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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　複数のインターネット対応モバイル装置の各々とインターネットを介して接続可能なサ
ーバコンピュータと、前記サーバコンピュータがアクセス可能なデータベースサブシステ
ムとからなるシステムにおいて、モバイルシステムユーザについての状態情報を、複数の
システムユーザのうちの選択された人と共有する、コンピュータ実施の方法であって、
　前記複数のインターネット対応モバイル装置の各々が備えるデータエントリインターフ
ェースの場所入力部、行動入力部、及び、期間入力部に、モバイルシステムユーザの現在
または将来の場所を自己申告する場所情報と、前記ユーザの現在または将来の行動を示す
行動情報と、前記ユーザの前記行動情報が有効である期間を示す情報とを、前記状態情報
として、前記ユーザによって手動で入力させて取り込む工程と、
　前記インターネット対応モバイル装置から前記サーバコンピュータにユーザの状態情報
を送信する工程と、
　前記サーバコンピュータは、前記インターネット対応モバイル装置から受信したユーザ
の状態情報を前記データベースサブシステムに記憶させる工程と、
を有し、
　前記サーバコンピュータに送信されるユーザの状態情報は、前記ユーザの状態情報に対
するアクセス権を有するユーザを特定するデータを含まず、
　前記データベースサブシステムは、複数のユーザのうち、第１のユーザの記憶された状
態情報へのアクセスを認めるアクセス権を有する第２のユーザを特定するデータを有し、
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　前記第２のユーザのモバイル装置が、前記データエントリインターフェースを用いて入
力された前記第２のユーザの最新の状態情報を取り込んで前記サーバコンピュータに送信
し前記データベースサブシステムに記憶された状態情報を更新すると、前記サーバコンピ
ュータは、自動的に、前記アクセス権に基づいて、複数のユーザのうち、前記第１のユー
ザの状態情報を前記データベースサブシステムから抽出し、前記第２のユーザのモバイル
装置に表示させる工程を更に有することを特徴とする方法。
【請求項２】
　前記サーバコンピュータにおいて、前記第２のユーザの状態情報を、売り手より予め受
信した基準と比較し、前記第２のユーザの状態情報が前記基準を満足する場合、前記第２
のユーザのモバイル装置に、前記第１のユーザの状態情報と共に、商業上の売り込みを表
示することを特徴とする請求項１に記載の方法。
【請求項３】
　前記場所情報は、前記ユーザが前記モバイル装置に表示された地図の上をタップするこ
とによって前記ユーザのモバイル装置に入力されることを特徴とする請求項１に記載の方
法。
【請求項４】
　前記場所情報は、前記ユーザが前記モバイル装置に表示されたメニューから選択するこ
とによって、前記ユーザのモバイル装置に入力されることを特徴とする請求項１に記載の
方法。
【請求項５】
　前記場所情報は、自動位置測定技術の支援によって、前記ユーザのモバイル装置に入力
されることを特徴とする請求項１または４に記載の方法。
【請求項６】
　複数のインターネット対応モバイル装置と、
　前記複数のインターネット対応モバイル装置の各々とインターネットを介して通信可能
なサーバコンピュータと、
　前記サーバコンピュータがアクセス可能なデータベースサブシステムと、
を有するコンピュータシステムであって、
　前記複数のインターネット対応モバイル装置の各々は、
　　ユーザによる入力を要請するデータエントリインターフェースであって、前記ユーザ
の現在または将来の場所を自己申告する場所情報を入力する場所入力部と、前記ユーザの
現在または将来の行動を示す行動情報を入力する行動入力部と、前記ユーザの前記行動情
報が有効である期間を示す情報を入力する期間入力部を有し、入力された場所情報、行動
情報、及び、前記行動情報が有効である期間を示す情報を、状態情報として、前記サーバ
コンピュータに送信するデータエントリインターフェースを有し、
　前記サーバコンピュータは、
　　前記インターネット対応モバイル装置から受信したユーザの状態情報を前記データベ
ースサブシステムに記憶させ、
　前記サーバコンピュータに送信されるユーザの状態情報は、前記ユーザの状態情報に対
するアクセス権を有するユーザを特定するデータを含まず、
　前記データベースサブシステムは、
　　複数のユーザのうち、前記データベースサブシステムに記憶された第１のユーザの状
態情報へのアクセスを認めるアクセス権を有する第２のユーザを特定するデータを有し、
　前記第２のユーザがモバイル装置のデータエントリインターフェースを介して最新の状
態情報を入力した後、前記第２のユーザのモバイル装置が、入力された最新の状態情報を
取り込んで前記サーバコンピュータに送信し前記データベースサブシステムに記憶された
状態情報を更新すると、前記サーバコンピュータは、自動的に、前記アクセス権に基づい
て、複数のユーザのうち、前記第１のユーザの状態情報を前記データベースサブシステム
から抽出し、前記第２のユーザのモバイル装置に表示させることを特徴とするコンピュー
タシステム。
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【請求項７】
　前記サーバコンピュータは、前記第２のユーザの状態情報を、売り手より予め受信した
基準と比較し、前記第２のユーザの状態情報が前記基準を満足する場合、前記第２のユー
ザのモバイル装置に、前記第１のユーザの状態情報と共に、商業上の売り込みを表示させ
ることを特徴とする請求項６記載のコンピュータシステム。
【発明の詳細な説明】
【０００１】
　関連出願の参照
　本出願は、１９９９年１２月１４日に出願された本発明と同一の発明者ジャンジによる
「モバイルインターネットユーザ間で通信するための改良されたシステム」と題され先に
出願された仮出願、すなわち仮出願第６０／１７０，８４４号からの優先権を主張する。
そして、上記仮出願は、本出願に関連文献として取り込まれている。優先権は、２０００
年６月７日に出願されたアメリカ特許出願第０９／５８９，６８４号と、２０００年６月
７日に出願されたアメリカ特許出願第０９／５８９，６８５号とからも主張され、両出願
の内容は、本出願に関連文献として取り込まれている。
【０００２】
　【発明の属する技術分野】
　本発明は、モバイルインターネットユーザの間での通信を容易とし、且つ通信された情
報用に調整された電子商取引を容易とするシステム及び方法に関する。特に、本発明は、
ユーザの身元及びプロフィール、ユーザの状態、ユーザの現在及び将来・予定の行動、ユ
ーザの現在及び将来・予定の場所、及び時間帯を考慮するように、インターネット対応モ
バイル装置のユーザを通信可能とする技術に関する。さらに、本発明は、ユーザの通信情
報及び行動プロフィールに基づいたより有効な方法で、売り手が商品及びサービスを販売
できる技術に関する。
【０００３】
　【従来の技術】
　インターネットがより容認されて有用となっているので、携帯電話、ラップトップコン
ピュータ、パーソナルディジタルアシスタント（ＰＤＡ）、ページャ等のモバイル装置に
、ワイヤレスインターネット機能を装備させることに相当の関心が存在している。電子メ
ール及びウェブサーチエンジンへのアクセスは、ユーザがデスクトップインターネット端
末から離れていながらもアクセスを希望する２つのインターネットアプリケーションとし
て頻繁に挙げられる。製造業者は、ワイヤレスインターネット市場に関心を向けているの
で、連盟や標準は、インターネットのパワーをモバイル装置のワイヤレス及びミニチュア
世界にもたらすように進化している。例えば、ワイヤレスアプリケーションプロトコル（
ＷＡＰ）やモバイルインターネット（モバイルＩＰ）等の技術的な提案は、最近の報道で
多くの関心を引いている。
【０００４】
　ワイヤレスモバイルインターネット領域は、成長段階にあり、且つ市場の浸透はかなり
遅いので、現在の関心の多くは、ワイヤレス媒体を介した許容可能なデータ伝送速度、デ
ータの安全性、及び信頼性を達成する際に伴う問題点に向けられている。また、ユーザが
デスクトップ端末で長期に亘り楽しんできたデスクトップタイプのアプリケーションを典
型的なモバイル装置の小さなスクリーンに移動させる際の問題点にも向けられている。し
かしながら、ワイヤレスインターネットアクセスの他の重大な影響、特に机に固定されて
移動しないインターネットユーザにあてはまらない影響への関心が低下している。
【０００５】
　本発明者は、ワイヤレスインターネットコンピュータ処理の１つの結果が、モバイルユ
ーザは日中あちらこちらと移動するのでその場所が時間と共にダイナミックに変化すると
推論した。モバイルユーザは、インターネットに携帯モバイル装置によってアクセスする
ので、モバイルユーザは、基本的には、インターネットの全てを移動に伴い持ち運んでい
る。従って、ワイヤレスモバイルインターネットアクセスは、静止したデスクトップイン
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ターネットアクセスに適用されるものとは全く異なる広範囲のアプリケーションに対して
可能である。適切なモバイルインターネットアクセスによって、ユーザは、自分の情報を
インターネットに向けて容易に更新でき、インターネットを利用して例えば他のユーザに
関する情報を検索できる。モバイルインターネットユーザに対して、時間及び場所は、た
いへん重要な通信履歴になる。
【０００６】
　更に、モバイルユーザは、机上のものよりも、ワイヤレスインターネットアクセスを、
日常の作業と一体化された方法で利用する。携帯インターネットアクセス装置の小さなサ
イズ、利便性、携帯可能性のために、モバイルユーザが、インターネットテクノロジを以
前は単に可能でなかった方法で日常の行動へと統合することが予測される。例えば、イン
ターネット対応携帯電話を使用するユーザは、買い物、通勤、食事、都市の散策等をしな
がらインターネットにアクセスすることがある。モバイルインターネットユーザは、日々
の雑用を処理しつつ移動しながらも、インターネットにアクセスして、情報を受信したり
、通信したり、電子商取引に従事したりする。対照的に、机にいるユーザの多くは、イン
ターネットアクセスの移動が無いために、自宅や職場にいるとき、またはデスクトップ端
末を介したインターネットアクセスがある場所でのみのインターネットのアクセスに制限
される。
【０００７】
　ワイヤレスモバイルインターネットでの最も挑戦的でありながらも潜在的に有効な２つ
の分野は、モバイルユーザの調整と電子商取引とである。モバイルユーザの調整は、各モ
バイルインターネットユーザ間での時間依存、行動依存、場所依存の調整を指し、現在又
は将来のいずれかの時間のおいてある行動に参加したり、又はある目標を達成するために
モバイルユーザが調整を可能にしている。一例として、モバイルインターネットユーザは
、選ばれた友人と即座に集まることの調整を希望したり、インターネットを使用して、友
人の都合、現在の場所、現在の・予定の行動に関する情報を集めて、特定の場所で特定の
時間に会うように友人を誘うことを希望することがある。他の例として、モバイルインタ
ーネットユーザは、将来特定の場所にいて他の人にその場所で会うように誘ったり又は指
示することを計画していることを表すことがある。さらなる例として、モバイルインター
ネットユーザは、特定の場所で特定の時間（近い将来又は将来のある時間）にある行動（
買い物やテニス等）に対して関心を持ち、インターネットを使用してその意図を掲示し、
選ばれた人又は関心のある誰かのいずれかに参加するように誘うことがある。
【０００８】
　ユーザの場所や行動情報に基づいた電子商取引は、売り手の関心が高いもう１つの分野
である。ユーザの現在、過去、将来の行動及び場所とが分かれば、かかる情報と、ユーザ
の行動や購入のプロフィールとによって、売り手は、より正確に商品やサービスの提供を
調整でき、かかる提供をユーザに知らせて購買のチャンスを拡大させることができる。
【０００９】
　【発明が解決しようとする課題】
　現在の技術において、ユーザは、電子メールを使用して他人にその調整の取り組みを通
知しようとしている。しかしながら、電子メールがモバイルインターネットユーザによっ
て広範囲にアクセス可能になっても、モバイルユーザが調整目的で電子メールを使用する
ことには問題がある。例えば、電子メールは、ユーザが都合の良いときにのみに電子メー
ルに関心を寄せられるという事実に、その人気の一因がある。残りの時間、受信したメー
ルは、受信者のメールボックスの中で辛抱強く待機していて、読まれるのを待っている。
しかし、この使用方法は、場所に依存し且つ時間の経過と共に価値が損なわれるイベント
のモバイルユーザの調整には適さない。受信者がメールを読むころまでには、イベントの
時間が既に終わってしまうことがある。さらに、電子メールは「プッシュ」媒体であり、
受信者の日常の作業に割り込んでくるものである。これは、特に、電子メールが届くと直
ちに音（ベル）によって通知することを希望する携帯電話ユーザにとっては不都合である
。
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【００１０】
　更に、電子メール通信は、受信者が送信者によって送られてくる情報を受信して検討す
ることを望んでいると思われる場合には鬱陶しい。実際には、今日、たいていのインター
ネットユーザには電子メールが殺到し、その多くが善意であるが、その全てが、検討して
返答するために相当の時間を毎日必要としている。ユーザは、これを不快と思っている。
多数のユーザにとって、返信は、手動又は自動で電子メールをフィルタにかけることであ
る。故に、緊急の電子メール（例えば上司、家族、仕事関係等のもの）だけに関心が寄せ
られ、残りは都合の良い時間（１日の終わりや週末など）まで無視される。同様に、この
使用方法も、場所が特別で時間に左右されるイベントに関係するモバイルユーザの調整の
ニーズには向いていない。
【００１１】
　更に、ユーザが電子メールを送信しなかったり又は返信しない場合、電子メール通信は
、人が他人を邪魔せずに、都合や、現在の場所、モード、予定の行動、将来の場所等を尋
ねることを認めない。一例として、ユーザは、電子メールを送らずに又は返信を要求せず
に、別のユーザの現在の場所や都合について問い合わせることができない。また、他のユ
ーザからの返信を要求する場合でも、ユーザは、忙しかったり、問い合わせに対する理由
に関心がないこともある。
【００１２】
　さらに、電子メールのコンテンツは、フリーフォームとなる傾向があり、故に、売り手
が、電子メールに含まれる情報を簡単に利用して、ユーザの場所、現在及び目的の行動等
を判定することは難しい。かかる情報は、売り手にとっては大きな関心であるので、フリ
ーフォームの電子メールから上記情報を突き止める難しさは、問題である。さらに、電子
メールのフリーフォームは、モバイルインターネットユーザ用の通信ツールとしての電子
メールを不便なものにしている。これは、たいていのモバイルインターネットユーザが、
今日のたいていのモバイルインターネット装置に備えられている小型キーボードや手書き
認識パッドに、フリーフォームのデータを入力することを嫌っているからである。
【００１３】
　モバイルインターネットユーザに時間相関場所情報を提供するニーズについては、ユー
ザの現在の場所は、全地球測位システム（ＧＰＳ）などの位置測定技術を使用して追跡で
きる。実際、ＧＰＳ回路は、将来モバイルインターネット装置に組み込むことが提案され
ている。しかし、この提案には問題がある。１つには、ＧＰＳの追跡は、ＧＰＳ対応モバ
イルインターネット装置のユーザのプライバシを深刻に脅かす。なぜならば、これは、即
座にユーザを追跡することを可能にするからである。たいていのユーザにとって、一日中
追跡されているのと等しく、歓迎されない介入である。ＧＰＳ技術のモバイルインターネ
ット装置への集積は、モバイルインターネット装置と、かかる装置を操作する伝送ネット
ワークとの両方に対して、さらなる電力条件、複雑な回路、及びコストの問題を伴う。モ
バイルインターネット装置は、そのサポートインフラストラクチャと同様に、今日ＧＰＳ
対応ではない。よって、相当数のユーザとサービスプロバイダとが設備を更新してＧＰＳ
と共に機能するようになるまでは、ＧＰＳ技術に基づいたサービスの提供は、可能ではな
い。
【００１４】
　さらに、ＧＰＳ等の位置測定技術は、あるユーザの現在の場所を追跡するが、ユーザの
現在の行動、将来の行動、ある時点での予定された将来の場所、参加する可能性・意志に
ついての情報は利用できない。しかし、モバイルユーザ調整アプリケーションにおいて役
立つ情報もある。
【００１５】
　グループカレンダプログラムは、モバイルユーザを調整するために考えられた別のクラ
スのデスクトップアプリケーションプログラムである。しかし、たいていのグループカレ
ンダプログラムは、小規模で閉じたグループ、即ち、ビジネスの従業員などの特定の目的
のために、メンバが分かっていて予め形成されたグループを対象としている。利用可能な
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グループカレンダプログラムは、大抵、ユーザの数と身元とが事前に分からず、また提案
される行動の範囲が無限であるインターネットを介しての使用に対して適応しにくい。例
えば、たいていのグループカレンダプログラムは、未知のユーザがサインオンして検索を
実行できたり、またはユーザが自身についての情報の各項目に対してのプライバシの設定
を制御可能とするようには適応していない。他の例として、グループカレンダは、ユーザ
が他人のカレンダについての情報を掲示することによって機能する傾向があり、実際には
、たいていのグループカレンダは、グループのサイズが大きすぎて、記入されたイベント
の純粋な容量がたいていのユーザを圧倒してしまうときには、管理不能になる（スパムメ
ールの問題と同様な問題を生じさせる）。このパラダイムも、たいていのモバイルインタ
ーネット装置の小さなスクリーンでは十分に機能しない傾向がある。
【００１６】
　さらに、カレンダプログラムは、ユーザによって使用されてユーザの日時及び行動を計
画する傾向があり、その多くが個人的な行動に関係して他のユーザを含まない。故に、た
いていの記録は、モバイルユーザ調整アプリケーション（これは、設計によってモバイル
ユーザ間での情報の共有を目的とする）での使用には不向きである。また、（他人によっ
て参加者を誘うように設計された掲示情報に対する）毎日のカレンダ情報は、ほとんどの
ユーザによってかなりプライベートであると考えられるので、ユーザは、かかる情報を他
人に開示するのはためらう傾向がある（これは、今日のかかるプログラムの使用の相対的
な不足を部分的に説明している。このプログラムが使用されるところでは、小規模のお互
いに知っているグループの間での業務目的や業務関連入力に限られる）。大抵の人は、大
抵のプライバシをカレンダに記入して関連させる傾向があるので、売り手による商品及び
サービスの販売を目的としてカレンダ情報を使用すると、ユーザ間にマイナスの反応を挑
発させてしまうことがある。
【００１７】
　複数のカレンダを維持する事例がある。その１つは、パブリック・セミパブリックアク
セス用に指定されたものであり、故に、他のユーザは、自分たちが参加を希望するか否か
を決定するために、カレンダに記入された情報を検討できる。しかし、かかる解決策は、
実用的でない傾向がある。それは、ユーザは、大抵、カレンダの使用の目標が、結局は１
日の行動を計画する目的で１の場所に情報を集中させることであるために、この目的のた
めに使用するカレンダの記録を維持したくないからである。
【００１８】
　更に、大抵のグループカレンダプログラムは、本来の特徴が常に変化する場所であるモ
バイルインターネットユーザのニーズには適さない。これは、グループカレンダプログラ
ムが主にデスクトップインターネットユーザ用に開発されてきたので驚くことではない。
さらに、大抵のグループカレンダプログラムも、型のないデータ入力を伴い、これは、モ
バイルインターネットユーザにとって魅力のない傾向である。このモバイルインターネッ
トユーザは、最初に言及したように、モバイルインターネット装置の限られたスクリーン
及びキーボード・手書き認識パッドで苦労しなければならない。さらに、現在利用可能な
グループカレンダプログラムは、デスクトップコンピュータ用に開発され、動作のために
多くのメモリ、永久記憶装置、プロセシングパワーを必要とする傾向がある。これらのプ
ログラムの多くは、デスクトップコンピュータに永久的に保存される実行コードとして存
在する。永久及びランダムアクセスメモリは、コンピュータのパワー及びバッテリの寿命
と同様に、モバイルインターネット装置においては限られたリソースである。故に、現世
代のグループカレンダプログラムを、モバイルインターネット装置での使用には不適切な
ものになっている。インスタントメッセージングは、インターネットアクセスがデスクト
ップ端末を介して主に行われた時に開発された技術であり、多数の同様な問題点を有して
いる。インターネットメッセージングによって、ユーザの現在の行動及び対応状況を他の
ユーザに通知できる。しかし、現在実施されているようなインスタントメッセージングは
、ユーザのモバイル特性（ユーザがモバイルインターネット装置によって無線でインター
ネットにアクセスするとき等）や、インスタントメッセージングに伴う行動の時間に依存
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する性質を考慮していない。例えば、インスタントメッセージングには、ユーザが他人を
所定の場所で将来の所定の時間に発生する予定の行動に誘える機能は無い。インスタント
メッセージングアプリケーションも、実行コードのダウンロードと、少ない消費電力、少
ない処理及びメモリリソースでより多くのことを実行しようと常時挑戦しているモバイル
インターネットユーザによって大抵は歓迎されない条件を必要としている。
【００１９】
　これらの問題点のために、デスクトップインターネットアクセスがアクセスの優れたモ
ードであるときに開発されたこれらの技術は、モバイルインターネットユーザのニーズに
は機能しない。電子商取引に対するフロントエンドとしても、この技術は、多くの問題点
を有する。上記の問題点に鑑みて、行動を調整する目的でモバイルインターネットユーザ
が通信でき、さらに売り手が、商品及びサービスを広告する間に、ユーザの身元及び行動
・ショッピングプロフィール、ユーザの状態、ユーザの現在及び将来・予定の行動、ユー
ザの現在及び将来・予定の場所、及び時間を利用できる技術に改善が望まれている。
【００２０】
　【課題を解決するための手段】
　本発明は、一実施例において、インターネットを介して実行されて、モバイルインター
ネット装置のユーザとインターネットを介して通信する他のユーザとの間で行動を調整す
るコンピュータの実行方法に関係する。この方法は、ユーザからモバイルインターネット
装置を介してイベントに関する行動情報を受信する行程を含む。この行動は、行動情報が
受信される時と重なる時間帯に発生する行動に関係する。この方法は、さらに、インター
ネットに接続されたバックエンドデータベースに行動情報を送信する行程を含み、バック
エンドデータベースはモバイルインターネット装置からリモートしている。この方法は、
更に、行動情報をインターネットを介して少なくとも一人の受信者にアクセス可能にする
行程を含む。この受信者は、インターネットに接続され、且つユーザを含むイベントに関
係する情報へのアクセス権を有するユーザの一部である。
【００２１】
　本発明は、更に、他の実施例において、第１のモバイルインターネット装置のユーザと
インターネットを介して通信する他のユーザとの間で行動を調整するコンピュータ制御シ
ステムに関する。このコンピュータ制御システムは、インターネットに接続されたサーバ
装置を有する。サーバ装置は、第１のコード及び第２のコードを含む。第１のコードは、
第１のモバイルインターネット装置でのウェッブベースのパラダイムを使用する第１のア
プリケーションプログラムを実行するように構成されている。第１のアプリケーションプ
ログラムは、サーバ装置から第１のインターネット装置に送信される第１のコードによっ
て実行される。第１のアプリケーションプログラムは、行動に関する行動情報をユーザか
ら受信する。この行動は、行動情報が受信される時間と重なる時間帯に生じる行動に関係
する。このコンピュータ制御システムは、サーバ装置に接続されたバックエンドデータベ
ースを有する。バックエンドデータベースは、インターネットを介して第１のアプリケー
ションプログラムと通信するように構成されている。バックエンドデータベースは、第１
のアプリケーションプログラムから行動情報を受信するように構成されている。バックエ
ンドデータベースは、第１のモバイルインターネット装置からリモートしている。第２の
コードは、第２のモバイルインターネット装置でウェッブベースのデータベースを使用す
る第２のアプリケーションプログラムを実行するように構成されている。第２のアプリケ
ーションプログラムは、サーバ装置から第２のモバイルインターネット装置に送信される
第２のコードによって実行される。第２のアプリケーションプログラムは、行動情報を受
信者に第２のモバイルインターネット装置を介して提供するように構成されている。受信
者は、インターネットに接続されるとともにユーザに関わるイベントに関する情報へのア
クセス権を有する一部のユーザである。
【００２２】
　本発明は、一実施例において、インターネットを介して実行されて、モバイルインター
ネット装置のユーザとインターネットを介して通信する他のユーザとの間で将来のイベン
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トを調整するコンピュータの実行方法に関する。この方法は、ユーザからモバイルインタ
ーネット装置を介して将来のイベントに関する将来の行動情報を受信する行程を含む。将
来の行動は、将来の行動情報が受信される時に対する将来の時間に発生する行動に関係す
るものである。この方法は、更に、インターネットに接続されたバックエンドデータベー
スに将来の行動情報を送信する行程を含み、このバックエンドデータベースはモバイルイ
ンターネット装置からリモートしている。この方法は、更に、将来の行動情報をインター
ネットを介して少なくとも一人の受信者にアクセス可能にする行程を含む。受信者は、イ
ンターネットに接続されるとともにユーザを含む将来のイベントに関係する情報へのアク
セス権を有するユーザの一部である。
【００２３】
　本発明は、他の実施例において、第１のモバイルインターネット装置のユーザとインタ
ーネットを介して通信する他のユーザとの間で将来のイベントを調整するコンピュータ制
御システムに関する。このコンピュータ制御システムは、インターネットに接続されたサ
ーバ装置を含む。サーバ装置は、第１のコード及び第２のコードを含む。第１のコードは
、第１のモバイルインターネット装置でのウェッブベースのパラダイムを使用する第１の
アプリケーションプログラムを実行するように構成されている。第１のアプリケーション
プログラムは、サーバ装置から第１のインターネット装置に送信される第１のコードによ
って実行される。第１のアプリケーションプログラムは、将来のイベントに関する将来の
行動情報をユーザから受信するように構成されている。将来の行動は、将来の行動情報が
受信される時間に対する将来の時間に生じる行動に関係する。コンピュータ制御システム
は、サーバ装置に接続されたバックエンドデータベースも含む。バックエンドデータベー
スは、インターネットを介して第１のアプリケーションプログラムと通信するように構成
されている。バックエンドデータベースは、第１のアプリケーションプログラムから将来
の行動情報を受信するように構成されている。バックエンドデータベースは、第１のモバ
イルインターネット装置からリモートしている。第２のコードは、第２のモバイルインタ
ーネット装置でウェッブベースのデータベースを使用する第２のアプリケーションプログ
ラムを実行するように構成されている。第２のアプリケーションプログラムは、サーバ装
置から第２のモバイルインターネット装置に送信される第２のコードによって実行される
。第２のアプリケーションプログラムは、将来の行動情報を受信者に第２のモバイルイン
ターネット装置を介して提供する。受信者は、インターネットに接続されるとともにユー
ザと関与する将来のイベントに関する情報へのアクセス権を有するユーザの一部を表して
いる。
【００２４】
　本発明の他の概念は、インターネットを介して実行されてモバイルインターネット装置
のユーザへの商業の売り込みを容易にするコンピュータの実行方法である。尚、この商業
の売り込みは、売り手によって提供される製品やサービスに関する。この方法は、ユーザ
からモバイルインターネット装置を介して行動に関する第１のデータセットを受信する行
程を含み、行動は、行動情報が受信される時と重畳する時間帯に発生する行動に関係し、
第１のデータセットは行動のタイプ及び場所情報を含む。第１のデータセットは、インタ
ーネットに接続されたバックエンドデータベースに送信され、バックエンドデータベース
は地理的にモバイルインターネット装置からリモートしている。第１のデータセットは、
バックエンドデータベースにて第２のデータセットと比較されるが、この第２のデータセ
ットは、第１のデータセットをユーザから受信する前に、売り手から受信した行動及び場
所情報を含むものである。第１のデータセットの情報が第２のデータセットにて規定され
た条件を満足する場合、利用可能な商業の売り込みは、インターネット及びインターネッ
ト装置を経由してユーザに提供される。
【００２５】
　好ましくは、第２のデータセットは、時間情報を含み、時間帯が時間情報によって規定
された時間と重畳する場合に限り、商業の売り込みはユーザに提供される。
【００２６】
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　好ましくは、行動のタイプは買い物である。
【００２７】
　好ましくは、行動のタイプは食事である。
【００２８】
　好ましくは、第２のデータセットは年齢情報を含み、ユーザの年齢が年齢情報によって
規定された条件を満足する場合に限り、商業の売り込みはユーザに提供される。
【００２９】
　好ましくは、商業の売り込みは、売り手によって経営される店舗で回収される電子クー
ポンである。
【００３０】
　本発明の別の概念は、インターネットを介して実行されてモバイルインターネット装置
のユーザへの商業の売り込みを容易にするコンピュータの実行方法である。尚、商業の売
り込みは、売り手によって提供される製品やサービスに関係する。この方法は、ユーザか
らモバイルインターネット装置を介して行動に関する第１のデータセットを受信する行程
を含み、行動は、行動情報が受信される時と重畳する時間帯に発生する行動であり、第１
のデータセットは行動のタイプ及び場所情報を含む。第１のデータセットは、インターネ
ットに接続されたバックエンドデータベースに送信され、バックエンドデータベースはモ
バイルインターネット装置から地理的にリモートしている。第２のデータセットでのパラ
メータは、バックエンドデータベースにて第３のデータセットと比較され、第２のデータ
セットは、第１のデータセットと、ユーザとは異なる別のユーザによって入力される行動
に関するデータとを含み、第３のデータセットは、第１のデータセットをユーザから受信
する前に売り手から受信した行動及び場所情報を含む。第２のデータセットの情報が第３
のデータセットに規定された条件を満足する場合、ユーザに利用可能な商業の売り込みは
、インターネットを介してインターネット装置を経由して提供される。
【００３１】
　好ましくは、第３のデータセットは、時間情報を含み、時間帯が時間情報によって規定
された時間と重畳する場合に限り、商業の売り込みはユーザに提供される。
【００３２】
　好ましくは、第３のデータセットは年齢情報を含み、ユーザの年齢が年齢情報によって
規定された条件を満足する場合に限り、商業の売り込みはユーザに提供される。
【００３３】
　本発明のさらなる概念は、インターネットを介して実行されてモバイルインターネット
装置のユーザへの商業の売り込みを容易にするコンピュータの実行方法であり、商業の売
り込みは、売り手によって提供される製品やサービスに関係する。この方法は、ユーザか
らモバイルインターネット装置を介して行動に関する第１のデータセットを受信する行程
を含み、行動は、行動情報が受信される時と重畳する時間帯に発生する行動に関係し、第
１のデータセットは行動のタイプ及び場所情報を含む。第１のデータセットは、インター
ネットに接続されたバックエンドデータベースに送信され、バックエンドデータベースは
モバイルインターネット装置から地理的にリモートしている。第２のデータセットのパラ
メータは、バックエンドデータベースにて第３のデータセットと比較され、第２のデータ
セットは、と第１のデータセットとユーザによる買い物の記録とを含み、第３のデータセ
ットは、ユーザから第１のデータセットを受信する前に売り手から受信した行動及び場所
情報を含む。第２のデータセットの情報が第３のデータセットに規定された条件を満足す
る場合、商業の売り込みをインターネット及びインターネット装置を経由してユーザに利
用可能とする。
【００３４】
　好ましくは、電子クーポンが回収された場合に、ユーザの買い物の記録はバックエンド
データベースに更新される。
【００３５】
　好ましくは、第１のデータセットは時間情報を含み、時間帯が時間情報によって規定さ
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れた時間と重畳する場合に限り、商業の売り込みはユーザに提供される。
【００３６】
　好ましくは、第３のデータセットは年齢情報を含み、ユーザの年齢が年齢情報によって
規定された条件を満足する場合に限り、商業の売り込みはユーザに提供される。
【００３７】
　本発明のさらなる概念は、コンピュータプログラム媒体を含み、命令からなるコンピュ
ータ読取可能媒体を含む。これらの命令によって、１つ以上のコンピュータは、上記記載
の方法を実行できる。
【００３８】
　本発明の上記特徴及びそのほかの特徴を、図面と共に本発明の詳細な説明に記載する。
　【発明の実施の形態】
【００３９】
　本発明を、添付図面に示すような複数の好ましい実施例を参照しながら詳細に説明する
。以下の説明において、多数の項目が本発明を完全に理解するために記載されている。し
かしながら、当業者のおいては、本発明は、これらの特別な項目がなくても実施できるこ
とは明らかである。他の実施例において、周知のプロセスステップや構造は、本発明の理
解に対する混乱を避けるために詳細には説明しない。
【００４０】
　本発明の１の形態によれば、インターネットによって実行されて、インターネット対応
モバイル装置のユーザ（以下、モバイルインターネットユーザと称す）が利用でき、さら
にユーザ自身（または他のユーザ）、様々な通信モード（電話、電子メール、ページャ等
）の利用状態、現在又は予定の行動、現在または予定の場所、かかる現在又は予定の行動
の有効時間帯についての情報の共有を制御できる通信システムが提供される。掲示行為は
、ユーザプロフィール、状態、及び現在の行動のみならず、将来の予定の行動、現在又は
予定の場所、及び時間成分についての情報を含むことがあるので、提案された通信システ
ムは、特に、通信の妥当性が様々なユーザに関係する状態・行動・場所・時間情報にかな
り依存しているモバイルユーザ調整の分野において、モバイルインターネット利用に対し
て適している。更に、提案された通信システムによって、ユーザは、同時に複数のユーザ
に現在又は将来の場所・行動状態を通知できる。そして、複数のユーザは、各自が選択し
た時にシステムのウェッブサイトからその状態を見ることができる。提案された通信シス
テムは、例えばパブリックモードの利用によってチャンス遭遇の可能性も増やし、ユーザ
が目立たない方法で簡単な誘いを伝えることができる。これは、かかる誘いが電子メール
によって発せられた場合には「スパム」と見なされるかもしれない。更に、予定された時
間に対しては十分に機能するが予期せぬ行動に対しては十分に機能しないグループカレン
ダとは異なり、提案された通信システムは、他人を見つけて不測の時間や突然暇になった
時間を利用したいユーザやユーザのグループに対しては十分に機能する。
【００４１】
　提案された通信システムの最初の考察としては、相当数のユーザ参加者の獲得と、モバ
イルインターネットユーザに対するデータ入力の容易さと、アプリケーションを実行する
際のリソースの条件の軽減とがある。データ入力の容易さは、モバイルインターネットユ
ーザにとって大切なことである。なぜならば、モバイルインターネット装置は、そのデー
タ入力能力（例えば、容量を節約するために十分な大きさのキーボードを持たないものが
ほとんど）と、表示能力（例えば、携帯を容易とし且つ電力使用を低減するために小さな
スクリーンを有するものがほとんど）とが厳しく制限されているからである。このため、
本発明は、革新的なインターフェースを用いてデータ入力の量を減らし、更にデータを入
力する間にユーザが実行しなければならないスクリーンジャンプやスクロールの数を減ら
している。以下の実施例に見られるように、ポイント・アンド・クリック（またはポイン
ト・アンド・タップ）法によってデータ入力が可能なときはいつでも、ドロップダウンリ
ストが広範囲に使用される。一例として、場所の入力は、スクリーンに表示された地図を
タップして行われることが考えられる。なお、現在の場所状況は、自己宣言される。更に
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、ドロップダウンリストの選択可能項目は、分かりやすく配列され、故に、頻繁に選択さ
れる傾向にある項目は、スクロールを減らすために最初に表示される。一例として、ユー
ザが頻繁に訪問する場所は、場所の入力用にドロップダウンリストに掲載されることがあ
る。他の例として、コンテキスト分析が使用されてより分かりやすい選択肢を表示するこ
とがある。例えば、行動が昼食に関係するときは、夕方の時間の選択肢を表示する代わり
に午前１１時３０分、正午、午後１２時３０分の時間選択肢を表示する。
【００４２】
　リソース要件の低減は、本発明に記載された革新的な方法によって対処される。これに
よって、位置測定用のＧＰＳ等の新規且つ大電力を必要とする技術の使用が排除される。
後述するように、本発明は、好ましくは、ユーザからの場所説明が目的の受信者によって
理解されるチャンスを増やすために、更に、入力情報のプライバシに対する制御の複数の
対策をユーザに割り当てるために、ユーザから場所説明を要求する。尚、場所情報は自己
申告される。
【００４３】
　さらに、従来のグループカレンダプログラムとは異なり、本発明の技術は、好ましくは
、ほとんど常駐実行コードを必要としないので、モバイルインターネット装置にかかるコ
ードを永久的に記憶するニーズや、かかるコードをダウンロードしてインストールするニ
ーズを減らす。これらの技術の全てによって、プロセシングやメモリ、Ｉ／Ｏ条件が低減
される。これによって、電力消費が少なくなり、さらにモバイルインターネット装置との
使用に対して本発明の通信システムを順応性のあるものにしている。
【００４４】
　一実施例において、モバイルユーザ調整目的のユーザプロフィール、状態、掲示情報は
、バックエンドデータベースシステムに記憶される。バックエンドデータベースシステム
は、インターネットに接続され、モバイルインターネット装置からリモートし、大量のデ
ータをローカルにモバイルインターネット装置に保存するニーズを減らす。次に、実行コ
ードをダウンロードしたり、またはモバイルインターネット装置に実行コードを保存する
ニーズを減らすために、ユーザプロフィール、状態、掲示情報のデータベースは、ウェッ
ブベースのパラダイムを使用するモバイルインターネット装置を介して（例えば、サービ
スのウェッブサイトにアクセスする時にユーザに提供されるウェッブページを書き込むこ
とによって）モバイルインターネットユーザによってアクセスされる。
【００４５】
　好ましくは、情報の掲示と同様にユーザプロフィール及び状態のアップデートは、ウェ
ッブページエントリを介して生じて、バックエンドシステムにアップデートされて、イン
ターネットにとどまる。同様に、検索パラメータが、ウェッブページデータエントリを経
て入力される。モバイルインターネット装置側の電力、メモリ、及びプロセシング条件を
減らすために、データベース記憶装置などのメモリ・プロセッシング集約型作業、データ
ベースアップデート、データベース検索は、好ましくは、モバイルインターネット装置で
ローカルに生じるよりは、バックエンドシステムで離れたところで生じる。バックエンド
システム及び各ユーザ間の検索結果と他の形式の通信情報との通信も、好ましくはウェッ
ブページを介して生じる。他のユーザに関連したプロフィール、状態のアップデート、及
び掲示情報の検索と同様に、ユーザ情報、プロフィール、及び状態のデータ入力は、ウェ
ッブベースのフォームを利用することで実施される。そして、これは、ローカル実行コー
ドに対するニーズを減らしたり又は排除し、さらに、様々なモバイルインターネット装置
の共存を容易にする。
【００４６】
　相当数のユーザ参加が、データを共有するユーザを信頼するアプリケーションを有用に
するために必要である。この点を対処するために、革新的な方法が、本発明に記載されて
、他の人と通信するためにシステムの一部となる潜在的なユーザの要求を刺激することと
同様に、サービスをユーザに対してより使いやすいものにしている。
【００４７】
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　本発明の一の概念により、プライバシは保護される。なぜならば、掲示情報の共有は、
ユーザ自身によって完全に制御されるからである。一実施例において、現在又は将来の場
所情報は、モバイルインターネット装置を介してユーザ自身によって入力され、故に、シ
ステムに（そして他人に）そのユーザの場所情報を知らせるか否かについての完全な制御
をユーザ自身に託す。これは、本発明の大切な効果である。後述するように、ユーザが自
分の場所情報を入力した後であっても、ユーザが掲示情報の拡散を制御できることで、プ
ライバシが保護される。
【００４８】
　この情報場所入力モードの別の効果は、入力された情報が、目的の受信者によって理解
され得る適宜の形式を取り得ることである。場所情報は、例えば表通りのレストラン「み
かさ」のように確実な理解のために十分に説明的であったり、または、いつもランチで会
う場所などのように、選んだ友人の間でのみ理解されてさらなるプライバシの対策となる
秘密モードにあったりする。場所情報のコンテンツを制御する機能は、ＧＰＳ等の位置測
定技術では利用できず、コンテンツはより良い理解やプライバシのために調整され、本発
明の大切な効果となっている。
【００４９】
　この場所情報入力モードの他の効果は、モバイルインターネット装置の電力消費、価格
、及び複雑さを増大させることがあるＧＰＳ等の複雑な位置測定技術の使用を必要とする
ことなく、本発明の通信システムでの通信目的に対して場所情報を有し且つ利用する機能
である。このように、提案された通信システムは、ユーザ及び無線サービスプロバイダに
よるＧＰＳ技術への更新を必要とせずに、今日動作できる。情報入力の現在の方法によっ
て、ＧＰＳ情報を受信したり又は理解できるのが情報を掲示した人、又は掲示情報にアク
セスする人のいずれであっても、ユーザは、自分自身の場所情報を伝えることができる。
【００５０】
　この場所情報入力の方法は、瞬時の位置更新機能を常時備えてはいないが、これは、大
抵のモバイルユーザ調整アプリケーションにおいてはたいした問題ではない。時間が、入
力される情報の別の要素であるので、他のユーザは、場所情報が更新されたときに関する
データから、関与する行動の性質、経過時間及び／又は共通感覚、掲示が未だ有効である
か否かを容易に確かめられる。一例として、例えば５番街の劇場で映画を見るなどの映画
についての場所データは、６時間以上も前に入力された場合はおそらく無効である。他の
例として、例えば表通りのレストランみかさで昼食に友人と会う、などのランチについて
の場所データは、現在時刻が夕方であれば大抵は無効である。もちろん、例えば午後８時
まで５番街の劇場で映画鑑賞などの、入力された行動が明らかな時間帯情報によって実行
されている場合、かかる情報にアクセスする他のユーザは、掲示が現時点において未だ有
効であるか否かを容易に判断できる。一実施例において、期限が終了した行動の入力は、
現在時刻が行動入力の終了時間を過ぎると直ちに、表示されなかったり、または「過去の
状態」のようにはっきりと印が付けられたりする。
【００５１】
　場所情報のユーザ入力は、有効な動作モードの１つであるが、未来自動位置測定技術が
モバイルインターネット装置へと移行しているので、ユーザは位置発見情報も利用して自
身の現在の場所情報の入力を支援することが予測される。例えば、ＧＰＳ座標、ユーザが
無線通信のために使用する無線送信器の場所、ユーザの場所を測定するための無線電話網
の利用などが、ユーザによって入力される現在の場所情報の代わりに、または補足として
使用される。
【００５２】
　本発明の重要な概念は、将来の場所情報を提供する機能に関する。モバイルユーザ調整
アプリケーションに対して、特にユーザが将来ある場所で発生するイベントを調整しよう
としている状況において、この情報はかなり有用である。また、将来の場所情報が、現在
の場所情報の入力と同じ方法で、即ち、モバイルインターネット装置のユーザインターフ
ェースを介して、ユーザによって入力されることがある。これは、重要な効果である。な
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ぜならば、位置測定技術が現在の場所の測定のみに有効であるので、ＧＰＳなどの位置測
定技術によって将来の場所の入力を行うための簡単な方法が無いからである。場所の電子
データベースが存在して理論的にはユーザは自分自身の現在の場所以外の場所に関する情
報を検索することができるが、これは、たいていのモバイルインターネット装置の伝送速
度、ディスプレイのスクリーンサイズ、メモリ、又は記憶装置の限界により今日簡単には
行うことができない。
【００５３】
　掲示される行動・場所の可能性の高い有効性についての情報の提供に加えて、時間成分
を含むことによって、将来のある時間や場所での将来の予定されたイベントに関する情報
の掲示も容易になる。これは、重要な効果である。なぜならば、これによって、ユーザは
、現在の行動・場所のみならず将来の行動や場所に関する目的や提案についても連絡でき
るからである。これは、モバイルユーザ調整アプリケーションにおいて多くのアプリケー
ションを有する。なぜならば、これは、これから起きるイベントの計画や勧誘、検索を可
能にするからである。一例として、ユーザは、ある時間帯にある場所での提案されたミー
ティングに関する情報を掲示し、次に計画を立てるために、この掲示を選択されたユーザ
や公衆に対してアクセス可能にする。
【００５４】
　他のユーザやユーザのグループがかかる掲示情報にアクセスするために、アクセス権が
、最初の掲示ユーザによって許可される必要がある。アクセス権は、各ユーザに、または
所定のグループに属するユーザ全員に、あるいは公衆全体に（最初に掲示したユーザがプ
ライベートとは考えない情報に対して）認められる。さらに、特定のユーザに関する情報
の様々な項目は、対応する異なるアクセス権を有することがある。例えば、あるユーザは
、自分の名前及び電子メールアドレスに公衆のアクセスを許可するが、ユーザの現在の場
所や電子メールアドレス（例えば、選ばれた友人にのみ利用可能とする）をチェックする
権利を公衆には与えないことがある。
【００５５】
　一実施例において、インターネット対応モバイル装置は、インターネット対応携帯電話
を表す。しかし、前述したように、ラップトップコンピュータ、パーソナルディジタルア
シスタント（ＰＤＡ）、ページャ等を含む装置も本発明に開示された技術を使用できる。
好ましくは、必ずしも必要ではないが、通信システムは、情報を掲示したり、掲示された
情報を検討するためのフロントエンドは、ウェッブサイトやウェッブページにアクセスす
るアプリケーション等のウェッブブラウザを介してアクセスできるように実行される。イ
ンターネット携帯電話の場合、フロントエンドは、製造業者固有のウェッブブラウザや、
工業規格、例えばワイヤレス・アプリケーション・プロトコル（ＷＡＰ）に付随するもの
である。より好ましくは、情報の掲示や他人による掲示情報へのアクセスを目的とした本
発明の通信システム（又は本発明の通信システムを経由した他の通信）へのアクセスは、
標準ブラウザ技術（例えばＨＴＭＬ、ＸＭＬ、Ｊａｖａ（登録商標）、ＡｃｔｉｖｅＸ等
）によって行われ、故に、ダウンロードやインストールは不要である。
【００５６】
　一般に、本発明の通信システムによって登録されたユーザは、インターネットを使用し
てシステムにアクセスして自分自身についての情報を更新する。上述したように、この情
報は、プロフィール情報（例えば、氏名、電話番号、電子メールアドレス、趣味、１２宮
、血液型、好きな映画俳優など）及び有用な情報（例えば、携帯電話に有効、チャットに
有効、行動に有効など）のみならず、現在の行動、現在の場所（該当する場合）、現在の
行動の期間（該当する場合）を含む。例えば、ユーザは、自分の情報を更新して午後９時
まであるレストランで食事をしていることを表すことがある。この情報は、掲示したユー
ザが事前に許可した、選んだ人により利用可能となる。この情報は、システムバックエン
ドに向けて簡単に更新されて、これらの情報は、適切なアクセス権を有するユーザにより
アクセス可能になる。なお、システムバックエンドは、セルラサービスプロバイダによっ
て提供されるような必要なゲートウェイサーバに加えてウェッブサーバサブシステムと、
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ユーザ情報を記憶するとともにアクセスするためのデータベースサブシステムとを含むも
のである。また、情報の掲示によって、掲示された情報（又はその情報に関する通知）は
、ウェッブページへのリンクや電子メールの形で、選ばれたユーザに自動的に送られる。
【００５７】
　モバイルユーザ調整コンテキストでは、ユーザが選択した他のユーザ（または公衆）に
対して誘いを送って現在又は予定のイベントへの参加を誘えるようにするために、勧誘の
容易さが提供されている。例えば、ユーザは、イベントに関する行動や時間、場所を掲示
し、さらにかかる情報をアクセス用のバックエンドシステムに送ることによって、選らん
だ他のユーザを映画やテニスに誘うことがある。イベントそのものは、現在生じていたり
又は計画されていることを必要としない。誘いは、例えばお伺いの形式を取り、誘いを送
るユーザが身元や利用可能性の程度、又は提案された行動での誘われた人の意志を確かめ
ることができる。誘いは、他の人が適切に反応できるように人の現在または提案された行
動・場所・時間をユーザの親しいグループに示す手段であり、または、人の現在または提
案された行動・場所・時間を周知または未知のユーザの掲示して新たな人との出会いを容
易にする方法として使用される。
【００５８】
　或いは、誘いは、リクエストの形式を取ることがあり、送信者と誘われた人との間の関
係に依存して、コマンドとなることもある。例えば、仕事における上司と部下との間での
誘いは、誘われた人、即ち部下の側での参加に関する選択の余地は無いことを意味してい
る。通信が、例えば従業者間の作業の調整を容易にするために使用されている場合、これ
は、本当である。
【００５９】
　誘いがバックエンドシステムに送られると、誘いは、適切なアクセス権が許可されてい
る人による見直しのために利用可能になる。又は、メッセージが誘われた人に送られて、
誘いの存在を誘われた人に知らせ、故に、より迅速な応答が容易になる。通知のオプショ
ンは、送信者によって指定され、又はシステムによって自動的に操作される。或いは、フ
ィルタ基準に基づいた受信者によるオプションとして指定されることもある。
【００６０】
　本発明の一の概念により、ユーザが、全ユーザや掲示情報、または検索者がアクセス権
を有する少なくともユーザや情報の間で、複数の検索基準に基づいたユーザや掲示を検索
する検索設備が提供される。実質的に、全ユーザプロフィール及び掲示情報は、データベ
ースサブシステムに維持されているので、かかるデータは、適切なアクセス権を有する人
により利用できる。例えば、あるユーザは、現在買い物をしていたり又は買い物に行くの
を計画している友人のうちの選らんだ友人の間で検索を実行することがある。他の例とし
て、あるユーザは、特定の他のユーザに関する状態、場所、又は行動をチェックするため
に検索することがある。他の例として、あるユーザは、特定の行動に関心がある人、特定
の場所にいる人、又はある対象のプロフィール特性を有する人を公衆から探し出すことを
望んでいることがある。ユーザの行動に関する情報の多数の項目は、時間の影響を受ける
ので、検索は、好ましくは、該当するときはいつでも時間成分を考慮する（例えば現在起
きている行動や将来提案される行動に対して）。ユーザプロフィール及び行動に加えて、
本発明によって、ユーザは、ユーザプロフィール及び掲示情報のプライバシを制御し、さ
らに場所及び時間に基づいてお互いを見つけることができる。
【００６１】
　提案された通信システムをウェッブ上で実行して、ユーザがユーザプロフィール・状態
・掲示情報のデータベースを検索できることによって、本発明は、以前は簡単には達成で
きなかった方法で人の集まりを容易にする。掲示された情報が、モバイルインターネット
ユーザの現在の行動や提案された行動に関係し、且つ場所及び時間の次元の両方を含むと
いう事実は、ある行動のためにパートナを探しているユーザが、インターネットユーザベ
ースそのものと同じくらい潜在的に大きな聴衆から今までにないほどの関心を持たれてい
ると共にアクセスできることとを意味する。ユーザが、掲示情報への他のユーザによるア
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クセスを選択的に許可したりまたは控えることによって、プライバシは強化される。プラ
イバシ制御の設定は、あるユーザが、他のユーザやユーザのグループがこのユーザに関す
る情報の全て、または一部にアクセスするか、或いは全くアクセスしないかを制御できる
ようにすることであると考えられる。例えば、あるユーザは、他のユーザが、あるタイプ
の掲示のみ、又は掲示された情報の一部のみにアクセスが認められていると判断したり、
これらの情報の項目に対応したプライバシ制御設定を設定することがある。もちろん、プ
ライバシ制御設定は、ユーザプロフィール、状態、場所、時間等のいずれにも対応し、あ
るユーザの情報へのアクセスを希望する特定のユーザに対して個別に設定される（例えば
、ジョンにはユーザの氏名及び電子メールへのアクセスを認めているが仕事のアドレスへ
のアクセスは認めない）。つまり、プライバシ制御設定は、必要であれば、特定のユーザ
に関する情報の項目に対応して、そのユーザが他のユーザやユーザのグループ、または公
衆によるアクセスを細かく制御できることである。しかしながら、有用性のために、情報
のグループは、ひとまとめにされ、アクセス制御を簡単にするために共通のプライバシ制
御設定を有している。
【００６２】
代表的なプロセスフロー
　ユーザのサインアップ、ログイン、プライベートモード及びパブリック操作のための代
表的なプロセスフローを、インターネット対応携帯電話のユーザのために以下に示す。尚
、以下に説明するプロセスフローは、一例であり、変更される場合がある。従って、当業
者には、本発明は、プロセスフローのあるステップを実行せずに実施され、または、従来
の細かなプロセスステップの各々は、本発明の理解の混乱を避けるために詳細には記載し
ていないことは、明らかである。
【００６３】
１．　サインアップ
１．１．　ユーザをコンピュータ実行モバイルユーザ調整システムや他のユーザによって
誘う。
１．１．１．　誘いが送られてきた電子メールアドレスを含む誘いのＵＲＬでのクリック
。
１．１．２．　ユーザをインターネット対応携帯電話のウエルカムスクリーンによって迎
える。
１．１．３．　ユーザにメイトの状態情報を示す。または、ユーザが、他のユーザの代わ
りにコンピュータ制御システムによって誘われている場合など、メイトの状態情報が利用
できないときは、ユーザにパブリックモード情報を示す。
１．１．４．　ユーザにイエス・ノーのサインアップを求める。
１．１．５．　イエスであれば、ユーザに、パスワードの選択と、電子メールアドレスが
電話番号を含まない場合は電話番号の入力とを求める。
１．１．６．　必要であれば、ユーザに今後のログインに備えて次のスクリーンをキャッ
シュされたページとして保存するように求める。
１．１．７．　ユーザに、ユーザを誘ったメイトへ権利を許可するように求める。
１．１．８．　ユーザに、電子メールアドレスの入力によって３人のメイトを誘うように
求める（スコア＝３にする）。このオプションのステップは、ユーザのベースの高速成長
を容易にするために行われる。
１．１．９．　ユーザに、例えば、年齢、性別等のプロフィール情報を入力するように求
める。写真を提出するために、必要に応じてユーザにウェッブサイトを使用するように要
求する。
１．１．１０．　お楽しみください。サインアップの終了。
【００６４】
１．２．　ユーザが、例えばインターネット対応携帯電話のＵＲＬの入力やクリックによ
ってやってくる。
１．２．１．　ユーザはＵＲＬを入力したりまたはクリックする。
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１．２．２．　ユーザをインターネット対応携帯電話のウエルカムスクリーンによって迎
える。
１．２．３．　ユーザにパブリックモード情報を示す。
１．２．４．　ユーザにイエス・ノーのサインアップを求める。
１．２．５．　ユーザに電子メールアドレス、電話番号、パスワードの入力を求める。
１．２．６．　必要に応じて、システムは、電子メールアドレス確認電子メール（返信不
要）を送る。
１．２．７．　必要に応じて、ユーザに今後のログインに備えて次のスクリーンをキャッ
シュされたページとして保存するように求める。
１．２．８．　ユーザに、電子メールアドレスの入力によって３人のメイトを誘うように
求める（スコア＝３にする）。このオプションのステップは、ユーザのベースの高速成長
を容易にするために行われる。
１．２．９．　ユーザに、例えば年齢及び性別などのプロフィール情報の入力を求める。
写真を提出するために、必要に応じて、ユーザにウェッブサイトを使用するように要求す
る。
１．２．１０．　お楽しみください。サインアップの終了。
【００６５】
２．　ログイン
２．１．　ユーザが、例えばパスワードプロシージャによってキャッシュされたページを
使用することで、正面入口からやってくる。
２．１．１．　ユーザは、キャッシュされたページをバックエンドサーバに提出する（電
子メールアドレスを含む）。
２．１．２．　ユーザに「権利を許可する」要求を承認するように求める。ユーザは、権
利を許可し、更に、自分の情報が自分が誘う人により他のユーザと共有されることを事前
に承認することもできる。グループに対する「権利を許可する」要求の場合は、ユーザは
、自分が誘う人もしくはグループ全体へ権利を許可できる。
２．１．３．　最後の入力が失効している場合、ユーザに状態を更新するように求める。
２．１．４．　ユーザに、更新された検索結果と共に最後に使用されたモードを示す。
２．１．５．　お楽しみください。ログインの終了。
【００６６】
２．２．　ユーザは、ブックマークを使用したり又はＵＲＬをタイプすることによって、
横の入口からやってくる。
２．２．１．　ユーザは、ＵＲＬを入力する。
２．２．２．　ユーザに電子メールＩＤ及びパスワードの入力を求める。
２．２．３．　ユーザに「権利を許可する」要求を承認するように求める。ユーザは、権
利を許可し、更に、自分の情報が自分が誘う人により他のユーザと共有されることを事前
に承認することもできる。グループに対する「権利を許可する」要求の場合は、ユーザは
、自分が誘う人もしくはグループ全体へ権利を許可できる。
２．２．４．　最後の入力が失効している場合に、ユーザに状態を更新するように求める
。
２．２．５．　ユーザに更新された検索結果と共に最後に使用されたモードを示す。
２．２．６．　お楽しみください。ログインの終了。
【００６７】
３．　プライベートモード
３．１．　カスタムメッセージのチェック
３．１．１．　「カスタムメッセージ待機」アイコンを表示する。カスタムメッセージは
、各人に対して又はユーザによってグループ全体に掲示される。
３．１．２．　アイコンのクリックによって、ユーザに、ユーザが選択的に見ることので
きる待機メッセージのリストを表示する。カスタムメッセージは、時間に無関係であるの
で自動的に失効することがある。
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【００６８】
３．２．　パーソナル状態の更新
３．２．１．　ユーザは、示されたカスタマイズオプションから現在の「場所」、「行動
」、「いつまで」を選択する。場所及び行動オプション選択肢は、頻度及び新しさによっ
て指示され、これら２つの分野の最後のオプションは、「カスタム」、「メイトによるカ
スタム」、「グループによるカスタム」である。ユーザが「カスタム」、「メイトによる
カスタム」、「グループによるカスタム」のいずれかを選択した場合は、カスタムメッセ
ージをタイプできるスクリーンに移動する。「メイトによるカスタム」又は「グループに
よるカスタム」の場合には、さらに、ドロップダウンボックスから受信者となる友人やグ
ループを選択する。時間帯の選択肢は、１，２，４，１２時間などの任意の長さの時間に
なる。
３．２．２．　Ｇｏ！をクリックする。
３．２．３．　ユーザに、更新されたスクリーンを示し、受信者に対しては「カスタムメ
ッセージ待機」フラグが設定される。
【００６９】
３．３　友人との連絡
３．３．１．　ユーザは、スクロールを行い、リンクをクリックすることによって連絡を
取りたい友人ユーザをのひとりを選択する。
３．３．２．　ユーザに、全メッセージを示す（カスタムメッセージ又はカスタム書式の
場合）。そして、電話や電子メールを送ったり（番号を知る必要が無い状態で）、または
「対応可能状態変化」通知を発するためのオプションが与えられる。この通知は、友人の
対応可能状態が変化する時、電子メールによってユーザに知らせるものである。
【００７０】
３．４．　検索の実行
３．４．１．　ユーザは、ドロップダウンボックスから、場所、行動、時間、グループ、
メイト、自由形式により１つ以上の検索基準を選択する。複数の検索基準が選択された場
合、ＡＮＤ検索になるが、そうならない場合はＯＲ検索になる。ドロップダウンボックス
のコンテンツ、特に場所及び行動ボックスは、現在のデータに依存する。例えば、渋谷は
、システムが渋谷についてのデータを有する場合のみ、選択肢として示される。
３．４．２．　Ｇｏ！を押す。
３．４．３．　システムは、一致したメイトの情報を示す結果を含むスクリーンへリフレ
ッシュする。ページ毎に表示される結果の数は、ユーザに制御された設定である。
【００７１】
３．５．　「メイト（Ｍａｔｅ）」をクリックすることによる誘いの送信。
３．５．１．　ユーザは、電子メールアドレスを入力して、個人またはグループとして誘
いを送信する。ユーザは、氏名、挨拶メッセージを入力したり、書式を選択することによ
って誘いをカスタマイズする。なお、書式は、クリスマス書式や任意の書式などである。
さらに、ユーザは、自分の情報への権利を申し出ることができ、同時に、ユーザの情報が
ユーザが誘う人により他の人と共に事前承認された状態で共有されることを認めることも
できる。新規ユーザの場合、新規ユーザは、友人の名前を忘れてしまうことによって電話
番号を思い出せない場合は、「３人の友人を誘う」プロセスを省略することができる。し
かし、次のログイン時に電話番号を入力するように求められることがある。
３．５．２．　誘われた人が、システムの現在のユーザでない場合、システムは、誘いの
電子メールを送る。誘われた人が、システムの現在のユーザの場合、システムは、誘いの
メッセージを保存して、そのメッセージを次のログオン時にダイアログボックスとして表
示する。
３．５．３．　潜在的なユーザへの誘いのメッセージに３日以内に応答がない場合は、こ
のメッセージはリセットされる（更に、７日以内に応答がない場合、誘いを発した関係者
に通知し、代わりの電子メールアドレスを提供するように要請する）。誘いのメッセージ
が戻ってしまう場合、誘いを発した関係者に通知し、代わりの電子メールアドレスを提供
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するように要請する。
３．５．４．　誘いを送信した後、ユーザを「友人（Ｍａｔｅ）」スクリーンに戻して、
ユーザがさらなる誘いを送信できるようにする。
【００７２】
３．６．　「メイト（Ｍａｔｅ）」をクリックすることによる権利の変更。
３．６．１．　ユーザは、グループ、或いはメイトを選択し、そのグループもしくはメイ
トのために、権利を変更する。なお、グループは、新しさや頻度によって列挙され、最後
のオプションは、「他人」、「空」及び「全て」である。メイトは、新しさや頻度によっ
て列挙され、最後のオプションは「他人」である。ユーザが「他人」を選択してＧｏ！を
クリックする場合、ユーザを、権利のＹ／Ｎドロップダウンボックスをそれぞれ伴うグル
ープもしくはメイトの全リストがある別のスクリーンに移動させる。リンクを編集し、新
しいリンクが各々の前に位置する。
３．６．２．　ユーザが、メイト／グループの権利を変更してＧｏ！をクリックした後、
権利は、システム内で更新され、「メイト（Ｍａｔｅ）」スクリーンが再表示される。
３，６．３．　ユーザは、新規のグループを作成したり、既存のグループの特性（すなわ
ち、共有のＹｅｓ／Ｎｏ、メンバ、氏名、音声チャネルのオン・オフ、削除）を編集する
ことができる（ユーザがグループを作成した場合、即ちグループのオーナである場合にの
み、削除をすることが認められる）。
３．６．４．　ユーザは、新規のメイトを作成できる。すなわち、ユーザを「メイト（Ｍ
ａｔｅ）」スクリーンの誘いのセクションに戻す。または、ユーザは、既存のメイトの特
性（すなわち、共有のＹｅｓ／Ｎｏ、クロスするパスの通知のオン・オフ、音声チャネル
のオン・オフ、氏名、電話番号、グループの入会）を編集し、削除することができる。電
話番号は、友人が電話番号も教えていない場合は便利である。
【００７３】
３．７．　予定の更新
３．７．１　予定スクリーンにおいて、ユーザは、書式場所・行動・時間の将来の状態の
入力を、新規に作成し、編集し、削除できる。ユーザは、１日単位または１週間単位でこ
の予定を見ることができる。
【００７４】
３．８．　設定の変更
３．８．１．　オーナ情報：スクリーンネーム、代わりの連絡先の電話番号、代わりの連
絡先となる電子メールアドレス、場所（仕事や学校、家庭、遊び場）、年齢、性別、血液
型、１２宮、職業、趣味・興味のある分野。
３．８．２　嗜好：スクリーン毎の検索結果（３／４／５）、スタートアップモード（ラ
ストモード／プライベートモード／パブリックモード）、例えばパブリックモード用の音
声チャネルのオン／オフ、カスタムメッセージ待機時の電子メールによる通知のＹ／Ｎ、
パブリックモード検索基準のカスタマイズ。なお、パブリックモード検索基準は、年齢・
性別、血液型、１２宮、職業、趣味のうちの任意の２つを選択できる。電子メールアドレ
スの変更、パスワードの変更。
【００７５】
３．９．　行動、場所及び時間に基づいた特別な営業
３．９．１．　ユーザに、ユーザのいる地域－行動－時間ゾーンに対するお勧めの情報（
例えばユーザのプロフィールや過去の行動などから収集されたユーザの趣味や関心とマッ
チするものでもよい）を示す。
３．９．２．　ユーザは、お勧めをクリックして予め売り手に電話をすることがある。
３．９．３．　ユーザは、お勧め領域のエントリーをカスタムメッセージとしてメイト／
グループに転送することがある。ユーザが「転送」リンクをクリックすると、ユーザに「
メイト（Ｍａｔｅ）」スクリーンの下方の書式の新規なスクリーンを示めす。このスクリ
ーンにおいて、ユーザは、お勧めの情報を転送するメイト／グループを選択できる。
３．９．４．　ユーザの買い物パターンに関する情報が、システムによって記録される（
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書式では、ユーザ－場所－行動－時間－売り手－製品）。
【００７６】
３．１０．　イベント
３．１０．１．　ユーザに、プロフィールや過去の行動などから収集されたユーザの趣味
や関心の分野と一致する領域－行動－時間ゾーンに対する公開イベント情報を示す。
３．１０．２．　ユーザは、イベントをクリックしたりまたは事前にイベントの企画者に
電話をかけることがある。
３．１０．３．　ユーザは、イベントセクションでの入力をカスタムメッセージとしてメ
イト／グループに転送することがある。ユーザが「転送」リンクをクリックすると、ユー
ザに「メイト（Ｍａｔｅ）」スクリーンの下方の書式の新規なスクリーンを示す。このス
クリーンにおいて、ユーザは、イベント情報を転送するメイト／グループを選択できる。
３．１０．４．　ユーザの行為についての情報は、システムによって記録される（書式で
は、ユーザ－場所－行動－時間－イベント企画者－イベント）。
【００７７】
３．１１．　スイッチモード
３．１１．１　ユーザを他のモードに切り替える。
【００７８】
４．　パブリックモード
４．１．　カスタムメッセージのチェック（プライベートモード３．１と同じ）
【００７９】
４．２．　掲示の更新
４．２．１．　ユーザは、示されたカスタムオプションから、所望の「場所」、「行動」
、「いつから」を選択する。場所及び行動オプション選択肢は、頻度や新しさによって整
理され、最後のオプションは、「カスタム」である。ユーザが、「カスタム」を選択する
場合、ユーザは、カスタムメッセージをタイプできるスクリーンに移動される。時間帯の
選択肢は、１，２，４，または１２時間などの任意の期間である。
４．２．２．　Ｇｏ！のクリック。
４．２．３．　所望の内容がデータベースに登録され、更新されたスクリーンがユーザに
示される。
【００８０】
４．３．　個人と連絡
４．３．１．　ユーザは、スクロールし、リンクのクリックによって連絡を取りたい人を
選択する。
４．３．２．　ユーザに、カスタムメッセージやカスタム書式の場合は全メッセージを示
し、プロフィールを見せて番号を見せずに電話をしたり電子メールを送るオプションを与
える。
【００８１】
４．４．　検索の実行
４．４．１．　ユーザは、年齢・性別、血液型、１２宮、職業、趣味のうちの２つ、さら
には場所や行動、時間、フリーフォームなどの１つ以上の検索基準をドロップダウンボッ
クスから選択する。複数の検索基準が選択される場合、ＡＮＤ検索であるが、そうでなけ
ればＯＲ検索になる。ドロップダウンボックス、特に場所及び行動ボックスのコンテキス
トは、「現データ依存」であり、例えばシステムが渋谷についてのデータを有する場合は
、渋谷が選択肢として示される。
４．４．２．　Ｇｏ！を押す。
４．４．３．　システムは、一致した人の情報を示す結果を含むスクリーンへリフレッシ
ュする。ページ毎に表示される結果の数は、ユーザによって制御された設定である。
【００８２】
４．５．　掲示の削除
４．５．１．　ユーザに、自身のすべての状態の最新情報のリストを示す。次に、ユーザ
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は、選択的に編集または削除することがある。掲示は、時間の経過によって自動的に削除
される。
【００８３】
４．６．　プロフィールの編集
４．６．１．　ユーザは、嗜好や自己紹介、写真などの自由形式のプロフィール情報を入
力することがある。写真は、オプションであり、ウェッブサイトを介してのみであって、
所定の大きさ、ファイルサイズ、ファイルタイプのものだけである。
【００８４】
４．７．　設定の変更（プライベートモード３．８と同じ）
【００８５】
４．８．　お勧め（プライベートモード３．９と同じ）
【００８６】
４．９．　イベント（プライベートモード３．１０と同じ）
【００８７】
　４．１０．　切り替えモード（プライベートモード３．１１と同じ）
【００８８】
　上記の如く、ユーザプロフィール、状態、現在及び将来の行動、現在及び将来の場所、
関連する時間の有用性は、現在のシステムでは簡単には利用できない方法で、売り手が、
自身の製品やサービスをターゲットにできることによって、目標とするマーケティングを
容易にする。売り手は、現在、過去の行為（買い物、クリック、クーポンの反応等）、現
在の行動・場所（例えば午後３時まではあるショッピングセンタで買い物）、将来の行動
・場所（例えば明日の午後５時から８時まである通りで買い物を計画）、可能性のある関
係者、人口統計学へアクセスできる。この情報によって、売り手は、ユーザによって,最
も必要とされる・購入される・または検討されるチャンスのある製品・サービスを用意し
、これらをユーザやそのグループに、ダイレクトメール、ショートメッセージ、インスタ
ントメッセージ、ボイスメール、ｅ－クーポン等、インターネットを介して直接提供でき
る。ユーザのプロフィール、状態、現在及び将来の行動、現在及び将来の場所、関係する
時間に基づいた特別な営業を行う構成の一例を、以下に示す。なお、以下に示す特別なプ
ロセスは、一例であって、適宜に変更しうるものである。従って、当業者においては、本
発明は、プロセスフローの全てのステップを実行しなくても実施でき、また、従来の些細
なプロセスステップは、本発明の理解の混乱を避けるために詳細には説明しないことは、
明らかである。
【００８９】
構成の一例
　１．　売り手は、ウェッブサイトのセクションに行って売り込みをアップロードする。
売り手は、提供されたオプション、即ち、年齢、性別、場所、目的・行動、期限、単独・
複数、過去の購買記録に対するパラメータを調整することによって目標のユーザプロフィ
ールを選択する。次に、売り手は、売り込みを確定し、日曜日の夕方に原宿にて「Ｇａｐ
での購入１０％オフ」を宣言する。システムは、この売り込みに唯一の営業ＩＤを割り当
てる。この営業ＩＤは、後ほどｅ－クーポンを発行するために使用される。
【００９０】
　２．　ユーザは、自分の場所及び状態情報（目的、行動、時間）を更新する。ユーザに
、メイトに関する検索結果が示される。同時に、ユーザに、希望の行動（買い物、食事な
ど）、状態（ひとり、男友達と、女友達と）、過去の反応（クーポンのクリックや購入）
と一致する、その場所でそのときのお勧め及びイベントを示す。
【００９１】
　３．　この時、システムは、これらの基準と、売り手によって指定された基準と、ユー
ザの状態に基づいてシステムによって判別されたものとを使用して、ユーザを売り手に組
み合わせる。一実施例において、ユーザに示されるイベント・お勧めの最終リストは、広
告業者によって提供されたｃｐｍレートに基づいて分類される。
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【００９２】
　４．　ユーザは、お勧めをクリックして、その場所－行動－時間ゾーンに対して有効な
唯一の番号を有するｅ－クーポンを表示する。ユーザは、表示されたクーポンを、売り手
のところでキャッシャに見せて、提供された割引を得る。ユーザは、番号をコピーしてそ
れを売り手に見せてもよい。売り手さえよければ、ユーザは、割引や景品を得るために、
「私は、モバイルユーザ調整システムによって御社の売り込みを見つけました。」と売り
手に伝えることが許される。他の「コードワード」システムを使用したり（「私はジーン
ズがすき」等）、ユーザが、電話や電子メールによって小売商に氏名を伝えることによっ
て、お勧めを確保することもできる。
【００９３】
　５．　売り手は、クーポン番号のフラットファイルをウェッブサイトにアップロードし
て、売り手の売り込みに応じた顧客のマクロレベルの分析を受ける。次に、売り手は、そ
の情報を使用して、今後の売り込みに対する顧客の目標を定める。
【００９４】
　６．　売り手は、クーポンを回収したユーザに、今後の割引や他の営業上の売り込みに
よってさらなる動機を与えることがある。これは、常連客ＩＤを、ウェッブページにアク
セスできるユーザ購入者に提供することによって行われるかもしれない。即ち、ユーザは
、これを行って将来このタイプのより多くの売り込みを得た後で、クーポンのリンクをク
リックできる。
【００９５】
　図１乃至図９は、スマートフォン、即ちウェッブページやウェッブサイトにアクセスす
るインターネット機能を備えた携帯電話に対する本発明の実施の一例を示す。図１乃至図
９に示す実施例において、「イマヒマ」と呼ばれるサービスが設けられて、ユーザが自分
自身の情報（身元、プロフィール、状態を含む）や掲示（現在・提案の行動、現在・将来
の場所、関係する時間帯を含む）についての情報を登録したり更新したり、他のユーザ用
のアクセス権を設定でき、さらに、ユーザは、行動や集会の調整のために検索を行うこと
ができる。
【００９６】
　図１は、イマヒマのサービスが使用される方法の説明的な例と共に、一実施例を説明す
る。図２において、３つのサンプル画面が存在し、左側にホーム画面を示す。なお、この
画面はプライベートモードである。ページの上部で、ユーザにプライベートモード（priv
ate mode）にいること、就業中(Work)であること（他の可能性のある選択肢を上部に示す
）、及び、場所を示している。メイト、すなわち、関心を寄せている友人／知人の情報も
示されている。「検索（Search）」ボタンが、選んだ他のユーザ（「メイト（Ｍａｔｅ）
」）、予定、オーナ情報、他の一般設定に関する好みを設定する「嗜好（Ｐｒｅｆｓ）」
ボタンと共に設けられている（さらなる説明のために関連する検索オプションが示される
）。
【００９７】
　ページビュー（中央）は、グループ情報を表示し、グループのメンバ用のアクセス権を
設定してこのメンバによるユーザ「ニラジ」の情報へのアクセスを制御するためのもので
ある。この例では、グループは、「友人（Friends）」と呼ばれ、アクセス権は、ｙｅｓ
／ｎｏの２つである。ただし、ユーザ「ニラジ」の個人項目の制御のようなより細かいプ
ライバシ制御も必要に応じて行われる。このページビューに示すように、グループは編集
（edit）され、新規なグループの作成を可能とする機能（例えば、「新（new）」）が設
けられる。
【００９８】
　右のページビューでは、ニラジの予定を設定するページが用意される。予定は、正当に
許可された他のユーザが見られるようにニラジに関する情報を自動で（またはニラジの要
求に応じて）更新するために使用される。図３は、２つの動作モードの例を示す。図４は
、システムアーキテクチャの一例を提案する。なお、このアーキテクチャは一例であって
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、独自の技術である。しかし、様々なアーキテクチャが可能であることは、当業者によっ
て理解されるべきである。図５において、登録及びログインプロシージャの一例を示す。
本実施例において、新たに登録されたユーザに、ユーザデータベースを迅速に拡大させる
ために、３人の他のユーザに関するデータを入力するように要求する。しかし、これは、
オプションであり、かかる入力は、イマヒマサービスの範囲及び有用性の拡大に相当有効
（もちろん、優れている）となる傾向があるが、絶対に必要なものではない。図６は、登
録プロシージャの一例に関する詳細を説明するものである。図７は、サービスの通常の使
用方法を示すアプリケーションフローである。図８は、パブリックモード及びプライベー
トモードの例を示す。図９は、メイトスクリーン及びサインアップスクリーンの例を示す
。
【００９９】
　本発明の他の概念は、バーコードベースのｅ－クーポンである。現在・将来の場所、現
在・将来の行動を使用して、開示されたシステムは、新しいジャストインタイムコマース
を可能にする。広告業者は、店舗の近くで買い物をしている顧客にたどり着くことができ
、イベント企画者は、最近割引されたチケットに関心があり近くで暇な時間のある人にた
どり着ける。この人たちは、広告を見て、詳細な情報を得るために広告をクリックし、バ
ーコードを含むｅ－クーポンをダウンロードし、このクーポンを店舗に持参して割引が得
られる。これは、バーコードベースのｅ－クーポンが有効となる例である。ｅ－クーポン
は、開示されたシステムのユーザの身元と、ｅ－クーポンが反応するように選択された特
定の営業行為とを確認する唯一且つ容易な手段を提供する。モバイル装置（モバイルフォ
ン、ＰＤＡ）のスクリーンにディジタルに表示されたバーコード（ｅ－クーポンの一部）
をスキャンすることによって、店舗場所で店員は、この唯一のクーポン番号を容易に知る
ことができる。ｅ－クーポン情報が分かると、利用可能な割引が、自動的にこのユーザに
提供される。後に、これらのクーポン番号のフラットファイルをサーバにアップロードす
ることによって、売り手は、営業行為の有効性を確認して、この売り込みに応答したユー
ザのマクロ分析をやり遂げられる。図１０は、この特徴の動作方法の概要を示す。
【０１００】
　バーコードは、たいていの店舗のキャッシュレジスタで利用できる通常のスキャナによ
ってスキャンでき、ｅ－クーポン情報をユーザから売り手に転送する簡単な機構を提供す
る。ディジタルのバーコードによって、以下に示す複数の新しい機能が可能になる。
　　・ユーザの確認
　　・クーポン及び営業行為の確認
　　・割引情報の確認
【０１０１】
　このｅ－クーポンの番号が、売り手によって取り込まれると、これらのクーポン番号の
フラットファイルは、以下のさらなる分析のためにサーバにアップロードされる。
　　・営業促進行為の分析
　　・営業行為に応答したユーザのプロフィールのマクロ分析
【０１０２】
　このように、モバイルフォンのバーコードは、システムとユーザと関係する売り手との
間のループを閉じる。我々に示された広告の数と、クリックされた広告の数と、さらに、
それによって生じた実際のビジタの数とを調べることを可能にした。開示された技術によ
って、小売業者に前例のない制御及び効率を提供する、目標とされた新しいマーケティン
グ手段が提供される。店舗や娯楽の現場に近接すること（または特定の時間枠内近傍にい
ることを予定）によって、さらに現在の目的によって、許可を受けた個人を目標にできる
ことは、マーケティングの歴史における最初のシステムである。これは、人口学的且つサ
イコグラフのプロフィールによって予測を見抜くと共に権限を与え、即座の行動に関係す
る目的を確認し、各人にカスタムメイドの営業行為に関する売り込みを提示できる店員を
、通りに有しているようなものである。
【０１０３】
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　開示されたシステム及び技術は、特別な行動・目的、特別な場所、及びその両方となる
営業行為に最適である。例えば、開示されたシステムは、特定のブティックの近くにいた
り、または「買い物」をしているユーザにｅ－クーポンを提供するために使用されること
もある。または、大都市全体に亘ってファーストフードレストランチェーンや薬局で利用
可能なｅ－クーポンを提供できる。その一方、現在食事を予定しているユーザのみがクー
ポンを受け取るなどの、目的または時間のみによって目標を設定することもできる。
【０１０４】
　これは、可能である。その理由は、開示されたシステムは、過去にて利用可能であった
ものよりも、各消費者の行為のさらなる状況の認識を有しているからである。サインアッ
プの間に得られた通常の消費者によって供給された人口統計に加え、開示されたシステム
は、今までのクーポンの反応と購入記録、ユーザの実際の物理的な場所、現在または所望
の行動（買い物、食事、仕事など）、近くにいるユーザの友人の存在を追跡できる。
【０１０５】
　消費者にとって、これは、貴重と予測されるメッセージの受信を意味する。その理由は
、このメッセージは、相関し、パーソナル化され、実際のニーズを正確に予測して反応し
ているからである。配信されたメッセージは、ユーザの現在の行動と現在の生活様式とダ
イナミックに統合していく。ユーザは、広告業者のウェッブサイトに最終的につながり、
より多くの情報のためのクリックに対して自由であり、また、割引のためにｅ－クーポン
を受け取ることも自由である。
【０１０６】
　次に、開示されたシステムで目標とする特定の営業行為を行う方法を記載する。
【０１０７】
　１．　売り手は、ウェッブサイトのセクションに行き、売り込みをアップロードする。
売り手は、提供されたオプション、年齢、性別、場所、目的・行動、時間枠、単独・複数
、過去の買い物の記録の全てを扱うことによって、目的のユーザプロフィールを選択でき
る。次に、売り手は、日曜日の夕方に原宿で「Ｇａｐでの購入１０％オフ」と宣言する。
システムは、この売り込みに対して唯一の営業ＩＤを割り当てる。なお、このＩＤは、後
ほどｅ－クーポン番号の発生に使用される。
【０１０８】
　２．　ユーザは、自分の場所及び状態（目的・行動）情報を更新し、メイトについての
検索結果が示される。同時に、ユーザには、希望する行動（買い物・食事）、状態（単独
・男友達と一緒・女友達と一緒）、過去の反応（クーポンのクリック及び購入）と一致す
る、その場所その時のお勧めとイベントとを示す。
【０１０９】
　３．　この時点で、システムは、これらの基準を使用してユーザを売り手と組み合わせ
る。いくつかは、売り手によって指定され、残りは、ユーザの状態の基づいてシステムに
よって判別される。ユーザに示されるイベント・お勧めの最終リストは、広告業者によっ
て提供されたｃｐｍレートに基づいて分類される。
【０１１０】
　４．　ユーザは、お勧めをクリックして、その場所－行動－時間ゾーンに対して有効な
固有な番号を有するｅ－クーポンを表示する。ユーザは、売り手のもとでキャッシャに、
表示されたｅ－クーポンを示して、提供された割引を得る。ユーザは、番号を単に写し取
って売り手に見せても良い。売り手が認めれば、ユーザは、割引や景品を得るために「私
は、開示されたシステムによって御社の売り込みをみつけました。」と売り手に伝えるだ
けでも良い。他の「コード・ワード」システムも使用できる（例えば「私はジーンズが好
きです」など）。または、ユーザは、電話や電子メールによって氏名を小売商に伝えるこ
とによって、「お勧め」を取り置くこともできる。
【０１１１】
　５．　売り手は、クーポン番号のフラットファイルをシステムウェッブサイトにアップ
ロードして、売り込みに応答した顧客のマクロレベルでの分析を受ける。次に、売り手は
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、今後の売り込みのために目標となる顧客に向けてこの情報を使用する。
【０１１２】
　６．　売り手は、クーポンを回収したユーザに、将来の割引や他の営業促進用の売り込
みによってさらなる動機を与えることがある。
【０１１３】
　これは、ウェッブページにアクセスできるユーザ・売り手に常連客ＩＤを与えることに
よって行い得る。または、ユーザは、これを実行して将来にこのタイプのより多くの売り
込みを得た後、クーポンのリンクをクリックできる。システム及び方法とは別に、コンピ
ュータプログラム媒体も、本発明に含まれる。これらのコンピュータプログラム媒体は、
コンピュータが本発明に開示された方法を実行できるコンピュータ読取媒体にある命令か
らなる。命令は、限定されないが、ソースコード、オブジェクトコード、実行可能形式を
含み、これらに限定されるものではない。命令を実行するコンピュータは、ミニ、マクロ
、メインフレームを含むが、これらに限定されない。コンピュータ読取媒体は、フロッピ
ィ、ＲＡＭ、ＲＯＭ、ハードドライブ、磁気テープ、カートリッジ、ＣＤ、ＤＶＤ、イン
ターネットダウンロードを含むが、これらに限定されない。
【０１１４】
　本発明は、複数の好ましい実施例に基づき記載したが、本発明の範囲内で変形例、代替
例、等化例が存在する。例えば、ポイントアンドクリック及びビジュアルインターフェー
スが議論されたが、データ入力に対する音声認識やコンピュータ生成音声を含むユーザイ
ンターフェースも、現在・将来の場所・行動を取り交わすために使用できることが予測さ
れる。もちろん、他のデータの入出力方法も、使用できる。本発明の方法及び装置を実行
する他の方法が多数存在する。故に、従属の請求項は、本発明の範囲内に含まれる全ての
変形例、代替例、等化例を含むものとして解釈することを目的とする。
【図面の簡単な説明】
　【図１】
　一実施例を示す図である。
　【図２】
　３つのサンプル画面を示す。
　【図３】
　２つの動作モードを説明する。
　【図４】
　システムアーキテクチャの例を提案する。
　【図５】
　登録とログインプロシージャの例を示す。
　【図６】
　登録プロシージャに関する詳細を示す。
　【図７】
　サービスが通常使用される方法を示すアプリケーションフローの一例を示す。
　【図８】
　パブリックモード及びプライベートモードの一例を示す。
　【図９】
　メイトスクリーン及びサインオンスクリーンの一例を示す。
　【図１０】
　ｅクーポンの機能の一例を示す。
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