、次いで、キャンペー
ン編集／削除アプリケーション２１０及びビジネスルールアプリケーション２０６へ通さ
れ、企業データベース５６へと処理される。
【０１４９】
　又、好ましい実施形態は、企業遠隔端末４６が全キャンペーンを削除できるようにする
。オペレーション中に、広告主が各キャンペーンの削除を希望するときには、広告主は、
広告主によって実行されているキャンペーンのリストにおいてキャンペーンを選択し、そ
してキャンペーンデータエントリーフィールドが、広告主のウェブブラウザを経て対話式
に提示されるのが好ましい。適当なキャンペーンが選択されると、広告主は、ウェブブラ
ウザに提示された削除オプションを選択し、そのキャンペーン、又はおそらく、より大き
なキャンペーンの一部分を削除することができる。各広告主は、好ましくはインターネッ
トを経てこの情報を編集／削除アプリケーション２１０へ送信し、次いで、キャンペーン
が企業データベース５６から削除される。
【０１５０】
　又、広告主ポータル５０は、企業プロフィールインターフェイス２０２も備え、該イン
ターフェイスは、広告主からデータを捕獲して、位置に基づく営業一覧を生成するための
営業一覧生成アプリケーション２１２を有する。第１に、広告主は、企業プロフィールイ
ンターフェイス２０２により生成されたユーザインターフェイスに営業一覧データを入力
し、次いで、広告主ポータル５０により処理するために情報を送付する。好ましくは、企
業遠隔端末４６には、営業一覧エントリーフォームが生成され、これは、企業ユーザが企
業の各方針に関連した営業一覧データを入力できるようにする。
【０１５１】
　広告主ポータル５０が営業一覧データを受信すると、それは、営業一覧生成アプリケー
ション２１２に向けられ、該アプリケーションは、営業一覧エントリーフォームへの企業
ユーザの入力に基づいて営業一覧を生成する役割を果たす。又、情報は、企業プロフィー
ルアプリケーション２１４及びビジネスルールアプリケーション２０６を含む種々のアプ
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リケーションにも向けられる。次いで、営業一覧情報は、データアクセス要素６４へ送信
され、営業一覧データを企業データベース５６へ記憶する。
【０１５２】
　営業一覧編集アプリケーション２１６は、広告主が位置に基づく営業一覧を更新できる
ようにする。営業一覧を編集するときには、広告主は、ユーザインターフェイスにデータ
を入力し、そして情報を処理のために提出する。編集された情報は、次いで、企業プロフ
ィールアプリケーション２１４及びビジネスルールアプリケーション２０６を含む種々の
アプリケーションへ送信される。データアクセス要素６４は、広告主からこの情報を受け
取り、そして企業データベース５６内で適当な営業一覧データを更新する。
【０１５３】
　上述したように、アプリケーション２０４、２１０、２１２及び２１６をサポートする
アプリケーションは、ビジネスルールアプリケーション２０６、商談処理アプリケーショ
ン２０８、企業プロフィールアプリケーション２１４及びデータアクセス要素６４を含む
。ビジネスルールアプリケーション２０６は、位置に基づくサービスシステム１０で生成
されたキャンペーン又は一覧に関連したパラメータの集合である。捕獲されたパラメータ
情報は、広告キャンペーン又は営業一覧を実施するのに使用される。パラメータ情報は、
例えば、次のものを含む。「１ドリンクスペシャルに対して２」の場合、アトランタのバ
ー又はレストランをリクエストする２１から３５の男性がターゲットである。ビジネスル
ールアプリケーション２０６は、所定形式の特性を有するか又は一般的なカテゴリー内に
入る位置に基づくサービスシステム１０の特定形式のユーザを広告主がターゲットにでき
るようにする。
【０１５４】
　使用できるパラメータ情報は、好ましくは、５つのカテゴリーに分割され、これは、人
口統計学的ターゲット制限、ターゲット市場制限、位置制限、時間長さ制限、及び経歴対
話制限を含む。人口統計学的ターゲット制限は、次のものを含むが、必ずしもこれに限定
されない。性別；年齢；民族；婚姻状態；子供；収入；特別な関心事；趣味；学歴；出身
地；及び車の所有である。ターゲット市場制限は、都市及び州の情報を含むのが好ましい
。位置の制限は、アドレスと、遠隔端末１２及び消費者ターミナル４０からの半径とを含
む。キャンペーンの時間長さの制限は、開始日及び終了日のようなパラメータを含む。経
歴対話制限パラメータは、各遠隔端末１２及び消費者ターミナル４０がアクセスした範囲
、カテゴリー及び一覧の形式を含む。
【０１５５】
　商談処理アプリケーション２０８は、取引又は特殊な商談の生成に関連した情報を処理
する。上述したように、オペレーション中に、広告主は、キャンペーン生成アプリケーシ
ョン２０４及びキャンペーン編集／削除アプリケーション２１０に、取引の詳細な記述、
取引の市場、及びビジネスルールアプリケーション２０６を使用する取引に関連したパラ
メータ又はルールを与える。商談処理アプリケーション２０８は、キャンペーン生成アプ
リケーション２０４又はキャンペーン編集／削除アプリケーション２１０から入力された
データを、データアクセス要素６４へ通す前に、処理する。
【０１５６】
　企業プロフィールアプリケーション２１４は、広告主のプロフィール情報を収集する役
割を果たす。この情報は、広告主に対する企業プロフィール一覧を生成するのに使用され
る。この情報は、好ましくは、次のものを含むが、必ずしもこれらに限定されない。企業
名；企業のカテゴリー；商品形式；サービス形式（１つ又は複数）；フランチャイズ；企
業のｅ－メールアドレス又はＵＲＬ；商品名（１つ又は複数）及び／又はモデル名（１つ
又は複数）；識別コード（１つ又は複数）；商品ブランド（１つ又は複数）；価格（１つ
又は複数）；位置のアドレス；営業時間；及びカテゴリー一覧選択である。従って、企業
プロフィールアプリケーション２１４は、広告主が企業遠隔端末４６を使用して、プロフ
ィール一覧情報を広告主ポータル５０へ送信できるようにし、該ポータルは、それをデー
タアクセス要素６４へ転送し、プロフィールデータベース５４に記憶する。データアクセ
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ス要素６４は、位置に基づくサービスネットワーク情報の全てを保持するデータベース５
４－６０にアクセスするのに使用される。この要素は、各データベース５４－６０におい
てデータを検索すると共にデータをそこに入力するのに使用される。又、各データベース
からデータを削除することもできる。
【０１５７】
　図示されていないが、本発明の別の好ましい実施形態では、無線の企業遠隔端末が、各
広告主により生成された広告キャンペーン及び企業一覧にアクセスすることができる。こ
の実施形態では、無線の企業遠隔端末は、無線アプリケーションプロトコルゲートウェイ
を含むベース局に接続される。無線アプリケーションプロトコルゲートウェイは、無線の
企業遠隔端末が、位置に基づくサービスシステム１０のコンテンツ５２にアクセスしてそ
れと対話できるようにする。従って、広告主が従来のデスクトップコンピュータシステム
に位置していなくても、無線通信システムから広告キャンペーン及び営業一覧を依然とし
て生成、編集及び削除することができる。
【０１５８】
　図１を参照すると、本発明の更に別の好ましい実施形態において、遠隔端末４６を使用
する広告主加入者には、使用マイニング(mining)システム３００が設けられる。この使用
マイニングシステム３００は、位置に基づくサービスシステム１０の使用傾向及びトラン
ザクションを、ウェブアプリケーションを経て探索する能力を備えている。図１において
、広告主は、企業遠隔端末４６のウェブブラウザを使用して広告主ポータル５０を経てこ
の能力にアクセスするのが好ましく、遠隔端末４６は、アプリケーションプラットホーム
へのゲートウェイとしてサービスするのが好ましい。広告主ポータル５０は、企業遠隔端
末４６のユーザに、使用データファイル６０に記憶されたデータにアクセスしそして検索
する能力を与える。
【０１５９】
　図８を参照すれば、本発明の好ましい実施形態は、好ましくは使用マイニングシステム
３００へのウェブベースのユーザインターフェイスを与える使用分析ユーザインターフェ
イス３０２を備えている。この使用分析ユーザインターフェイス３０２を使用して、広告
主は、位置に基づくサービスシステム１０から詳細な使用分析を生成する第１分析オプシ
ョンを選択することができる。使用マイニングシステム３００は、２つのカテゴリーの分
析オプションに基づいて分析を生成するのが好ましい。好ましい分析オプションは、広告
有効性分析アプリケーション３０４及び予想モデリングアプリケーション３０６を含む（
しかし、これらに限定されない）。オペレーション中に、ユーザは、各アプリケーション
３０４、３０６内のフィールドを選択して、探索問合せを生成する。アプリケーション３
０４、３０６は、その入力に基づいて、正しい分析を生成するためにアクセスするに必要
な要素を決定する。図示されていないが、ユーザが、所定パラメータの探索に基づいて全
使用データベース６０を探索できるようにする一般的な探索問合せを与えることもできる
。
【０１６０】
　広告有効性アプリケーション３０４により実行される好ましいステップが図９に示され
ている。広告有効性アプリケーション３０４は、位置に基づくサービスシステム１０にお
ける企業データファイル５６及び使用データのデータベース６０を使用して、位置に基づ
く広告キャンペーンの有効性に関する分析を生成する。分析は、「アトランタのダウンタ
ウンエリアで私のキャンペーンを何人の人が受け取ったか?(How many people received m
y campaign in the downtown area of Atlanta?)」等の質問に対処することができる。広
告主に与えられる情報は、位置に基づくサービスシステム１０で生成された広告キャンペ
ーンの結果を定量化する洞察力を与える。
【０１６１】
　ユーザは、最初に、探索に使用される入力変数を決定して入力しなければならず、これ
は、企業遠隔端末４６を使用してウェブ型インターフェイスを経て行われるのが好ましい
。探索問合せが入力されると、それを使用して、企業データファイル５６及び使用データ
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のデータベース６０に記憶されたデータを検索し、かつ閲覧する。広告有効性アプリケー
ション３０４は、企業データファイル５６及び使用データのデータベース６０からデータ
を検索し、ユーザにより入力された要求パラメータに一致させる。広告有効性アプリケー
ション３０４は、次いで、探索結果を使用分析ユーザインターフェイス１０２へ転送し、
これは、得られた探索応答を、企業遠隔端末４６のウェブブラウザを経て表示する。
【０１６２】
　図９を参照すれば、オペレーション中に、企業遠隔端末４６のユーザは、使用分析ユー
ザインターフェイス３０２から問合せエントリーフォームを受け取る。ユーザが探索パラ
メータを問合せエントリーフォームの問合せフィールドに入力すると、探索要求が企業遠
隔端末４６から広告主ポータル５０へ送信される。ユーザが広告有効性アプリケーション
３０４を使用する場合には、探索要求がデータアクセス要素６４へ送信される。このデー
タアクセス要素６４は、企業データファイル５６及び使用データのデータベース６０を探
索して、探索要求に規定された基準に一致する探索結果を検索する。探索結果は、次いで
、データスコアリングアプリケーション３０８に向けられ、これは、探索結果を、種々の
異なる形式のフォーマットに再フォーマットすることができる。
【０１６３】
　図１に示すように、本発明の好ましい実施形態では、位置に基づくアプリケーションサ
ーバー２８にコンテンツファイル５２が配置される。従って、図８－１０には特に示され
ないが、使用分析ユーザインターフェイス３０２は、位置に基づくアプリケーションサー
バー２８にアクセスして希望の情報を検索しなければならない。更に、データアクセス要
素６４は、位置に基づくアプリケーションサーバー２８に配置されるのが好ましい。従っ
て、使用マイニングシステム３００は、好ましくは、探索要求を生成し、これがデータア
クセス要素に送信され、該要素は、次いで、位置に基づくアプリケーションサーバー２８
において探索を実際に遂行する。しかしながら、本発明の他の好ましい実施形態では、コ
ンテンツファイル５２を広告主ポータル５０においてミラー構成にすることができ、そし
て全てのプロセスをその位置において実行することもできる。
【０１６４】
　探索結果が適切なフォーマットに入れられると、広告有効性アプリケーション３０４は
、使用分析ユーザインターフェイス３０２を使用して、企業遠隔端末４６で閲覧すること
のできる出力を生成する。企業遠隔端末４６上のウェブブラウザを使用して結果が与えら
れるのが好ましいが、結果を与える他の方法も使用される。探索結果は、番号、グラフ、
チャート、映像、又は分析結果を与える他の方法を使用して、表示することができる。
【０１６５】
　広告有効性アプリケーション３０４内に使用される入力の一覧（最小限）は、次のもの
を含むが、必ずしもこれらに限定されない。各広告キャンペーン；人口統計学的情報；日
付又は時間周期；位置情報；カテゴリー；一覧カテゴリーの形式；競合一覧カテゴリー；
及びキーワード入力である。ユーザが受け取るフィードバックの形式は、例えば、次のも
のを含む（しかし、必ずしもこれらに限定されない）。到達する顧客の数の尺度；広告又
は一覧の頻度；広告一覧頻度をカテゴリーと比較する競合分析；インプレッション当りの
コスト；最上位３つの人口統計学的区分により到達する顧客の数；並びに１）人口統計学
的情報（性別、年齢、民族、婚姻状態、子供、収入、特別な関心事、趣味、学歴、出身地
、及び車の所有）；２）ターゲット市場（都市及び州）；及び３）位置（経歴的対話時の
アドレス及び位置）である。
【０１６６】
　予想モデリングアプリケーション３０６により遂行される好ましいステップが、図１０
に示されている。予想モデリングアプリケーション３０６は、おそらく商談の提案、一覧
、キャンペーン及び取引に応答するであろう遠隔端末１２、４０を使用するユーザの形式
及び人数を予見し又はその投影を行う能力を与える。ユーザが受け取るフィードバックの
形式は、例えば、次のものを含む（しかし、それらに限定されない）。おそらくキャンペ
ーンに応答する顧客を顧客区分により識別し；ある商品又はサービスに対してキャンペー
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ン又は商談の提案に応答する顧客を識別し；おそらくキャンペーン又は一覧を要求する顧
客を顧客区分により識別し；そして需要をピーク時間又は日により識別する。
【０１６７】
　オペレーション中に、ユーザは、提案された将来の広告キャンペーン／取引及びそれに
関連したビジネスを予想モデリングアプリケーション３０６へ入力として与える。この情
報を入力しそして提出すると、プロフィールデータベース５４及び使用データのデータベ
ース６０を踏査するための必要な探索パラメータを伴う探索問合せが構築される。データ
アクセス要素６４は、その探索問合せに一致するデータエレメントを見出すために各デー
タベースを探索する。得られた探索結果は、データスコアリングアプリケーション３０８
へ送信され、提案されたキャンペーンの統計学的な成功確率を決定するのが好ましい。こ
れらの結果は、次いで、予想分析アプリケーション３０６へ返送され、使用分析ユーザイ
ンターフェイス３０２により企業遠隔端末４６に表示される。
【０１６８】
　図１０を参照すれば、広告主が予想モデリングアプリケーション３０６を使用する場合
に、好ましくは使用分析ユーザインターフェイス３０２が探索パラメータエントリーフォ
ームを生成し、これは、広告主ポータル５０から企業遠隔端末４６へ送信される。これは
、広告主が探索パラメータを入力するのを許し、これら探索パラメータは、潜在的な商談
と共に進行するビジネスルールと一緒に、その商談の潜在的な商品又はサービスを含む。
ビジネスルールは、割引情報、特売品の取引（例えば、２つ買うと、１つ無料）、特別レ
ート、或いは他の形式の報奨又は制約を含む。探索パラメータが入力されると、広告主は
、それらを広告主ポータル５０へ提出し、該ポータルは、次いで、探索パラメータを予想
モデリングアプリケーション３０６へ転送する。
【０１６９】
　予想モデリングアプリケーション３０６は、次いで、ビジネスルールアプリケーション
３１０を使用して、探索要求から適当なパラメータを抽出し、プロフィールデータベース
５４及び使用データのデータベース６０へ提出されるべき適切な探索を公式化する。適切
な探索フォーマットへフォーマットされると、ビジネスルールアプリケーション３１０は
、データアクセス要素６４を使用して、プロフィールデータベース５４及び使用データの
データベース６０を経て探索を実行する。データアクセス要素６４は、次いで、探索結果
をデータスコアリングアプリケーション３０８へ転送し、該アプリケーションは、多数の
閲覧することのできるフォーマットの１つに結果を変換する。
【０１７０】
　データスコアリングアプリケーション３０８により探索結果が使用可能なフォーマット
に変換されると、その探索結果が予想モデリングアプリケーション３０６に送信される。
次いで、予想モデリングアプリケーション３０６は、使用分析ユーザインターフェイス３
０２を使用して、広告主ポータル５０から企業遠隔端末４６へ応答を送信する。結果は、
企業遠隔端末４６のウェブブラウザを経て広告主へ提示されるのが好ましい。
【０１７１】
　広告主に使用可能な予想マイニング入力オプションは、次のものを含む（しかし、必ず
しもそれらに限定されない）。広告キャンペーン；ターゲット日付（開始日及び終了日）
；一覧カテゴリーの形式；人口統計学的情報（性別、年齢、民族、婚姻状態、子供、収入
、特別な関心事、趣味、学歴、出身地、車の所有）；２）ターゲット市場（都市及び州）
；及び３）位置（経歴的対話時のアドレス及び位置）である。他の入力オプションは、よ
り柔軟な探索を広告主により実行できるように、必要に応じて与えることができる。
【０１７２】
　図示されていないが、本発明の好ましい実施形態では、無線通信装置を使用して、位置
に基づくサービスシステム１０からデータをマイニングすることができる。この実施形態
では、無線通信装置は、広告主ポータル５０へ接続され、そして無線アプリケーションプ
ロトコルを使用して、上記と同様の形態で探索を提出する。従って、当業者であれば、企
業遠隔端末４６はパーソナルコンピュータに限定される必要がなく、無線通信装置も含む
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とみなすべきであることが明らかであろう。
【０１７３】
　図１１及び１２を参照すれば、本発明の別の特徴は、位置に基づくサービスシステム１
０においてオペレータにコール失敗をルーティングするコール失敗システム４００を開示
する。このコール失敗システム４００は、音声認識サーバー２４及び自然言語処理サーバ
ー２８に接続されたコールセンターサーバー４０２に配置されるのが好ましい。オペレー
ション中に、消費者は、次の３つのアクセス方法の１つを使用して、位置に基づくサービ
スシステム１０へ構造化された要求を入力する：音声アクセス方法（無線又はワイヤライ
ン）；ＷＡＰのような無線アプリケーションプロトコル；又はＨＴＭＬ（又は他の適当な
マークアップ言語）のようなウェブアプリケーションプロトコルである。上記で詳細に述
べたように、ユーザ要求を各サービスハンドラーに送信する手段は、選択されたアクセス
方法に基づくものである。
【０１７４】
　音声アクセス方法については、消費者は、好ましくは無線通信装置、リモートコンピュ
ータターミナル及び通常の電話から選択される遠隔端末１２、４０より音声コールを開始
する。音声コールが無線遠隔端末１２から開始される場合には、音声コールが無線通信シ
ステム１４からＰＢＸ２２へルーティングされる。上述した他のアクセス方法が処理のた
めに音声コールをルーティングする仕方は、位置に基づくサービスシステム１０に使用さ
れる特定形式のアクセス方法に基づいて変化する。
【０１７５】
　消費者は、位置に基づくサービスシステム１０にアクセスし、そして促されたときに、
特定商品に関する情報の構造化された要求を与える。この構造化された要求は、自然言語
を使用して消費者により入力されるのが好ましく、これは、通常に話をする間に使用され
る言語の形式を意味し、各言語のブロークン又はパーズ形態ではない。無線遠隔端末１２
を以下に説明するが、種々の音声ベースの通信装置を使用して、位置に基づくサービスシ
ステム１０へ構造化された要求を与えることもできる。構造化された要求は、位置に基づ
くサービスシステム１０により使用できる音声信号を含む特定商品に関する情報の要求で
ある。
【０１７６】
　好ましい実施形態では、構造化された要求がＰＢＸ２２に到達すると、それが音声認識
サーバー２４へ転送され、音声認識アプリケーションによって信号のデジタル化及び音声
認識が行われる。次いで、各音声信号に含まれたワードに対して一致の可能性が最も高い
ものとして選択されたワードが、自然言語処理サーバー２６へ渡される。この自然言語処
理サーバー２６は、音声信号における選択されたワードの全体論的な有効性を評価し、そ
してワードから有望なコンテクスト及び意味を解釈する。次いで、その要求を満足するの
に必要なアプリケーションサービスを識別し、必要なメッセージ（適当なアプリケーショ
ンサービスにより要求される）を含む構造化された探索要求を生成し、そしてこのメッセ
ージ又は構造化探索要求を位置に基づくアプリケーションサーバー２８へ渡す。
【０１７７】
　図１１に示すように、自然言語処理サーバー２６は、位置に基づくアプリケーションサ
ーバー２８に接続される。上記で詳細に述べたように、位置に基づくアプリケーションサ
ーバー２８は、遠隔端末１２、４０の各ユーザにより要求された応答情報を遠隔端末１２
、４０へ供給するようにプログラムされ又は動作できる。一般的に述べると、位置に基づ
くアプリケーションサーバー２８は、位置に基づく情報を検索し、そして種々の形式のデ
ータフォーマットを使用してそれを遠隔端末１２、４０へ渡す。遠隔端末１２、４０に供
給される情報の形式は、ユーザから要求された情報の特定の性質及び遠隔端末１２、４０
の地理的な位置に基づいて変化する。
【０１７８】
　オペレーション中に、音声信号におけるワードの意味が解釈された後に、自然言語処理
サーバー２６は、構造化された要求を生成するようにプログラムされるか又は動作でき、
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この構造化された要求は、位置に基づくアプリケーションサーバー２８へ送信されて、消
費者の要求に依存した情報を要求する。自然言語処理サーバー２６からのこの構造化され
た要求に応答して、位置に基づくアプリケーションサーバー２８は、構造化された応答を
生成し、これは、遠隔端末１２、４０へ送信される。位置に基づくアプリケーションサー
バー２８により生成された構造化された応答において送信された情報の厳密な性質又はコ
ンテンツは、遠隔端末１２、４０の特定ユーザによりなされた、あつらえた情報要求にお
ける特定な詳細内容に依存する。
【０１７９】
　音声認識サーバー２４又は自然言語処理サーバー２６の何れかが、消費者により遠隔端
末１２、４０を介して与えられた音声入力を都合良く処理できなかったときには、図１１
に示すように、音声コールがコール失敗システム４００に転送されて完了となる。コール
失敗システム４００は、音声認識サーバー２４又は自然言語処理サーバー２６が構造化さ
れた要求の適切な処理を失敗してから、探している特定の商品又はサービスに対して消費
者が一覧又は商談の提案を探索する上で助けとなり得るオペレータに対してユーザを接続
するのが好ましい。又、このオペレータは、位置に基づくサービスシステム１０を経て、
消費者がトランザクションを完了する上でも助けとなり得る。
【０１８０】
　図１２を参照し、位置に基づくサービスシステム１０においてコール失敗をルーティン
グしそして処理するためにコール失敗システム４００により実行されるステップを以下に
詳細に説明する。先ず初めに、消費者は、ステップ４０４において、口頭の要求を遠隔端
末１２、４０に入力する。次いで、ステップ４０６において、音声認識サーバー２４によ
り音声入力がデジタル化され処理される。ステップ４０８では、音声認識サーバー２４が
、ユーザにより入力された音声信号に含まれたワードを指定した精度レベルで認識できな
かった場合には、位置に基づくサービスシステム１０は、その要求を要求失敗アプリケー
ション４１０へ転送することにより、前記要求が適切に処理されるよう確保するためのス
テップを実行する。
【０１８１】
　図示されたように、要求失敗アプリケーション４１０は、先ず、ステップ４１２におい
て、遠隔端末識別子（例えば、遠隔端末の電話番号）に基づいて位置データ要求を生成す
ることにより遠隔端末１２、４０のユーザの位置を決定する。無線遠隔端末１２は、位置
ゲートウェイアプリケーションを使用して、位置データを生成することができる。他のア
クセス方法は、ユーザの位置を決定する他の方法を使用することができ、例えば、遠隔端
末４０のユーザは、遠隔端末４０の位置を指示する設定をもつことができる。通常の電話
の場合には、発呼者ＩＤメカニズムを使用して、ユーザの地理的位置を決定することがで
きる。
【０１８２】
　位置データ要求が生成されると、それが無線通信システム１４の位置ゲートウェイ３０
に送信される。位置データ要求に応答して、無線通信システム１４は、位置応答を生成し
、要求失敗アプリケーション４１０へ送信される。要求失敗アプリケーション４１０が位
置データを受け取ると、それを必要に応じて構文解析し、そして位置の値が抽出される。
ユーザの位置が決定されると、ステップ４１４において、発呼者の電話番号及びそれらの
位置情報を含む（これに限定されないが）オペレータメッセージが生成される。又、ユー
ザには、それらのコールが、合成又は記録されたメッセージを介して処理され通知される
のが好ましく、このメッセージは、音声合成サーバー３３から生成されてユーザへ送信さ
れる。オペレータメッセージ及びコールは、次いで、ステップ４１６において、コール失
敗システム４００によりオペレータコールルーティングシステム又はコールセンターへ転
送されて、終了となる。
【０１８３】
　音声認識サーバー２４が音声入力を指定の信頼レベルで都合良く認識した場合には、ス
テップ４１８において、音声認識サーバー２４により識別された音素及び／又はワードが
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自然言語処理サーバー２６へ送信される。自然言語処理サーバー２６は、消費者の要求の
コンテクスト及び意図を決定するのに使用される。自然言語処理サーバー２６が消費者の
要求のコンテクスト又は意図を指定した信頼レベルで認識できなかった場合には、ステッ
プ４２０に示すように、その要求が要求失敗アプリケーション４１０へ転送される。自然
言語処理アプリケーション２６がスピーチのコンテクスト又は意図を所定の信頼レベル又
は精度レベルで決定する場合には、ステップ４２２に示すように、位置に基づくアプリケ
ーションサーバー２８は、情報要求を処理し、かつ応答を生成してユーザへ送信する。
【０１８４】
　音声認識サーバー２４に関連した失敗と同様に、自然言語処理アプリケーション２６が
、ユーザ要求のコンテクスト又は意図を充分に高い精度で決定できないことを指示する場
合には、要求失敗アプリケーション４１０は、先ず、遠隔端末１２、４０のユーザの位置
を決定する。これは、ステップ４１２において、遠隔端末識別子（例えば、遠隔端末の電
話番号）に基づく位置データ要求を生成することにより達成される。無線遠隔端末１２は
、位置ゲートウェイアプリケーションを使用して、位置データを生成する。他のアクセス
方法は、ユーザの位置を決定する他の方法を使用することができ、例えば、遠隔端末４０
のユーザは、遠隔端末４０の位置を指示する設定をもつことができる。通常の電話の場合
には、発呼者ＩＤメカニズムを使用して、ユーザの地理的位置を決定することができる。
【０１８５】
　位置データ要求が生成されると、それが無線通信システム１４の位置ゲートウェイ３０
に送信される。位置データ要求に応答して、無線通信システム１４は位置応答を生成し、
要求失敗アプリケーション４１０に送信する。要求失敗アプリケーション４１０が位置デ
ータを受け取ると、これを必要に応じて構文解析し、そして位置の値が抽出される。ユー
ザの位置が決定されると、ステップ４１４において、好ましくは発呼者の電話番号及びそ
れらの位置情報を含む（これに限定されないが）オペレータメッセージが生成される。又
、ユーザには、それらのコールが、合成又は記録されたメッセージを介して処理されるこ
とが通知されるのが好ましく、このメッセージは、音声合成サーバー３３から生成されて
ユーザへ送信される。オペレータメッセージ及びコールは、次いで、ステップ４１６にお
いて、コール失敗システム４００によりオペレータコールルーティングシステム又はコー
ルセンターへ転送されて、終了となる。
【０１８６】
　上記で一般的に述べたように、自然言語処理サーバー２６が、ユーザ要求のコンテクス
ト及び意図を指定の信頼レベルで都合良く認識した場合には、ユーザ要求を満足するため
の必要なアプリケーションサービス（１つ又は複数）が識別される。位置に基づくアプリ
ケーションサーバー２８により適当な応答が生成され、そしてそれにより得られる情報が
合成音声メッセージを介して消費者へ返送される。
【０１８７】
　図１を参照すれば、本発明の更に別の好ましい実施形態において、上述したように、音
声コマンド、無線アプリケーションプロトコル又はウェブアプリケーションプロトコルの
使用を含む多数のアクセス方法により、特定の購入又はサービス要求を満足する企業を、
遠隔端末１２、４０を経て探索する能力が消費者に与えられる。消費者は、ここでは全体
的に製品及びサービスを指す商品を探索することが許される。消費者により入力された探
索問合せ又は構造化された要求に含まれたパラメータに基づいて、位置に基づくサービス
システム１０は、最も適切に一致する消費者要求を識別しそしてそれに応答する。同様に
、これらの一致は、潜在的な顧客が各商品又はサービスを購入したり、或いはその企業の
場所を訪れたりするように引き付けるために、広告主により使用される特殊な商談提案又
は取引を含むのが好ましい。
【０１８８】
　図１３を参照すれば、ステップ５００において、使用するアクセス方法に基づいて、消
費者は、自分の遠隔端末１２、４０を使用し、位置に基づくサービスシステム１０におけ
る特定の商品又はサービスの取引に対する要求又は問合せを提出する。この探索要求は、
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次いで、ステップ５０２に示すように、位置に基づくサービスシステム１０により処理さ
る。ステップ５０４では、位置に基づくサービスシステム１０は、探索要求に対する応答
に有効な探索結果が見つかるかどうか決定する。位置に基づくサービスシステム１０によ
り有効な探索結果が生成された場合には、ステップ５０６に示すように、その探索結果が
消費者に送信されて遠隔端末１２、４０に表示される。有効な探索結果が得られない場合
には、ステップ５０８に示すように、消費者は、それらの探索の改善を許可することによ
り別の探索を入力するように促されるか、或いは位置に基づくサービスシステム１０から
退出することが許される。
【０１８９】
　上述したように、有効な探索結果が得られた場合には、その探索結果が遠隔端末１２、
４０に表示される。消費者には、遠隔端末１２、４０を使用して、一致した一覧の各々に
関する詳細を再検討できるようになる。上述したように、一覧は、消費者の入力に応答す
る特殊な取引又は商談の提案を含んでいることが好ましい。例えば、消費者が「私の現在
位置の付近で今夜ディナーの特別料理を取る人は誰ですか?(Who has a dinner special n
ear my present location tonight?)」という探索要求を入力する。この探索要求に応答
して、位置に基づくサービスシステム１０は、「アトランタのダウンタウンのタバーンレ
ストラン・アンド・バーは、ディナーの購入に対しアメリカン・エクスプレス・カードを
使用した場合に合計ディナー購入額＄４０以上だと＄１５割り引くことを提供している。
商談番号１０７８９と言って下さい。(The Tavern Restaurant and Bar in downtown Atl
anta is offering you $15 off of your total dinner purchase of $40 or more with t
he use of your American Express Card for your dinner purchase.  Please mention o
ffer 10789.)」のような応答を生成する。もちろん、遠隔端末１２、４０のディスプレイ
にメニューフォーマットで２つ以上の応答又は商談が提示されてもよいし、或いは音声コ
マンドの場合には、消費者は、遠隔端末上のキー又は別の入力装置、並びに音声コマンド
を使用して、音声合成サーバー３３によりリスト又はメニューフォーマットで提示された
商談を選択することもできる。
【０１９０】
　オペレーション中に、消費者が探索要求を行ったときには、各探索要求に含まれた情報
が、好ましくは、位置に基づくサービスシステム１０内の使用データファイル６０に捕獲
されそして記憶される。各探索要求に対して生成される応答も、追跡の目的で捕獲され記
憶される。使用データファイル６０に捕獲され記憶された情報は、次のものを含むが、こ
れらに限定されない。キャンペーン番号又は識別子；商店主の名前；消費者の名前（又は
エンコードＩＤ）；消費者の無線番号（又はエンコードＩＤ）；キャンペーンコード；日
付；時間；要求を発するときの消費者の地理的位置；及び商談番号である。
【０１９１】
　企業又は商談が消費者に表示された後に、ステップ５１０において、消費者には、特定
の営業一覧又は商談を選択するオプションが与えられる。消費者が特定の営業一覧又は商
談を選択しない場合には、ステップ５０８で示されたように、別の探索を行えることがで
きるか、又は位置に基づくサービスシステム１０から退出する。消費者が、ユーザに提示
された一覧において営業一覧又は商談を選択した場合には、ステップ５１２に示すように
、位置に基づくサービスシステム１０は、その企業一覧又は商談を、使用データファイル
６０において消費者に関連したパーソナルリストに保存する。又、位置に基づくサービス
システム１０は、消費者の選択に関する情報を、その選択された企業に関連した使用デー
タファイル６０に保存し、その選択された企業に、消費者の購入又は要求について通知で
きるようにする。
【０１９２】
　図１４を参照すれば、本発明の１つの好ましい実施形態において、ステップ５２０で示
すように、消費者は、提示された営業一覧又は商談の提案を行った企業の場所に行く。妥
当な場合、ステップ５２２において、消費者は、位置に基づくサービスシステム１０にお
いて最初にコンタクトしたときに生成された商談番号を企業に提示する。ステップ５２４
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では、企業は、その商談番号が与えられた場合又は必要な場合に、企業遠隔端末４６にお
いて商談番号に関連した情報を探すことにより確認する。企業遠隔端末４６は、商談を確
認するために使用データファイル６０にアクセスし、商談の正確な性質及びその商談に基
づいて、消費者にどのようなサービス又は商品を提供すべきかを決定する。
【０１９３】
　商談番号が承認された後、次に、消費者は、そのアイテムについて支払を指定の電子支
払カードで済まして購入プロセスを完了する（ステップ５２６）。消費者が電子支払カー
ドで購入トランザクションを完了すると、ステップ５２８に示すように、情報が捕獲され
、そして支払のためにカード発行者へ送信される。この時点で、企業に対しては各商品又
はサービスの支払がなされおり、消費者は各商品又はサービスを受け取ることができる。
別の実施形態において、特に、消費者が企業の場所を訪問する必要がない場合、遠隔端末
１２、４０により全トランザクションを完了することができる。
【０１９４】
　ステップ５３０に示すように、位置に基づくサービスシステム１０は、カードデータフ
ァイル内のカードデータを、好ましくは周期的なバッチプロセスでカードデータベース５
３２へ送信する。次に、ステップ５３４において、カードデータが、位置に基づくサービ
スシステム１０により、カードデータベース５３２からダウンロードされ、次いで、ステ
ップ５３６において使用データファイル６０へアップロードされる。電子カードデータ内
に見られる重要な情報は、次のものを含むが、それらに限定されない。カード番号；商店
主コード；商店主の名前；商店主のアドレス；トランザクション形式；消費者の名前；購
入アイテム又はサービス；購入量；購入日；及び購入時間である。
【０１９５】
　図１３を参照すると、ステップ５１２において、特に示されていないが、消費者が営業
一覧の商談を選択すると、消費者は、予め決められたアドレスに、配送又は提供される商
品又はサービスを受けるように構成することもできる。位置に基づくサービスシステム１
０を使用して購入される幾つかの商品又はサービスは、消費者が企業の位置へ出向いてト
ランザクションを完了することを必要としない。しかしながら、ほとんどの消費者が、消
費者の地理的位置内で特別ディナーを出すレストランや、特定アイテムに関する特売品を
出す店を探索するように、企業の位置へ出向いて行ってトランザクションを完了すること
が考えられる。
【０１９６】
　図１５を参照すれば、広告有効性アプリケーション５４０により実行される好ましいス
テップが図１４に示されている。広告有効性アプリケーション５４０は、位置に基づくサ
ービスシステム１０の企業データファイル５６及び使用データファイル６０を使用して、
位置に基づく広告キャンペーンの有効性に関連した分析を生成する。この分析は、「アト
ランタのダウンタウンエリアで何人の人が私のキャンペーンを受け取ったか?(How many p
eople received my campaign in the downtown area of Atlanta?)」といった質問に対処
することができる。広告主に与えられる情報は、位置に基づくサービスシステム１０で生
成された広告キャンペーンの結果を定量化する洞察力を与える。
【０１９７】
　ユーザは、最初に、探索に使用される入力変数を決定して入力しなければならず、これ
は、企業遠隔端末４６を使用してウェブ型インターフェイスを経て行われるのが好ましい
。探索問合せが入力されると、それを使用して、企業データファイル５６及び使用データ
のデータベース６０に記憶されたデータを検索しそして閲覧する。広告有効性アプリケー
ション５４０は、企業データファイル５６及び使用データのデータベース６０からデータ
を検索し、ユーザにより入力された要求パラメータに一致させる。次に、広告有効性アプ
リケーション５４０は、探索結果を使用分析ユーザインターフェイス５４２へ転送し、得
られた探索応答が企業遠隔端末４６のウェブブラウザを経て表示される。
【０１９８】
　図１４を参照すれば、オペレーション中に、企業遠隔端末４６のユーザは、使用分析ユ
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ーザインターフェイス５４２から探索問合せエントリーフォームを受け取る。探索問合せ
エントリーフォームは、使用分析ユーザインターフェイス５４２に関連した広告有効性ル
ーチン５４４から生成されるのが好ましい。ユーザが探索パラメータを問合せエントリー
フォームのフィールドに入力すると、探索要求が企業遠隔端末４６から広告主ポータル５
０へ送信される。次いで、探索要求は、データアクセス要素６４へ向けられ、これは、企
業データファイル５６及び使用データファイル６０を探索して、探索要求に対して規定さ
れた基準に一致する探索結果を検索する。この探索結果は、これを種々の異なる形式のデ
ータフォームに再フォーマットすることのできるデータスコアリングアプリケーション５
４６に向けられる。
【０１９９】
　図１に示すように、本発明の好ましい実施形態では、位置に基づくアプリケーションサ
ーバー２８にコンテンツファイル５２が配置される。従って、特に示されていないが、広
告有効性アプリケーション５４０は、位置に基づくアプリケーションサーバー２８にアク
セスして希望の情報を検索しなければならない。更に、データアクセス要素６４は、位置
に基づくアプリケーションサーバー２８に配置されるのが好ましい。従って、広告有効性
アプリケーション５４０は、好ましくは、探索要求を生成し、これがデータアクセス要素
６４へ送信され、次いで、該要素は、位置に基づくアプリケーションサーバー２８におい
て探索を実際に遂行する。しかしながら、本発明の他の好ましい実施形態では、コンテン
ツファイル５２を広告主ポータル５０においてミラー構成にすることができ、そして全て
のプロセスをその位置において実行することもできる。
【０２００】
　探索結果が適切なフォーマットに入れられると、広告有効性ルーチン５４４は、使用分
析ユーザインターフェイス５４２を使用して、企業遠隔端末４６で閲覧することのできる
出力を生成する。企業遠隔端末４６上のウェブブラウザを使用して結果が与えられるのが
好ましいが、結果を与える他の方法も使用される。探索結果は、番号、グラフ、チャート
、映像、又は分析結果を与える他の方法を使用して、表示することができる。
【０２０１】
　広告有効性アプリケーション５４０内に使用される入力の一覧（最小限）は、次のもの
を含むが、必ずしもこれらに限定されない。各広告キャンペーン；人口統計学的情報；日
付又は時間周期；位置情報；カテゴリー；一覧カテゴリーの形式；競合一覧カテゴリー；
及びキーワード入力である。ユーザが受け取るフィードバックの形式は、例えば、次のも
のを含む（しかし、必ずしもこれらに限定されない）。到達する顧客の数の尺度；広告又
は一覧の頻度；広告一覧頻度をカテゴリーと比較する競合分析；インプレッション当りの
コスト；最上位３つの人口統計学的区分により到達する顧客の数；並びに１）人口統計学
的情報（性別、年齢、民族、婚姻状態、子供、収入、特別な関心事、趣味、学歴、出身地
、及び車の所有）；２）ターゲット市場（都市及び州）；及び３）位置（経歴的対話時の
アドレス及び位置）である。
【０２０２】
　商店主／広告主がキャンペーン又は取引の商談の成功を決定するために、広告主は、位
置に基づくサービスシステム１０内の広告主ポータル５０にアクセスする。次いで、広告
主は、使用分析ユーザインターフェイス５４２及び広告有効性ルーチン５４４を使用して
、いかに多くの人々が取引又は特殊な商談に応答するか決定する。
【０２０３】
　探索問合せに対する情報を選択して送付すると、企業は、企業コンテンツデータベース
５２に記憶された広告キャンペーンデータを探査及び探索することができる。位置に基づ
くサービスシステム１０は、使用データファイル６０からデータを検索して、ユーザによ
り入力された要求パラメータに一致させる。次いで、システムは、それにより得られた応
答を、ウェブブラウザを経て表示する。ユーザが受け取るフィードバックの形式は、次の
ものを含むが、これらに限定されない。到達する顧客の数の尺度；追跡された販売の量；
追跡された販売の数；広告主一覧販売をカテゴリー販売と比較する競合分析；販売当りの
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別、年齢、民族、婚姻状態、子供、収入、特別な関心事、趣味、学歴、出身地、及び車の
所有）；ターゲット市場；都市；州；位置；アドレス；及び対話時点の位置である。
【０２０４】
　以上、現在最良であると知られている動作モード及び実施形態において本発明を説明し
たが、当業者であれば、本発明の他のモード、実施形態及び効果も明らかであろう。
【図面の簡単な説明】
【０２０５】
【図１】位置に基づくサービスシステムの好ましい実施形態を示す図である。
【図２】構造化された要求を処理するときに位置に基づくアプリケーションサーバーによ
り実行されるプロセスステップを示すフローチャートである。
【図３】ユーザ要求がなされて音声認識アプリケーションへ入力として与えられる種々の
方法を示す図である。
【図４】図３に示すユーザ要求のワードに関連した文法を示す図である。
【図５】ユーザ要求からの文法を１組の文法までいかに一般化するかを示す図である。
【図６】図３に示すユーザ要求から各ワードが入る文法カテゴリーを示す図である。
【図７】位置に基づくサービスシステムにおいて広告キャンペーン及び営業一覧を管理し
、生成し、及び編集するための好ましい方法及びシステムを示す図である。
【図８】位置に基づくサービスシステムにおいて使用情報を探索するための好ましい方法
を示す図である。
【図９】位置に基づくサービスシステムに対する好ましい広告有効性アプリケーションを
示す図である。
【図１０】位置に基づくサービスシステムに対する好ましい予想モデリングアプリケーシ
ョンを示す図である。
【図１１】コール失敗を決定しそしてルーティングするためのシステムを伴う位置に基づ
くサービスシステムの好ましい実施形態を示す図である。
【図１２】位置に基づくサービスシステムにおいてコール失敗を決定しそしてルーティン
グするために実行される好ましい方法ステップを示す図である。
【図１３】位置に基づくサービスシステムにおいて商談の提案及び購入を追跡するための
好ましい方法を示す図である。
【図１４】トランザクションを完了しそしてそのトランザクションに関するデータを記憶
するための好ましい方法を示す図である。
【図１５】好ましい広告有効性アプリケーションを示す図である。
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