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(57)【要約】
本発明の実施形態では、スポンサー提供のコンテンツな
どのモバイルコンテンツを、別のモバイルコンテンツの
一部に関連するコンテキストデータ及び／又は挙動デー
タに関連付け、及び、そのモバイルコンテンツをモバイ
ル通信設備に提供するための改良された能力が説明され
る。コンテキスト及び挙動情報に基づいてユーザープロ
フィールを生成し、格納し、利用するための方法及びシ
ステムが説明される。
【選択図】図１
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　第１のスポンサー提供コンテンツを、モバイルコンテンツの第１の部分に関する第１の
コンテキストデータに関連付けるステップと、
　第２のスポンサー提供コンテンツを、前記モバイルコンテンツの第２の部分に関する第
２のコンテキストデータに関連付けるステップと、
　前記モバイルコンテンツの前記第１の部分がモバイル通信設備に提示されると、該モバ
イル通信設備のディスプレイに前記第１のスポンサー提供コンテンツを表示するステップ
と、
　前記モバイルコンテンツの前記第２の部分が前記モバイル通信設備に提示されると、該
モバイル通信設備のディスプレイに前記第２のスポンサー提供コンテンツを表示するステ
ップ
を含む方法。
【請求項２】
　前記関連付けが関連性に少なくとも部分的に基づく、請求項１の方法、
【請求項３】
　前記モバイルコンテンツの前記第１の部分がテキストの一部分である、請求項１の方法
。
【請求項４】
　前記テキストがニュース記事である、請求項３の方法。
【請求項５】
　前記モバイルコンテンツの前記第１の部分がビデオの一部分である、請求項１の方法。
【請求項６】
　前記モバイルコンテンツの前記第１の部分がオーディオの一部分である、請求項１の方
法。
【請求項７】
　前記モバイルコンテンツの前記第１の部分が画像の一部分である、請求項１の方法。
【請求項８】
　前記モバイルコンテンツの前記第２の部分がテキストの一部分である、請求項１の方法
。
【請求項９】
　前記テキストがニュース記事である、請求項８の方法。
【請求項１０】
　前記モバイルコンテンツの前記第２の部分がビデオの一部分である、請求項１の方法。
【請求項１１】
　前記モバイルコンテンツの前記第２の部分がオーディオの一部分である、請求項１の方
法。
【請求項１２】
　前記モバイルコンテンツの前記第２の部分が画像の一部分である、請求項１の方法。
【請求項１３】
　前記コンテキスト情報がリンク構造である、請求項１の方法。
【請求項１４】
　前記コンテキスト情報がインバウンドリンクである、請求項１の方法。
【請求項１５】
　前記コンテキスト情報がアウトバウンドリンクである、請求項１の方法。
【請求項１６】
　前記コンテキスト情報がリンクである、請求項１の方法。
【請求項１７】
　前記コンテキスト情報がテキストである、請求項１の方法。
【請求項１８】
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　前記コンテキスト情報がキーワードである、請求項１の方法。
【請求項１９】
　前記コンテキスト情報がメタデータである、請求項１の方法。
【請求項２０】
　電子的に表示可能な一次的コンテンツの複数の部分からコンテキスト情報を収集するス
テップであって、コンテキスト情報の各々と前記複数の部分の各々との関連付けが、各部
分のコンテキストが識別できるように維持される、ステップと、
　モバイル通信設備において、ディスプレイ画面内のコンテンツの少なくとも１つの部分
の電子表示に関係する情報を受け取るステップと、
　前記ディスプレイ画面内のコンテンツの前記少なくとも１つの部分に関連するコンテキ
スト情報に少なくとも部分的に基づいて、二次的なコンテンツを前記ディスプレイに表示
するステップ
を含む方法。
【請求項２１】
　前記一次的コンテンツがウェブページである、請求項２０の方法。
【請求項２２】
　前記二次的コンテンツがスポンサー提供コンテンツである、請求項２０の方法。
【請求項２３】
　前記スポンサー提供コンテンツが広告である、請求項２２の方法。
【請求項２４】
　前記広告がすぐに作動可能な特徴を含む、請求項２３の方法。
【請求項２５】
　モバイル通信設備に表示されている一次的コンテンツの一部に関連する情報を受け取る
ステップであって、前記一次的コンテンツは、表示されていない少なくとも１つの他の部
分を有する、ステップと、
　前記情報に関連するコンテキストを決定するステップと、
　前記コンテキストに対する第２のコンテンツの関係に基づいて、該第２のコンテンツを
前記モバイル通信設備に配信するステップ
を含む方法。
【請求項２６】
　パンされた表示位置に関連するコンテンツコンテキスト情報をモバイル通信設備から受
け取るステップと、
　前記コンテンツコンテキスト情報に基づいて、前記モバイル通信設備にコンテンツを配
信するステップ
を含む方法。
【請求項２７】
　ズームされた表示位置に関連するコンテンツコンテキスト情報をモバイル通信設備から
受け取るステップと、
　前記コンテンツコンテキスト情報に基づいて、前記モバイル通信設備にコンテンツを配
信するステップ
を含む方法。
【請求項２８】
　位置決めされた表示位置に関連するコンテンツコンテキスト情報をモバイル通信設備か
ら受け取るステップと、
　前記コンテンツコンテキスト情報に基づいて、前記モバイル通信設備にコンテンツを配
信するステップ
を含む方法。
【請求項２９】
　モバイル通信設備を用いて、モバイルコンテンツの一部分とのユーザーの相互作用（以
下、ユーザーインタラクションという）を記録するステップと、
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　データを前記ユーザーインタラクションに関連付けるステップと、
　前記データをサーバーに送るステップと、
　前記データに関連付けられたスポンサー提供コンテンツを選択するステップであって、
該関連付けが、前記モバイルコンテンツの一部分と前記スポンサー提供コンテンツとの関
連性に少なくとも部分的に基づく、ステップと、
　前記スポンサー提供コンテンツを前記モバイル通信設備に提示するステップ
を含む方法。
【請求項３０】
　前記ユーザーインタラクションがページビューである、請求項２９の方法。
【請求項３１】
　前記ユーザーインタラクションがテキストビューである、請求項２９の方法。
【請求項３２】
　前記ユーザーインタラクションがストリーミングオーディオコンテンツである、請求項
２９の方法。
【請求項３３】
　前記ユーザーインタラクションがストリーミングビデオコンテンツである、請求項２９
の方法。
【請求項３４】
　前記ユーザーインタラクションがダウンロードである、請求項２９の方法。
【請求項３５】
　前記ユーザーインタラクションがアップロードである、請求項２９の方法。
【請求項３６】
　前記ユーザーインタラクションが、テキストメッセージを受け取ることである、請求項
２９の方法。
【請求項３７】
　前記ユーザーインタラクションが、テキストメッセージを送ることである、請求項２９
の方法。
【請求項３８】
　前記モバイルコンテンツの前記一部分がテキストの一部分である、請求項２９の方法。
【請求項３９】
　前記テキストがニュース記事である、請求項３８の方法。
【請求項４０】
　前記モバイルコンテンツの前記部分がビデオの一部分である、請求項２９の方法。
【請求項４１】
　前記モバイルコンテンツの前記部分がオーディオの一部分である、請求項２９の方法。
【請求項４２】
　前記モバイルコンテンツの前記部分が画像の一部分である、請求項２９の方法。
【請求項４３】
　一次的コンテンツのどの部分が、モバイル通信設備の表示画面に現在表示されているか
を識別するコンテンツ表示情報を受け取るステップであって、前記一次的コンテンツは、
現在表示されていない少なくとも１つの他の部分を含む、ステップと、
　前記コンテンツ表示情報に基づいてユーザープロフィールを生成するステップ
を含む方法。
【請求項４４】
　一次的コンテンツのどのような部分が、モバイル通信設備の表示画面に表示されたかを
識別するコンテンツ表示情報を受け取るステップと、
　前記コンテンツ表示情報に基づいてユーザープロフィールを生成するステップ
を含む方法。
【請求項４５】
　一次的コンテンツのどのような部分が、モバイル通信設備の表示画面に表示されたかを
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識別するコンテンツ表示情報を受け取るステップと、
　前記表示された部分に対する人気ランキングを生成するステップ
を含む方法。
【請求項４６】
　一次的コンテンツのどのような部分が、第１のモバイル通信設備の表示画面に表示され
たかを識別するコンテンツ表示情報を受け取るステップと、
　前記一次的コンテンツのどのような部分が、第２のモバイル通信設備の表示画面に表示
されたかを識別するコンテンツ表示情報を受け取るステップと、
　前記表示された部分に対する人気ランキングを生成するステップ
を含む方法。
【請求項４７】
　一次的コンテンツの一部分が、モバイル通信設備の表示画面に、どれだけの時間現在の
ところ表示されているかを識別するコンテンツ表示情報を受け取るステップであって、前
記一次的コンテンツは、現在表示されていない少なくとも１つの他の部分を含む、ステッ
プと、
　前記コンテンツ表示情報に基づいてユーザープロフィールを生成するステップ
を含む方法。
【請求項４８】
　一次的コンテンツの一部分が、モバイル通信設備の表示画面に、どれだけの時間表示さ
れたかを識別するコンテンツ表示情報を受け取るステップと、
　前記コンテンツ表示情報に基づいてユーザープロフィールを生成するステップ
を含む方法。
【請求項４９】
　一次的コンテンツの一部分が、モバイル通信設備の表示画面にどれだけの時間表示され
たかを識別するコンテンツ表示情報を受け取るステップと、
　前記表示された部分に対する人気ランキングを生成するステップ
を含む方法。
【請求項５０】
　一次的コンテンツの一部分が、第１のモバイル通信設備の表示画面にどれだけの時間表
示されたかを識別するコンテンツ表示情報を受け取るステップと、
　前記一次的コンテンツの一部分が、第２のモバイル通信設備の表示画面に、どれだけの
時間表示されたかを識別するコンテンツ表示情報を受け取るステップと、
　前記表示された部分に対する人気ランキングを生成するステップ
を含む方法。
【請求項５１】
　モバイル通信設備からコンテンツ部分表示情報を受け取るステップと、
　前記モバイル通信設備に関連するモバイル加入者特性情報を受け取るステップと、
　前記コンテンツ部分表示情報に少なくとも部分的に基づいて、及び、前記モバイル加入
者特性情報に少なくとも部分的に基づいて、前記モバイル通信設備にスポンサー提供コン
テンツを配信するステップ
を含む方法。
【請求項５２】
　モバイル通信設備からコンテンツ部分表示情報を受け取るステップと、
　前記モバイル通信設備に関連するモバイル加入者特性データベースに、前記コンテンツ
部分表示情報を追加するステップ
を含む方法。
【請求項５３】
　モバイル通信設備からコンテンツ部分表示情報を受け取るステップと、
　前記モバイル通信設備に関連するモバイル加入者特性情報を受け取るステップと、
　前記コンテンツ部分表示情報に少なくとも部分的に基づいて、及び、前記モバイル加入
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者特性情報に少なくとも部分的に基づいて、ユーザープロフィールを生成するステップ
を含む方法。
 
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　関連出願への相互参照
　本願は、米国仮特許出願である、2007年6月25日出願の米国仮出願番号第60/946,132、2
007年8月27日出願の米国仮出願番号第60/968,188、2008年3月18日出願の米国仮出願第61/
037,617、及び2008年5月9日出願の米国仮出願第61/052,024の各々に基づいて優先権を主
張するものであり、これらの米国仮特許出願は所有者が同一であり、これら出願の全内容
は参照によって本明細書に組み込まれている。
【０００２】
　本願は、2007年10月30日出願の米国出願第11/928,819、2007年10月30日出願の米国出願
第11/928,847、2007年10月30日出願の米国出願第11/928,877、2007年10月30日出願の米国
出願第11/928,909、2007年10月30日出願の米国出願第11/928,937、2007年10月30日出願の
米国出願第11/928,960、2007年10月30日出願の米国出願第11/928,990、2007年10月30日出
願の米国出願第11/929,016、2007年10月30日出願の米国出願第11/929,039、2007年10月30
日出願の米国出願第11/929,059、2007年10月30日出願の米国出願第11/929,081、2007年10
月30日出願の米国出願第11/929,096、2007年10月30日出願の米国出願第11/929,105、2007
年10月30日出願の米国出願第11/929,129、2007年10月30日出願の米国出願第11/929,148、
2007年10月30日出願の米国出願第11/929,171、2007年10月30日出願の米国出願第11/929,2
53、2007年10月30日出願の米国出願第11/929,272、2007年10月30日出願の米国出願第11/9
29,297、及び2007年10月30日出願の米国出願第11/929,308の各々に各々に基づいて優先権
を主張するものであり、これらの米国特許出願は所有者が同一であり、これらの出願の全
内容は参照によって本明細書に組み込まれている。
【０００３】
　この開示は、モバイル通信の分野に関し、より具体的には、スポンサー提供のコンテン
ツなどのモバイルコンテンツを、別のモバイルコンテンツの一部に関連するコンテキスト
データ（またはコンテクストデータ、または文脈データともいう。以下同じ）及び／又は
挙動データに関連付け、及び、そのモバイルコンテンツをモバイル通信設備に提供するた
めの改良された方法及びシステムに関連する。
【背景技術】
【０００４】
　ウェブベースの検索エンジンによって駆動されるオンライン検索は、インターネットな
どのコンピュータネットワークの最も重要な用途の１つであることがわかっている。コン
ピュータユーザーは、様々なユーザーインターフェースや検索方法を使用してコンテンツ
を検索するための種々の検索ツールを利用することができる。いくつかの環境では、モバ
イル装置のユーザーは、また、インターネット検索ツールにアクセスすることによってコ
ンテンツを検索することもできる。
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
　しかしながら、携帯電話などの多くのモバイル装置のユーザーは、従来のオンラインで
の使用を対象とした検索技術を使用するという困難に直面する。これらの困難には、フル
スクリーン表示、標準サイズのキーボード、及び高速ネットワーク接続に適合した環境に
おけるナビゲーションの際に、適切なコンテンツを表示できないこと、クエリーの入力や
他の適切なアクションをとることが難しいことが含まれる。さらに、インターネット検索
エンジンは、現在のところ、モバイル通信設備に検索結果を最適に配信することができな
い。なぜなら、これらの検索エンジンは、モバイル用ではなくインターネット用に特別に
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設計されているからである。モバイル通信装置での使用に適合した改良された検索能力が
必要とされている
【課題を解決するための手段】
【０００６】
　本発明は、一実施形態において、モバイル通信設備のユーザーに、該モバイル通信設備
の能力では全内容を表示することができないウェブページなどのコンテンツのアイテムに
アクセスするための方法及びシステムを提供することができる。これは、モバイル通信設
備のユーザーに、最初にコンテンツ部分１を閲覧させ、次に、コンテンツ部分２を閲覧さ
せるようにすることができる。コンテンツ部分１をコンテキストデータ１に関連付けるこ
とができる。コンテンツ部分２をコンテキストデータ２に関連付けることができる。コン
テキストデータ１及びコンテキストデータ２をコンテキストデータベースに格納すること
ができる。スポンサー提供のコンテンツデータベースから、コンテキストデータ１に関連
付けられたスポンサー提供のコンテンツ１、及び、コンテキストデータ２に関連付けられ
たスポンサー提供のコンテンツ２を選択するために関連性設備を使用することができる。
コンテキストデータとスポンサー提供のコンテンツとの間の関連性を用いて、さらに、コ
ンテンツ部分１をスポンサー提供のコンテンツ１に関連付け、コンテンツ部分２をスポン
サー提供のコンテンツ２に関連付けることができる。コンテンツ部分１を表示している間
に、コンテンツ部分１とこれに関連付けられたスポンサー提供のコンテンツ１を、モバイ
ル通信設備に、同時に表示したり、互いに時間的に近接して表示したり、段階的に表示し
たり、連続して表示したり、コンテンツ１とスポンサー提供のコンテンツ１を関連付ける
他の表示方法で表示したりすることができる。コンテンツ部分２を表示している間に、コ
ンテンツ部分２とこれに関連付けられたスポンサー提供のコンテンツ２を、モバイル通信
設備に、同時に表示したり、互いに時間的に近接して表示したり、段階的に表示したり、
連続して表示したり、コンテンツ２とスポンサー提供のコンテンツ２を関連付ける他の表
示方法で表示したりすることができる。一実施形態では、あるコンテンツ部分へのナビゲ
ーション時に、ステージ（または局面）の変化を示す指標をモバイル通信設備に関連付け
られたサーバーに送ることができる。このステージの変化は、その部分へのリダイレクシ
ョンを示すことができる。このリダイレクションが登録されると、その部分に関連付けら
れたコンテキストデータを収集できるようになる。このプロセスは、バックグランドでサ
ーバーからコンテキストデータを送ることができる点で非同期式であり、これによって、
閲覧されるコンテンツ部分の機能とのインターフェースが最少ですむ。
【０００７】
　一実施形態では、コンテキストデータを送るために使用される非同期プロセスを、非同
期ジャバスクリプト及びＸＭＬ（ＡＪＡＸ）、または類似のプロセスとすることができる
。ＡＪＡＸとは、異なるオペレーティングシステム、コンピュータアーキテクチャ、及び
、ジャバスクリプトやＤＯＭなどのオープンスタンダードに基づいている場合のウェブブ
ラウザで使用できるクロスプラットフォーム技術のことをいう。ＡＪＡＸシステムは、追
加のデータをサーバーから要求して、既存のページの表示及び挙動を邪魔せずにバックグ
ランドでロードできる点で非同期式である。ジャバスクリプトは、ＡＪＡＸ関数呼び出し
を行うために使用できるスクリプト言語である。ブラウザで実行されるスクリプト言語で
利用できる「XMLHttpRequest」オブジェクト、または、「XMLHttpRequest」をサポートし
ていないブラウザ内のリモートスクリプト（remote scripting）を用いてデータを取り出
すことができる。いくつかの実施形態では、非同期型コンテンツをＸＭＬ以外のフォーマ
ットにフォーマットすることができる。ＡＪＡＸ及び関連する技術は、バックグランド機
能として少量のデータをサーバーと交換することができ、このため、サーバーからデータ
を取り出す必要がある毎にウェブページ全体を再度ロードする必要がない。これによって
、ウェブページの対話性（双方向性）、速度、機能性、及び利便性が向上する。
【０００８】
　一実施形態では、あるコンテンツ部分をモバイル通信設備のディスプレイに表示するこ
とができる。モバイル通信設備は、コンテンツ全体を受信して、ユーザーの所定のアクシ
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ョンに応じて該コンテンツ全体のいくつかの部分のみを表示することができる。たとえば
、ユーザーは、モバイル通信設備にある局所的ソフトウエア（たとえばブラウザ）に特定
のウェブページに接続するよう命令することができ、この場合、該ソフトウエアは、その
ウェブページ全体、または、該ウェブページの重要な部分を取り出すことができる。モバ
イル通信設備は、次に、該ウェブページの一部をディスプレイに表示することができる。
たとえば、ウェブページの上部をディスプレイに表示することができ、モバイル通信設備
のソフトウエアは、ユーザーがコンテンツの別の部分を見たいというユーザーからの指示
を待つことができる。この指示は、ユーザーからの、ズーム、パン、シフト（移動）、ま
たは他の要求として与えられることができる。モバイル通信設備のソフトウエアは、どの
部分が現在表示されているか、その部分がどれだけの時間表示されているか、または、表
示されているその部分に関する他のパラメータをモニタ（監視）することができる。この
モバイル通信設備のソフトウエアは、次に、現在表示されているそのコンテンツ部分に関
連する他のコンテンツをモバイル通信設備に送ることができるように、この情報をサーバ
ーにリアルタイムで送信することができる。サーバー側のソフトウエアは、そのコンテン
ツ部分、該コンテンツ部分に関連するコンテキスト情報、モバイル通信設備のユーザーが
該コンテンツ部分とどのように対話（相互作用）しているかに基づく挙動情報、または、
他のそのような情報に基づいて適切なコンテンツ（たとえば、スポンサー提供のコンテン
ツ、関連するコンテンツなど）を選択することができる。サーバー側ソフトウエアはこの
選択をすると、そのコンテンツをモバイル通信設備に伝えることができる。モバイル通信
設備を、そのような情報を受け入れるように構成することができるが、オプションとして
、そのような情報を受け入れないように構成することもできる。モバイル通信設備は、現
在表示されているコンテンツ部分に関連する新たなコンテンツを受信すると、モバイル通
信設備は、そのコンテンツを後で（たとえば、モバイル通信設備が所定の位置に持って行
かれた時に、または、ある時刻に基づいて、または、その他の後での何らかのトリガイベ
ントまたは暗黙の探索（潜在的に行われる探索）に基づいて）提供するために記憶するこ
とができる。他の実施形態では、モバイル通信設備は、新たに選択されたコンテンツを受
信したときに該コンテンツを提示（表示）することができる。現在表示されているコンテ
ンツ部分と連係させてこの新しいコンテンツを提示することができる。たとえば、この新
しいコンテンツを、同じ表示部分内（たとえば、同じウインドウ内）に表示することがで
き、あるいは、別個に（たとえば、別々のウインドウに）表示することができる。ＡＪＡ
Ｘは、どの部分が現在表示されているかに関する情報をモバイル通信設備から得るために
使用される１つの技術である。当業者であれば、どのコンテンツ部分が現在表示されてい
るかを知るために、または、関連する情報をサーバベースのアプリケーションに伝えるた
めに、何らかのソフトウエアまたはプロトコルが必要ではないことを理解するだろう。本
明細書における多くの実施形態では、どのコンテンツ部分が表示されているかに関する情
報をサーバーにリアルタイムで送ることが記述されているが、そのような情報を収集して
後の時点でまとめて送ることができることが理解されるべきである。
【０００９】
　他の実施形態では、完全なコンテンツの一部だけを、モバイル通信設備に伝えることが
でき、他のコンテンツ部分を、要求されたときにモバイル通信設備に伝えることができる
。このため、コンテンツの大部分がモバイル通信設備に送られ、その後、コンテンツの一
部がモバイル通信設備のディスプレイに表示するために選択される上記の例とは対照的に
、この実施形態では、コンテンツの一部のみがモバイル通信設備に送られる。この場合、
コンテンツの他の部分を後で送ることができる。（たとえば、パン要求やズーム要求を介
した）ユーザーの要求に応じて、または、ユーザーが閲覧するために何（たとえば、ＡＪ
ＡＸプロトコルを介して他のコンテンツ部分をダウンロードすること）を望んでいるかに
ついての予測を通じて、この他のコンテンツ部分を後で送ることができる。この実施形態
では、どのような部分がモバイル通信設備のディスプレイに表示されているかをモニタ（
監視）する役目を担うサーバープログラムは、所定の部分がモバイル通信設備に送られた
ことから、該所定の部分がモバイル通信設備に表示されていること、または、表示された
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ということを推測することができる。サーバーは、要求（リクエスト）のタイプに基づい
てコンテンツ部分の伝達を追跡することができる。たとえば、ユーザーがどのようなコン
テンツを閲覧すること欲しているかを予測することが意図された推測タイプの要求とは別
個にユーザーの明示的要求を追跡することができる。関連するコンテンツの選択は、その
ようなコンテンツ部分の要求の任意のタイプ、または、全てのタイプに基づくものとする
ことができる。
【００１０】
　いくつかの実施形態では、コンテンツを、テキスト、画像（イメージ）、オーディオ（
音声）、オーディオビジュアル（音声と映像）、ウェブページ、ウェブページの一部分、
スクリーン（画面）の一部分、スポンサー提供のコンテンツ、広告、広告の一部、対話式
機能（インタラクティブな機能：interactive feature）、定期購読コンテンツ（または
、定期購買コンテンツ、または予約購読コンテンツ。以下同じ）、タグの付いたコンテン
ツ、動的なコンテンツ、または、他の形態のコンテンツとすることができる。
【００１１】
　いくつかの実施形態では、コンテキストデータを、リンク構造、リンク、アウトバウン
ドリンク、インバウンドリンク、キーワード、メタデータ、または、他の形態のコンテキ
ストデータとすることができる。
【００１２】
　本発明は、いくつかの実施形態では、モバイル通信設備の能力を超えるためにコンテン
ツ全体を表示することができないウェブページなどのコンテンツのアイテム（要素など）
に、該モバイル通信設備のユーザーがアクセスできるようにするための方法及びシステム
を提供することができる。これらの方法及びシステムは、モバイル通信設備のユーザーに
、最初にコンテンツ部分１を閲覧させ、次に、コンテンツ部分２を閲覧するようにナビゲ
ートすることができる。コンテンツ部分１を挙動データ（または行動データ。以下同じ）
１に関連付けることができる。コンテンツ部分２を挙動データ２に関連付けることができ
る。挙動データ１及び挙動データ２を挙動データベースに格納することができる。関連性
設備を用いて、スポンサー提供のコンテンツデータベースから、挙動データ１に関連付け
られたスポンサー提供のコンテンツ１、並びに、挙動データ２に関連付けられたスポンサ
ー提供のコンテンツ２を選択することができる。挙動データとスポンサー提供のコンテン
ツとの間の関連性を用いて、さらに、コンテンツ部分１をスポンサー提供のコンテンツ１
に関連付け、及び、コンテンツ部分２をスポンサー提供のコンテンツ２に関連付けること
ができる。コンテンツ部分１を表示している間に、コンテンツ部分１とこれに関連付けら
れたスポンサー提供のコンテンツ１を、モバイル通信設備に、同時に表示したり、互いに
時間的に近接して表示したり、段階的に表示したり、連続して表示したり、コンテンツ１
とスポンサー提供のコンテンツ１を関連付ける他の表示方法で表示したりすることができ
る。コンテンツ部分２を表示している間に、コンテンツ部分２とこれに関連付けられたス
ポンサー提供のコンテンツ２を、モバイル通信設備に、同時に表示したり、互いに時間的
に近接して表示したり、段階的に表示したり、連続して表示したり、コンテンツ２とスポ
ンサー提供のコンテンツ２を関連付ける他の表示方法で表示したりすることができる。
【００１３】
　いくつかの実施形態では、挙動データを、パン、ズーム、ナビゲート、スクロール、位
置決め（位置調整）、ページビュー（ページの表示や閲覧など）、テキストビュー（テキ
ストの表示や閲覧など）、イメージビュー（画像の表示や閲覧など）、ストリーミングオ
ーディオコンテンツ、ストリーミングビデオコンテンツ、ダウンロード、アップロード、
トランザクション、広告コンバージョン（advertisement conversion）、テキストメッセ
ージの受信、テキストメッセージの送信、電子メールの受信、電子メールの送信、検索ク
エリーの入力、ディレクトリ情報の呼び出し、または、他のタイプの挙動データとするこ
とができる。挙動データの受信に応答してモバイル通信設備に送られるコンテンツと該挙
動データとを関連付けるために、モバイル通信設備に関連付けられているサーバーに該挙
動データを伝えることができる。モバイル通信設備に送られるコンテンツ（たとえばペー
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ジビュー）を用いて、コンテンツのどの部分をユーザーが現在閲覧しているかをサーバー
で推定することができる。
【００１４】
　いくつかの実施形態では、挙動データベースに格納されている挙動データ（及び／又は
、コンテキストデータベースに格納されているコンテキストデータ）などのコンテンツの
アイテムの一部に関連するデータを用いて、モバイル通信設備またはそのユーザーに関す
る既存のデータを生成しまたは増強することができる。たとえば、モバイル通信設備で閲
覧されるコンテンツの部分に関連する挙動データ及びコンテキストデータを、使用履歴、
デバイス（または、装置）特性データベース、ロケーションデータベース、モバイル加入
者特性データベース、ユーザートランザクション履歴データベース、または、一般的なコ
ンテキスト情報データベースに追加することができる。
【００１５】
　いくつかの実施形態では、スポンサー提供のコンテンツなどのモバイルコンテンツのア
イテムを、モバイルコンテンツの一部に関連するコンテキストデータに少なくとも部分的
に基づいて、モバイル通信設備に提供することができる。
【００１６】
　いくつかの実施形態では、第１のスポンサー提供のコンテンツを、モバイルコンテンツ
の第１の部分に関連する第１のコンテキストデータに関連付けることができる。第２のス
ポンサー提供のコンテンツを、モバイルコンテンツの第２の部分に関連する第２のコンテ
キストデータに関連付けることができる。モバイルコンテンツの第１の部分をモバイル通
信設備に提示するときに、第１のスポンサー提供のコンテンツを該モバイル通信設備のデ
ィスプレイに提示（表示）することができる。モバイルコンテンツの第２の部分をモバイ
ル通信設備に提示するときに、第２のスポンサー提供のコンテンツを該モバイル通信設備
のディスプレイに提示（表示）することができる。いくつかの実施形態では、この関連付
けをある関連性に少なくとも部分的に基づくものとすることができる。
【００１７】
　いくつかの実施形態では、モバイルコンテンツの第１の部分を、テキスト（文など）の
一部分、ビデオの一部分、オーディオ（音声）の一部分、イメージ（画像）の一部分、ま
たは、他のコンテンツタイプの一部分とすることができる。テキストの一部分をニュース
記事とすることができる。
【００１８】
　いくつかの実施形態では、モバイルコンテンツの第２の部分を、テキスト（文など）の
一部分、ビデオの一部分、オーディオ（音声）の一部分、イメージ（画像）の一部分、ま
たは、他のコンテンツタイプの一部分とすることができる。テキストの一部分をニュース
記事とすることができる。
【００１９】
　いくつかの実施形態では、コンテキスト情報を、リンク構造、インバウンドリンク、ア
ウトバウンドリンク、リンク、テキスト、キーワード、メタデータ、または、他のタイプ
のコンテキスト情報とすることができる。
【００２０】
　いくつかの実施形態では、コンテキスト情報を一次的（または主要）な電子的に表示可
能なコンテンツの複数の部分から得る（または推測する）ことができ、この場合、コンテ
キスト情報の各部分と該複数の部分の各々との間の関連付けを、各部分のコンテキストを
識別できるように維持することができる。該コンテンツの少なくとも１つの部分の電子的
表示に関連する情報をモバイル通信設備の表示画面内で受信することができ、表示画面内
の該コンテンツの該少なくとも１つの部分に関連するコンテキスト情報に少なくとも部分
的に基づいて、二次的（または副次的）なコンテンツを該画面（ディスプレイ）に表示す
ることができる。いくつかの実施形態では、一次的なコンテンツをウェブページとするこ
とができる。いくつかの実施形態では、二次的なコンテンツをスポンサー提供のコンテン
ツとすることができる。スポンサー提供のコンテンツを広告とすることができる。ある広



(11) JP 2010-531626 A 2010.9.24

10

20

30

40

50

告は、すぐに使用（または作動）可能な特徴を含むことができる。
【００２１】
　いくつかの実施形態では、モバイル通信設備に表示されている一次的なコンテンツの一
部に関連して情報を受信することができ、この場合、該一次的なコンテンツは、表示され
ていない少なくとも１つの他の部分を有する。該情報に関連するコンテキストを決定する
ことができ、該コンテキストに対する二次的なコンテンツの関係に基づいて、該二次的な
コンテンツをモバイル通信設備に送ることができる。
【００２２】
　いくつかの実施形態では、コンテンツのコンテキスト情報を、モバイル通信設備からパ
ンされた表示位置に関連して受信することができ、コンテンツを、該コンテンツのコンテ
キスト情報に基づいてモバイル通信設備に配信することができる。
【００２３】
　いくつかの実施形態では、ズームされた表示位置に関連するコンテンツのコンテキスト
情報をモバイル通信設備から受信することができ、コンテンツを、該コンテンツのコンテ
キスト情報に基づいてモバイル通信設備に配信することができる。
【００２４】
　いくつかの実施形態では、位置決め（または位置調整）された表示位置に関連するコン
テンツのコンテキスト情報をモバイル通信設備から受信することができ、コンテンツを、
該コンテンツのコンテキスト情報に基づいてモバイル通信設備に配信することができる。
【００２５】
　いくつかの実施形態では、スポンサー提供のコンテンツなどのモバイルコンテンツを、
モバイルコンテンツの一部に関連する挙動データに少なくとも部分的に基づいてモバイル
通信設備に提供することができる。
【００２６】
　いくつかの実施形態では、ユーザーインタラクション（インタラクション：相互作用や
対話など）を、モバイル通信設備を用いてモバイルコンテンツの一部と共に登録（または
記録）することができる。データをユーザーとの対話に関連付けることができる。データ
をサーバーに送ることができる。データに関連付けられたスポンサー提供のコンテンツを
選択することができ、この場合、その関連付けは、モバイルコンテンツの一部とスポンサ
ー提供のコンテンツとの間の関連性に少なくとも部分的に基づくものであり、スポンサー
提供のコンテンツをモバイル通信設備に提供することができる。
【００２７】
　いくつかの実施形態では、ユーザーインタラクションを、ページビュー、テキストビュ
ー、ストリーミングオーディオコンテンツ、ストリーミングビデオコンテンツ、ダウンロ
ード、アップロード、テキストメッセージの受信、テキストメッセージの送信、または、
他の何らかのタイプのユーザーインタラクションとすることができる。
【００２８】
　いくつかの実施形態では、モバイルコンテンツの一部を、テキストの一部分、ビデオの
一部分、オーディオ(音声)の一部分、イメージ（画像）の一部分、または、他の何らかの
コンテンツタイプの一部分とすることができる。テキストの一部分をニュース記事とする
ことができる。
【００２９】
　いくつかの実施形態では、一次的な（すなわち主要な）コンテンツのどの部分がモバイ
ル通信設備の表示画面に現在提供（表示）されているかを特定するコンテンツ表示情報を
受信することができ、この場合、該一次的なコンテンツは、現在表示されていない少なく
とも１つの他の部分を含み、ユーザープロフィール（プロフィールはプロファイルともい
う。以下同じ）を該コンテンツ表示情報に基づいて生成することができる。
【００３０】
　いくつかの実施形態では、一次的なコンテンツのどのような部分がモバイル通信設備の
表示画面に提供（表示）されたかを特定するコンテンツ表示情報を受信することができ、
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ユーザープロフィールを該コンテンツ表示情報に基づいて生成することができる。
【００３１】
　いくつかの実施形態では、一次的なコンテンツのどのような部分がモバイル通信設備の
表示画面に提供（表示）されているか（または提供されたか）を特定するコンテンツ表示
情報を受信することができ、人気ランキングを提供されている部分について生成すること
ができる。
【００３２】
　いくつかの実施形態では、一次的なコンテンツのどのような部分が第１のモバイル通信
設備の表示画面に提供（表示）されているか（または提供されたか）を特定するコンテン
ツ表示情報を受信することができる。一次的なコンテンツのどのような部分が第２のモバ
イル通信設備の表示画面に提供（表示）されているか（または提供されたか）を特定する
コンテンツ表示情報を受信することができ、人気ランキングを提供されている部分につい
て生成することができる。
【００３３】
　いくつかの実施形態では、一次的なコンテンツの一部が現在のところどれだけの時間モ
バイル通信設備の表示画面に提供（表示）されているかを特定するコンテンツ表示情報を
受信することができ、この場合、該一次的なコンテンツは、現在表示されていない少なく
とも１つの他の部分を含み、ユーザープロフィールを該コンテンツ表示情報に基づいて生
成することができる。
【００３４】
　いくつかの実施形態では、一次的なコンテンツの一部がどれだけの時間モバイル通信設
備の表示画面に提供（表示）されたかを特定するコンテンツ表示情報を受信することがで
き、ユーザープロフィールを該コンテンツ表示情報に基づいて生成することができる。
【００３５】
　いくつかの実施形態では、一次的なコンテンツの一部がどれだけの時間モバイル通信設
備の表示画面に提供（表示）されたかを特定するコンテンツ表示情報を受信することがで
き、人気ランキングを提供された部分について生成することができる。
【００３６】
　いくつかの実施形態では、一次的なコンテンツの一部がどれだけの時間第１のモバイル
通信設備の表示画面に提供（表示）されたかを特定するコンテンツ表示情報を受信するこ
とができる。一次的なコンテンツの一部がどれだけの時間第２のモバイル通信設備の表示
画面に提供（表示）されたかを特定するコンテンツ表示情報を受信することができ、人気
ランキングを提供された部分について生成することができる。
【００３７】
　いくつかの実施形態では、コンテンツ部分表示情報をモバイル通信設備から受信するこ
とができる。モバイル通信設備に関連するモバイル加入者特性情報を受信することができ
、スポンサー提供のコンテンツを、該コンテンツ部分表示情報に部分的に基づいて、及び
、該モバイル加入者特性情報に部分的に基づいてモバイル通信設備に配信することができ
る。
【００３８】
　いくつかの実施形態では、コンテンツ部分表示情報をモバイル通信設備から受信するこ
とができ、該コンテンツ部分表示情報を、該モバイル通信設備に関連するモバイル加入者
特性データベースに追加することができる。
【００３９】
　いくつかの実施形態では、コンテンツ部分表示情報をモバイル通信設備から受信するこ
とができる。該モバイル通信設備に関連するモバイル加入者特性情報を受信することがで
き、ユーザープロフィールを、コンテンツ部分表示情報に少なくとも部分的に基づいて、
及び、モバイル加入者特性情報に部分的に基づいて生成することができる。
【００４０】
　本発明は、いくつかの実施形態において、モバイル通信設備からナビゲーション要求を
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受け取り、インジケータ入力（または指示入力）を受け取り、モバイルコンテンツタイプ
を処理することに関連するビジネスルールを受け取り、該ナビゲーション要求と該インジ
ケータ入力と該ビジネスルールの関連性に少なくとも部分的に基づいてコンテンツを動的
に生成し、動的に生成されたこのコンテンツをモバイル通信設備に提供するための方法及
びシステムを提供することができる。
【００４１】
　いくつかの実施形態では、ナビゲーション要求を、検索クエリー、ドメイン名入力、ウ
ェブブラウザアクション、メニュー選択、暗黙的なもの、トランザクション、広告コンバ
ージョン、及びこれらに類するものとすることができる。
【００４２】
　いくつかの実施形態では、インジケータ入力を、コンテンツの人気度、クエリーの人気
度、新たに出現しているクエリー、現在のモバイル通信設備の位置、以前のモバイル通信
設備の位置、ユーザー特性、編集に関する作業生成物、及びこれらに類するものとするこ
とができる。いくつかの実施形態では、インジケータ入力を、無線プロバイダー（携帯電
話業者や無線インターネット接続業者）によって提供されるデータとすることができる。
さらに、いくつかの実施形態では、このデータをトランザクション履歴とすることができ
る。いくつかの実施形態では、インジケータ入力をモバイル通信設備に関するデータによ
って提供することができ、このデータを位置、使用履歴、及びこれらに類するものとする
ことができる。
【００４３】
　いくつかの実施形態では、動的に生成されたコンテンツを、バナー広告、テキスト挿入
、及びこれらに類するものとすることができる。
【００４４】
　いくつかの実施形態では、ビジネスルールを、広告主の要件、コンテンツプロバイダー
の要件、無線プロバイダーの要件、及びこれらに類するものに関連付けることができる。
【００４５】
　本発明は、いくつかの実施形態において、モバイル（携帯電話）通信業者から無線通信
業者データを受信し、モバイル通信設備からナビゲーション要求を受信し、該無線通信業
者データと該ナビゲーション要求との関係に少なくとも部分的に基づいてコンテンツの関
連性を評価し、該コンテンツの関連性に少なくとも部分的に基づいてモバイル通信設備に
該コンテンツを提供するための方法及びシステムを提供することができる。いくつかの実
施形態では、モバイル通信設備を、電話、携帯電話、セルラーフォン、ＧＳＭフォン、及
びこれらの類するものとすることができる。
【００４６】
　いくつかの実施形態では、ナビゲーション要求を、検索クエリー、ドメイン名入力、ウ
ェブブラウザアクション、メニュー選択、フォルダ選択、暗黙的なもの、及びこれらに類
するものとすることができる。さらに、いくつかの実施形態では、ナビゲーション要求を
モバイル通信設備の位置に基づくものとすることができる。いくつかの実施形態では、ナ
ビゲーション要求をトランザクションまたは広告コンバージョンとすることができる。い
くつかの実施形態では、広告コンバージョンは広告をクリックしたときに生じることがで
きる。いくつかの実施形態では、無線プロバイダーデータを、ユーザーセッションの進行
に関連するコンテンツ関係、新しいウェブサイトのコンテンツ発見、アクセス統計、使用
統計、モバイル通信設備から受信したナビゲーション要求、及びこれらに類するものに少
なくとも部分的に基づくものとすることができる。いくつかの実施形態では、無線プロバ
イダーデータを、アクセスされているモバイルコンテンツタイプ、または、コンテンツア
イテムのコンバージョンに続くウェブサイトとのユーザーの対話（相互作用）に少なくと
も部分的に基づいて、オンライン購入プロセスにおけるある段階に関連付けることができ
る。
【００４７】
　いくつかの実施形態では、関連性を、モバイル加入者特性、ユーザートランザクション
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、位置、または、使用履歴とすることができる。いくつかの実施形態では、使用履歴を閲
覧歴（ウェブページやネットの閲覧歴）とすることができる。いくつかの実施形態では、
関連性を、モバイル通信装置の特性（特徴）に少なくとも部分的に基づくものとすること
ができる。いくつかの実施形態では、レベル関連性を、たとえば、年齢、性別、人種、宗
教、市外局番、郵便番号、自宅住所、勤務先住所、請求先住所、信用情報、家族情報、所
得情報、生年月日、出生地、雇用者、職種（または肩書き）、就労期間などからなるグル
ープから選択されたモバイル加入者の特性に関連付けることができる。
【００４８】
　いくつかの実施形態では、関連性を位置（場所）に関連付けることができる。ＧＰＳ、
三角測量、Ｗi－Ｆiを利用する三角測量、及びこれに類するものなど、モバイル通信設備
の位置を決定するための多くの技術がある。モバイル通信設備の位置（場所）をユーザー
が特定の場所に入ったときに決定することができ、モバイル通信設備の位置（場所）は、
州、都市、及びこれらに類するものなどの複数の地理的領域を含むことができ、モバイル
通信設備の位置（場所）を、指定された位置（場所）からの距離にしたがって指定するこ
とができ、モバイル通信設備の位置（場所）を、モバイル通信設備のモバイルコンテンツ
のある側面に関連付けることができ、モバイル通信設備の位置（場所）を、以前の位置（
場所）または現在の位置（場所）に関連付けることができ、及び、これらに類することを
行うことができる。
【００４９】
　いくつかの実施形態では、関連性を、表示能力、表示サイズ、表示解像度、処理速度、
オーディー能力、ビデオ能力、キャッシュ（キャッシュメモリ）の大きさ、記憶能力、メ
モリ容量（記憶容量）、他のモバイル通信設備の特性、及びこれらに類するものを含む、
モバイル通信装置の特性に少なくとも部分的に基づくものとすることができる。
【００５０】
　いくつかの実施形態では、無線通信事業者データ（または無線キャリアデータ）をウェ
ブサイトに関するメタデータに関連付けることができる。
【００５１】
　いくつかの実施形態では、本発明は、モバイル通信設備から検索クエリーを受け取り、
検索結果を該モバイル通信設備に提供するための方法及びシステムを提供することができ
、この場合に、検索結果は、予約購読（または定期購読。以下予約購読という）ではない
コンテンツ（以下、非予約購読コンテンツという）や、ユーザーが予約購読しているコン
テンツを含むことができ、ユーザーが予約購読をしているという指標を、モバイル通信設
備に関連付けられているモバイル加入者特性（またはモバイル予約購読者特性）データベ
ースに含めることができる。
【００５２】
　いくつかの実施形態では、予約購読コンテンツを、テキスト、画像、オーディオファイ
ル、ビデオ、ＲＳＳフィード、及びこれらに類するものとすることができる。
【００５３】
　いくつかの実施形態では、電話機に提供される予約購読コンテンツを、モバイル通信装
置の特性との互換性（または適合性）に少なくとも部分的に基づいて選択することができ
る。
【００５４】
　いくつかの実施形態では、電話機に提供される非予約購読コンテンツを、モバイル加入
者の特性（以下、モバイル加入者特性という）に対する関連性に少なくとも部分的に基づ
いて選択することができる。いくつかの実施形態では、モバイル加入者特性を人口統計学
的なもの（または、商品の購買層）とすることができる。
【００５５】
　いくつかの実施形態では、電話機に提供される非予約購読コンテンツを、ユーザートラ
ンザクションに対する関連性に少なくとも部分的に基づいて選択することができる。いく
つかの実施形態では、ユーザートランザクションをオンライン製品（または商品）購入と
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することができる。
【００５６】
　いくつかの実施形態では、電話機に提供される非予約購読コンテンツを、使用履歴に対
する関連性に少なくとも部分的に基づいて選択することができる。いくつかの実施形態で
は、使用履歴を閲覧歴（ウェブページやネットの閲覧歴）とすることができる。
【００５７】
　いくつかの実施形態では、電話機に提供される非予約購読コンテンツを、ユーザーが予
約購読しているコンテンツに対する関連性に少なくとも部分的に基づいて選択することが
できる。いくつかの実施形態では、関連性を、ユーザーが予約購読しているコンテンツに
関連するコンテキスト情報に少なくとも部分的に基づくものとすることができる。いくつ
かの実施形態では、コンテキスト情報を、リンク構造、インバウンドリンク、アウトバウ
ンドリンク、テキスト、キーワード、メタデータ、及びこれらに類するものとすることが
できる。
【００５８】
　いくつかの実施形態では、本発明は、モバイル通信設備から検索クエリーを受け取り、
検索結果を該モバイル通信設備に提供するための方法及びシステムを提供することができ
、この場合に、検索結果は、非予約購読コンテンツや、ユーザーに予約購読を勧める（勧
誘する）ことができるコンテンツを含む。
【００５９】
　いくつかの実施形態では、予約購読の勧誘をリンクとしてユーザーに提供することがで
きる。いくつかの実施形態では、このリンクをクリックすると、予約購読実行センター（
予約フルフィルメントセンター）に電話をかけてユーザーを予約購読注文書に接続するこ
とや、これに類することを行うことができる。
【００６０】
　いくつかの実施形態では、本発明は、モバイル通信設備から検索クエリーを受け取り、
インジケータ入力を受け取り、該インジケータ入力に関連して検索クエリーを分類し、及
び、該インジケータ入力と検索クエリーの関連に少なくとも部分的に基づいて検索クエリ
ーの検索結果の提示をフォーマットする（または提示の形式を整える）ための方法及びシ
ステムを提供することができる。
【００６１】
　いくつかの実施形態では、インジケータ入力を、コンテンツの人気度、クエリーの人気
度、新たに生成されたクエリー、現在のモバイル通信設備の位置、以前のモバイル通信設
備の位置、ユーザー特徴、編集に関する作業生成物、無線通信業者によって提供されるデ
ータ、無線通信業者によって提供されるトランザクションの履歴（取引履歴）、モバイル
通信設備に関するデータによって提供されるインジケータ入力、モバイル通信設備に関す
る位置によって提供されるインジケータ入力、モバイル通信設備に関する使用履歴によっ
て提供されるインジケータ入力などとすることができる。
【００６２】
　いくつかの実施形態では、この分類を、検索バーティカル（search vertical）、ドメ
イン名、キーワード定義、カテゴリー、構造化データのリスト、クエリー－修飾子組み合
わせ、カテゴリー・サブ・カテゴリーとしてのクエリー－修飾子、参照ソース（またはリ
ファレンス情報。ソースとは情報源などのこと）、成人向けの分類（adult classificati
on）などに少なくとも部分的に基づいて行うことができる。いくつかの実施形態では、こ
の分類を、一般検索（または汎用検索）などの複数の検索バーティカルに関連付けること
ができ、または、着信音、画像、ゲーム、イエローページ（または電話帳の職業別欄また
は職業別電話帳）、天候、ホワイトページ（または電話帳の個人別欄または個人別電話帳
）、ニュースのヘッドライン、ＷＡＰサイト、ウェブサイト、映画の開演時間、スポーツ
の得点、株価、飛行機の出発時刻、地図、指示（または方向）、価格比較、Ｗi－Ｆiホッ
トスポット、荷物の追跡、ホテルの料金、ファンタジースポーツの成績（または統計）、
ホロスコープ、回答、辞書、市外局番、郵便番号、エンターテインメント（娯楽）、ブロ
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グなどに関連付けることができる。
【００６３】
　いくつかの実施形態では、フォーマッティング（フォーマット化）は、モバイル加入者
特性との関連に少なくとも部分的に基づく結果のグループ分け（またはグループ分けの結
果）、共有コンテンツの特性、ユーザートランザクションとの関連、使用履歴との関連、
ユーザーの前の閲覧行為を含む使用履歴との関連、位置（場所）との関連、モバイル通信
設備の能力などに少なくとも部分的に基づく結果のグループ分け（またはグループ分けの
結果）を含むことができる。いくつかの実施形態では、フォーマッティングは、拡張され
たカテゴリー結果、インジケータによって並べ替えられた（または指示された）結果、カ
テゴリー結果などを含むことができる。いくつかの実施形態では、フォーマッティングは
、オーディオ能力、視覚能力（または映像能力）、処理能力、画面特性（または表示画面
能力）などのモバイル通信設備の能力に少なくとも部分的に基づくグループ分けの結果を
含むことができ、この場合、モバイル通信設備は、電話、携帯電話、セルラーフォン、Ｇ
ＳＭフォンなどとすることができる。
【００６４】
　いくつかの実施形態では、フォーマッティングを、たとえば、年齢、性別、人種、宗教
、市外局番、郵便番号、自宅住所、勤務先住所、請求先住所、信用情報、家族情報、所得
情報、生年月日、出生地、雇用者、職種（または肩書き）、就労期間などからなるグルー
プから選択されたモバイル加入者特性に関連付けることができる。
【００６５】
　いくつかの実施形態では、フォーマッティングを位置（場所）に関連付けることができ
る。ＧＰＳ、三角測量、Ｗi－Ｆiを利用する三角測量などのモバイル通信設備の位置を決
定するための多くの技術がある。モバイル通信設備の位置（場所）をユーザーが特定の場
所に入ったときに決定することができ、モバイル通信設備の位置（場所）は、州や都市な
どの複数の地理的領域を含むことができ、モバイル通信設備の位置（場所）を、指定され
た位置（場所）からの距離にしたがって指定することができ、モバイル通信設備の位置（
場所）を、モバイル通信設備のモバイルコンテンツのある局面（又は態様）に関連付ける
ことができ、モバイル通信設備の位置（場所）を、以前の位置（場所）または現在の位置
（場所）に関連付けることなどができる。
【００６６】
　本発明は、いくつかの実施形態では、非モバイル固有のコンテンツを変換し、モバイル
固有のコンテンツ及び変換されたウェブページコンテンツを含む混合コンテンツ保存場所
（保存場所：リボジトリー）を生成し、モバイル通信設備からナビゲーション要求を受け
取り、該ナビゲーション要求との関連性に少なくとも部分的に基づいて、混合コンテンツ
保存場所からモバイル通信設備にコンテンツを提供するなどのための方法及びシステムを
提供することができる。
【００６７】
　いくつかの実施形態では、混合コンテンツ保存場所を、あるアルゴリズムにしたがって
自動的に生成することができ、モバイル加入者特性への関連性にしたがって索引付けする
ことができ、無線通信業者データ（または無線キャリアデータ）への関連性にしたがって
索引付けすることなどができる。無線通信業者データ（または無線キャリアデータ）を、
ユーザーセッションの進行、新しいウェブサイトのコンテンツ発見、アクセス統計、使用
統計などに関連するコンテンツ関係に少なくとも部分的に基づくものとすることができる
。さらに、いくつかの実施形態では、無線通信業者データ（または無線キャリアデータ）
を、アクセス中のモバイルコンテンツタイプに少なくとも部分的に基づいて、オンライン
購入プロセスのある段階に関連付けることができる。いくつかの実施形態では、無線通信
業者データ（または無線キャリアデータ）を、コンテンツアイテムのコンバージョンに続
くウェブサイトとのユーザーの対話（相互作用）やモバイル通信設備から受け取ったナビ
ゲーション要求などに少なくとも部分的に基づくものとすることができる。
【００６８】
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　いくつかの実施形態では、関連性を、モバイル加入者特性、ユーザートランザクション
、位置（場所）、使用履歴などとすることができる。いくつかの実施形態では、使用履歴
を（ウェブページなどの）閲覧履歴とすることができる。いくつかの実施形態では、関連
性を、モバイル通信装置の特性に少なくとも部分的に基づくものとすることができる。
【００６９】
　いくつかの実施形態では、ナビゲーション要求を、検索クエリー、ドメイン名入力、ウ
ェブブラウザアクション、メニュー選択、フォルダ選択、暗黙的なもの、トランザクショ
ン、広告コンバージョンなどとすることができる。
【００７０】
　本発明は、いくつかの実施形態では、モバイルウェブサイトコンテンツを非モバイルウ
ェブサイトコンテンツに関連付け、その関連付けをデータ装置（またはデータ設備）に保
存し、モバイル通信設備からの非モバイルウェブサイトコンテンツに対する要求を受け取
り、該非モバイルウェブサイトコンテンツに関連付けられたモバイルウェブサイトコンテ
ンツ用のデータ設備を検索し、及び、該モバイルウェブサイトコンテンツをモバイル通信
設備に提供するための方法及びシステムを提供することができる。
【００７１】
　いくつかの実施形態では、モバイルウェブサイトコンテンツと非モバイルウェブサイト
コンテンツの関連付けを無線キャリアデータ（または無線通信業者データ。以下同じ）に
少なくとも部分的に基づくものとすることができる。無線キャリアデータの例には、ＷＡ
Ｐゲートウェイデータ、モバイルサーバーゲートウェイデータ、サーバーゲートウェイデ
ータ、リモートサーバーデータなどがある。
【００７２】
　いくつかの実施形態では、この関連付けをモバイルウェブサイト所有者の自己提出物（
または自己提案）によって確立することができる。自己提出物には、モバイルウェブサイ
トがある関係を有する非モバイルウェブサイトの識別子、モバイルウェブサイトがある関
係を有する非モバイルウェブサイトの複数の識別子を含むことができる。いくつかの実施
形態では、自己提出物をペイドインクルージョンサービス（有料インクルージョンサービ
ス）に関連付けることができる。
【００７３】
　いくつかの実施形態では、この関連付けを、コンテンツを自動検索（すなわちスパイダ
リング）することによって確立することができる。この自動検索を、あるウェブサイトの
一つ以上のルートページから始まるウェブページをトラバースし（または調べ）、それら
のページからのリンクをトラバースする（または調べる）自動化されたプロセスとするこ
とができる。
【００７４】
　いくつかの実施形態では、この関連付けを、ウェブサイトに関連付けられているコンテ
キスト情報に少なくとも部分的に基づいて確立することができる。コンテキスト情報を、
リンク構造、インバウンドリンク、アウトバウンドリンク、リンク、テキスト、キーワー
ド、メタデータ、アンカーテキストなどとすることができる。
【００７５】
　いくつかの実施形態では、この関連付けを、複数のウェブサイトに関連付けられている
コンテキスト情報の比較に少なくとも部分的に基づいて確立することができる。
【００７６】
　いくつかの実施形態では、この関連付けを、ウェブサイトの特質（または品質）の指標
（インジケータ）に少なくとも部分的に基づいて確立することができる。
【００７７】
　いくつかの実施形態では、データ設備を、モバイル加入者特性データベース、ユーザー
トランザクションデータベース、使用履歴データベースなどに関連付けることができる。
【００７８】
　いくつかの実施形態では、本発明は、モバイル通信設備に関連付けられているモバイル
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加入者特性Addレファレンスクレームナンバー（Add reference claim number）との関連
性に少なくとも部分的に基づいて、スポンサー提供ではないコンテキスト（スポンサーが
付いていないコンテンツであり、以下、非スポンサー提供コンテンツという）をスポンサ
ー提供のコンテンツ（スポンサー付きのコンテンツ、すなわち、スポンサーが資金提供し
ているコンテンツであり、以下、スポンサー提供コンテンツという）に関連付け、及び、
非スポンサー提供コンテンツとスポンサー提供コンテンツの組み合わせを単一のコンテン
ツとしてモバイル通信設備に提供するための方法及びシステムを提供することができる。
【００７９】
　いくつかの実施形態では、非スポンサー提供コンテンツを、ゲーム、ビデオ、テキスト
（文字や文。以下同じ）などとすることができる。
【００８０】
　いくつかの実施形態では、スポンサー提供コンテンツを、広告、シンジケートされたコ
ンテンツ（syndicated content）などとすることができる。
【００８１】
　本発明は、いくつかの実施形態では、モバイル通信設備に関連付けられたユーザートラ
ンザクションとの関連性に少なくとも部分的に基づいて非スポンサー提供コンテンツをス
ポンサー提供コンテンツに関連付け、及び、非スポンサー提供コンテンツとスポンサー提
供コンテンツの組み合わせを単一のコンテンツとしてモバイル通信設備に提供するための
方法及びシステムを提供することができる。
【００８２】
　いくつかの実施形態では、ユーザートランザクションを、オンライン製品購入または広
告コンバージョンとすることができる。
【００８３】
　本発明は、いくつかの実施形態では、モバイル通信設備に関連付けられた使用履歴との
関連性に少なくとも部分的に基づいて非スポンサー提供コンテンツをスポンサー提供コン
テンツに関連付け、及び、非スポンサー提供コンテンツとスポンサー提供コンテンツの組
み合わせを単一のコンテンツとしてモバイル通信設備に提供するための方法及びシステム
を提供することができる。
【００８４】
　いくつかの実施形態では、使用履歴を、閲覧履歴、広告コンバージョン履歴、無線キャ
リアデータなどとすることができる。
【００８５】
　本発明は、いくつかの実施形態では、モバイル通信設備に関連付けられた位置（または
場所）との関連性に少なくとも部分的に基づいて非スポンサー提供コンテンツをスポンサ
ー提供コンテンツに関連付け、及び、非スポンサー提供コンテンツとスポンサー提供コン
テンツの組み合わせを単一のコンテンツとしてモバイル通信設備に提供するための方法及
びシステムを提供することができる。
【００８６】
　いくつかの実施形態では、位置（または場所）を、位置（または場所）の履歴、以前の
位置（または場所）、現在の位置（または場所）などとすることができる。
【００８７】
　本発明は、いくつかの実施形態では、モバイル通信設備に提供されたウェブサイトに関
連付けられているコンテキスト情報との関連性に少なくとも部分的に基づいて非スポンサ
ー提供コンテンツをスポンサー提供コンテンツに関連付け、及び、非スポンサー提供コン
テンツとスポンサー提供コンテンツの組み合わせを単一のコンテンツとしてモバイル通信
設備に提供するための方法及びシステムを提供することができる。
【００８８】
　いくつかの実施形態では、コンテキスト情報を、リンク構造、インバウンドリンク、ア
ウトバウンドリンク、リンク、テキスト、キーワード、メタデータなどとすることができ
る。
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【００８９】
　本発明は、いくつかの実施形態では、モバイル通信設備に提供されることになる排他的
なスポンサー提供コンテンツのアイテムに対する入札（または該アイテムの取得要求）を
受け取り（この入札または取得要求は、ある（金）額、及びモバイル加入者特性に関する
少なくとも１つの排他性特性を含む）、モバイル通信設備に提供するためにある関連性に
少なくとも部分的に基づいて該排他的なスポンサー提供コンテンツのアイテムに該少なく
とも１つの排他性特性を整合させる（または突き合わせる）ための方法及びシステムを提
供することができる。
【００９０】
　本発明は、いくつかの実施形態では、モバイル通信設備に提供されることになる排他的
なスポンサー提供コンテンツのアイテムに対する入札（または該アイテムの取得要求）を
受け取り（この入札または取得要求は、ある（金）額、及び使用履歴に関する少なくとも
１つの排他性特性を含む）、モバイル通信設備に提供するためにある関連性に少なくとも
部分的に基づいて該排他的なスポンサー提供コンテンツのアイテムに該少なくとも１つの
排他性特性を整合させる（または突き合わせる）ための方法及びシステムを提供すること
ができる。
【００９１】
　本発明は、いくつかの実施形態では、モバイル通信設備に提供されることになる排他的
なスポンサー提供コンテンツのアイテムに対する入札（または該アイテムの取得要求）を
受け取り（この入札または取得要求は、ある（金）額、及び位置（または場所）に関する
少なくとも１つの排他性特性を含む）、モバイル通信設備に提供するためにある関連性に
少なくとも部分的に基づいて該排他的なスポンサー提供コンテンツのアイテムに該少なく
とも１つの排他性特性を整合させる（または突き合わせる）ための方法及びシステムを提
供することができる。
【００９２】
　本発明は、いくつかの実施形態では、モバイル通信設備に提供されることになる排他的
なスポンサー提供コンテンツのアイテムに対する入札（または該アイテムの取得要求）を
受け取り（この入札または取得要求は、ある（金）額、及びモバイル通信装置の特性に関
する少なくとも１つの排他性特性を含む）、モバイル通信設備に提供するためにある関連
性に少なくとも部分的に基づいて該排他的なスポンサー提供コンテンツのアイテムに該少
なくとも１つの排他性特性を整合させる（または突き合わせる）ための方法及びシステム
を提供することができる。
【００９３】
　本発明は、いくつかの実施形態では、モバイル通信設備に提供されることになる排他的
なスポンサー提供コンテンツのアイテムに対する入札（または該アイテムの取得要求）を
受け取り（この入札または取得要求は、ある（金）額、及びユーザートランザクションに
関する少なくとも１つの排他性特性を含む）、モバイル通信設備に提供するためにある関
連性に少なくとも部分的に基づいて該排他的なスポンサー提供コンテンツのアイテムに該
少なくとも１つの排他性特性を整合させる（または突き合わせる）ための方法及びシステ
ムを提供することができる。
【００９４】
　いくつかの実施形態では、モバイル通信設備を、電話（器）、携帯電話（器）、セルラ
ーフォン、またはＧＳＭフォンとすることができる。
【００９５】
　いくつかの実施形態では、入札（または取得要求。以下同じ）を、競争的競り方式（ま
たは競売）の一部として提示（または提出）することができ、または、この入札は公開入
札である。
【００９６】
　いくつかの実施形態では、位置を以前の位置または現在の位置とすることができる。い
くつかの実施形態では、位置を、特定のモバイル通信設備の位置座標にしたがって決定す
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ることができる。いくつかの実施形態では、位置座標を、ＧＰＳまたは三角測量によって
決定することができる。いくつかの実施形態では、三角測量をＷi－Ｆi三角測量とするこ
とができる。
【００９７】
　いくつかの実施形態では、位置を、ユーザーが入った位置によって決定することができ
る。いくつかの実施形態では、位置を複数の地理的領域とすることができる。いくつかの
実施形態では、複数の地理的領域は１つ以上の州（または国）を含むことができる。いく
つかの実施形態では、複数の地理的領域は１つ以上の都市を含むことができる。
【００９８】
　いくつかの実施形態では、位置を、指定された位置からの距離にしたがって決定するこ
とができる。いくつかの実施形態では、モバイル加入者特性を商品の購買層（または人口
統計学的なもの）とすることができる。いくつかの実施形態では、ユーザートランザクシ
ョンをオンライン製品購入または広告コンバージョンとすることができる。いくつかの実
施形態では、使用履歴を閲覧履歴または広告コンバージョン履歴とすることができる。い
くつかの実施形態では、モバイル通信設備装置の特性を表示特性（またはディスプレイの
特性）とすることができる。いくつかの実施形態では、関連性をスコアとすることができ
る。
【００９９】
　本発明は、いくつかの実施形態では、対話要素（またはインタラクティブ要素）をスポ
ンサー提供コンテンツに関連付け、モバイル通信設備に関連付けられているモバイル加入
者特性との関連性に少なくとも部分的に基づいてモバイル通信設備にスポンサー提供コン
テンツを提供し、及び、モバイル通信設備のユーザーが該スポンサー提供コンテンツ内の
対話要素に関わることができるようにするための方法及びシステムを提供することができ
る。
【０１００】
　いくつかの実施形態では、対話要素を、ゲーム、検索設備（または検索装置）、テキス
トボックスなどとすることができる。
【０１０１】
　いくつかの実施形態では、モバイル加入者特性を、商品の購買層（または人口統計学的
なもの）、ユーザープロフィール、課金情報などとすることができる。
【０１０２】
　本発明は、いくつかの実施形態では、対話要素をスポンサー提供コンテンツに関連付け
、ウェブサイトに関連付けられているコンテキスト情報との関連性に少なくとも部分的に
基づいてモバイル通信設備にスポンサー提供コンテンツを提供し、及び、モバイル通信設
備のユーザーが該スポンサー提供コンテンツ内の対話要素に関わることができるようにす
るための方法及びシステムを提供することができる。
【０１０３】
　いくつかの実施形態では、コンテキスト情報を、リンク構造、インバウンドリンク、ア
ウトバウンドリンク、リンク、テキスト、キーワード、メタデータなどとすることができ
る。
【０１０４】
　本発明は、いくつかの実施形態では、対話要素をスポンサー提供コンテンツに関連付け
、モバイル通信設備に関連付けられているユーザートランザクションとの関連性に少なく
とも部分的に基づいてモバイル通信設備にスポンサー提供コンテンツを提供し、及び、モ
バイル通信設備のユーザーが該スポンサー提供コンテンツ内の対話要素に関わることがで
きるようにするための方法及びシステムを提供することができる。
【０１０５】
　いくつかの実施形態では、ユーザートランザクションを、オンライン製品購入、広告コ
ンバージョンなどとすることができる。
【０１０６】
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　本発明は、いくつかの実施形態では、対話要素をスポンサー提供コンテンツに関連付け
、モバイル通信設備に関連付けられている使用履歴との関連性に少なくとも部分的に基づ
いてモバイル通信設備にスポンサー提供コンテンツを提供し、及び、モバイル通信設備の
ユーザーが該スポンサー提供コンテンツ内の対話要素に関わることができるようにするた
めの方法及びシステムを提供することができる。
【０１０７】
　いくつかの実施形態では、使用履歴を、閲覧履歴、広告コンバージョン履歴、無線キャ
リアデータなどとすることができる。
【０１０８】
　本発明は、いくつかの実施形態では、対話要素をスポンサー提供コンテンツに関連付け
、モバイル通信設備に関連付けられている位置（または場所）との関連性に少なくとも部
分的に基づいてモバイル通信設備にスポンサー提供コンテンツを提供し、及び、モバイル
通信設備のユーザーが該スポンサー提供コンテンツ内の対話要素に関わることができるよ
うにするための方法及びシステムを提供することができる。
【０１０９】
　いくつかの実施形態では、位置を、位置の履歴、以前の位置、現在の位置、特定のモバ
イル通信設備の位置座標にしたがって決定された位置、ユーザーが入った位置によって決
定された位置、複数の地理的領域である位置、指定された位置からの距離にしたがって決
定された位置などとすることができる。
【０１１０】
　本発明は、いくつかの実施形態では、モバイル通信設備からナビゲーション要求を受け
取り、インジケータ入力を受け取り、該ナビゲーション要求とインジケータ入力の関連に
少なくとも部分的に基づいて動的にコンテンツを生成し、及び、この動的に生成されたコ
ンテンツをモバイル通信設備に提供するための方法及びシステムを提供することができる
。いくつかの実施形態では、モバイル通信設備を、電話機、携帯電話機、セルラーフォン
、ＧＳＭフォンなどとすることができる。
【０１１１】
　いくつかの実施形態では、ナビゲーション要求を、検索クエリー、ドメイン名入力、ウ
ェブブラウザアクション、メニュー選択、フォルダ選択、暗黙的なものとすることができ
、暗黙的なナビゲーション要求は、モバイル通信設備の位置、トランザクション、広告コ
ンバージョン、広告をクリックすることによる広告コンバージョンなどに基づく。
【０１１２】
　いくつかの実施形態では、インジケータ入力を、コンテンツの人気度、クエリーの人気
度、新たに生成されたクエリー、モバイル通信設備の現在位置、モバイル通信設備の以前
の位置、モバイル加入者特性、編集に関する作業生成物などとすることができる。いくつ
かの実施形態では、インジケータ入力を、無線プロバイダー（無線インターネット接続業
者など）によって提供されるデータとすることができ、この場合、このデータをトランザ
クション履歴とすることができる。いくつかの実施形態では、インジケータ入力をモバイ
ル通信設備に関するデータによって提供することができ、この場合、このデータを位置や
使用履歴などとすることができる。いくつかの実施形態では、インジケータ入力を、たと
えば、年齢、性別、人種、宗教、市外局番、郵便番号、自宅住所、勤務先住所、請求先住
所、信用情報、家族情報、所得情報、生年月日、出生地、雇用者、職種（または肩書き）
、就労期間などからなるグループから選択されたモバイル加入者特性に関連付けることが
できる。
【０１１３】
　いくつかの実施形態では、インジケータ入力をモバイル通信設備に関するデータによっ
て提供することができ、この場合、このデータを位置によって決定することができる。Ｇ
ＰＳ、三角測量、Ｗi－Ｆiを利用する三角測量などのモバイル通信設備の位置を決定する
ための多くの技術がある。モバイル通信設備の位置を、ユーザーが特定の位置に入ったと
きに決定すること、モバイル通信設備の位置は、州（または国）や都市などの複数の地理
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的領域を含むこと、モバイル通信設備の位置を、指定された位置からの距離にしたがって
指定すること、モバイル通信設備のモバイルコンテンツのある側面に関連付けること、以
前の位置または現在の位置に関連付けること、などが可能である。
【０１１４】
　いくつかの実施形態では、動的に生成されたコンテンツを広告とすることができ、該広
告をバナー広告とすることができる。いくつかの実施形態では、動的に生成されたコンテ
ンツを、テキスト挿入や画像などとすることができる。
【０１１５】
　本発明は、いくつかの実施形態では、調査質問を対話式のスポンサー提供コンテンツに
関連付け、モバイル通信設備に関連付けられているモバイル加入者特性に少なくとも部分
的に基づいて対話式のスポンサー提供コンテンツを選択し、該対話式のスポンサー提供コ
ンテンツをモバイル通信設備に提供し、モバイル通信設備から調査質問に対する応答を受
け取り、該調査質問に対する複数のユーザーの応答を分析し、該分析に少なくとも部分的
に基づいて、調査分析結果をモバイル通信設備に提供するための方法及びシステムを提供
することができる。
【０１１６】
　いくつかの実施形態では、モバイル加入者特性を、商品の購買層（または人口統計学的
なもの）、課金情報、ユーザープロフィールなどとすることができる。
【０１１７】
　本発明は、いくつかの実施形態では、調査質問を対話式のスポンサー提供コンテンツに
関連付け、モバイル通信設備に関連付けられているユーザートランザクションに少なくと
も部分的に基づいて対話式のスポンサー提供コンテンツを選択し、該対話式のスポンサー
提供コンテンツをモバイル通信設備に提供し、モバイル通信設備から調査質問に対する応
答を受け取り、該調査質問に対する複数のユーザーの応答を分析し、該分析に少なくとも
部分的に基づいて、調査分析結果をモバイル通信設備に提供するための方法及びシステム
を提供することができる。
【０１１８】
　いくつかの実施形態では、ユーザートランザクションをオンライン製品購入や広告コン
バージョンなどとすることができる。
【０１１９】
　本発明は、いくつかの実施形態において、調査質問を対話式のスポンサー提供コンテン
ツに関連付け、モバイル通信設備に関連付けられている使用履歴に少なくとも部分的に基
づいて対話式のスポンサー提供コンテンツを選択し、該対話式のスポンサー提供コンテン
ツをモバイル通信設備に提供し、モバイル通信設備から調査質問に対する応答を受け取り
、該調査質問に対する複数のユーザーの応答を分析し、該分析に少なくとも部分的に基づ
いて、調査分析結果をモバイル通信設備に提供するための方法及びシステムを提供する。
【０１２０】
　いくつかの実施形態では、使用履歴を閲覧履歴や広告コンバージョンなどとすることが
できる。
【０１２１】
　本発明は、いくつかの実施形態において、調査質問を対話式のスポンサー提供コンテン
ツに関連付け、モバイル通信設備に関連付けられている位置（または場所）に少なくとも
部分的に基づいて対話式のスポンサー提供コンテンツを選択し、該対話式のスポンサー提
供コンテンツをモバイル通信設備に提供し、モバイル通信設備から調査質問に対する応答
を受け取り、該調査質問に対する複数のユーザーの応答を分析し、該分析に少なくとも部
分的に基づいて、調査分析結果をモバイル通信設備に提供するための方法及びシステムを
提供することができる。
【０１２２】
　いくつかの実施形態では、位置を、以前の位置や現在の位置などとすることができる。
いくつかの実施形態では、位置を、特定のモバイル通信設備の位置座標にしたがって決定
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することや、ユーザーが入った位置などによって決定することなどができる。いくつかの
実施形態では、位置を複数の地理的領域とすることができる。いくつかの実施形態では、
位置を、指定された位置からの距離にしたがって決定することができる。
【０１２３】
　本発明は、いくつかの実施形態において、調査質問を対話式のスポンサー提供コンテン
ツに関連付け、ウェブサイトに関連付けられているコンテキスト情報に少なくとも部分的
に基づいて対話式のスポンサー提供コンテンツを選択し、該対話式のスポンサー提供コン
テンツをモバイル通信設備に提供し、モバイル通信設備から調査質問に対する応答を受け
取り、該調査質問に対する複数のユーザーの応答を分析し、該分析に少なくとも部分的に
基づいて、調査分析結果をモバイル通信設備に提供するための方法及びシステムを提供す
る。
【０１２４】
　いくつかの実施形態では、コンテキスト情報を、リンク構造、インバウンドリンク、ア
ウトバウンドリンク、リンク、テキスト、キーワード、メタデータなどとすることができ
る。
【０１２５】
　本発明は、いくつかの実施形態において、オフライン広告から検索キーワードと受け取
り、モバイル通信設備の検索機能に該検索キーワードを入力し、及び、該検索キーワード
と、モバイル通信設備に関連付けられている基準に対する関連性とに少なくとも部分的に
基づいて、該オフライン広告をモバイル通信設備に関連付けるコンテンツを提供するため
の方法及びシステムを提供することができる。いくつかの実施形態では、モバイル通信設
備を、電話機、携帯電話機、セルラーフォン、ＧＳＭフォンなどとすることができる。
【０１２６】
　いくつかの実施形態では、キーワードを検索バーティカルに関連付けることができる。
いくつかの実施形態では、オフライン広告を、新聞広告、雑誌広告、テレビ広告、ラジオ
広告、郵便広告、掲示板広告、または他のタイプの広告とすることができる。いくつかの
実施形態では、検索キーワード２１０８を、汎用検索などの複数の検索バーティカルに関
連付けることができ、または、着信音、画像、ゲーム、イエローページ（または電話帳の
職業別欄または職業別電話帳）、天候、ホワイトページ（または電話帳の個人別欄または
個人別電話帳）、ニュースのヘッドライン、ＷＡＰサイト、ウェブサイト、映画の開演時
間、スポーツの得点、株価、飛行機の出発時刻、地図、指示（または方向）、価格比較、
Ｗi－Ｆiホットスポット、荷物の追跡、ホテルの料金、ファンタジースポーツの成績（ま
たは統計）、ホロスコープ、回答、辞書、市外局番、郵便番号、エンターテインメント（
娯楽）、ブログなどに関連付けることができる。
【０１２７】
　いくつかの実施形態では、基準を、モバイル加入者特性や使用歴などとすることができ
る。いくつかの実施形態では、使用歴を、閲覧履歴や検索履歴などとすることができる。
【０１２８】
　いくつかの実施形態では、基準を、たとえば、年齢、性別、人種、宗教、市外局番、郵
便番号、自宅住所、勤務先住所、請求先住所、信用情報、家族情報、所得情報、生年月日
、出生地、雇用者、職種（または肩書き）、就労期間などからなるグループから選択され
たモバイル加入者特性とすることができる。
【０１２９】
　いくつかの実施形態では、基準をユーザートランザクションや位置（または場所）など
とすることができる。いくつかの実施形態では、基準を位置に関連付けることができる。
ＧＰＳ、三角測量、Ｗi－Ｆiを利用する三角測量などのモバイル通信設備の位置を決定す
るための多くの技術がある。モバイル通信設備の位置を、ユーザーが特定の位置に入った
ときに決定すること、モバイル通信設備の位置は、州（または国）や都市などの複数の地
理的領域を含むこと、モバイル通信設備の位置を、指定された位置からの距離にしたがっ
て指定すること、モバイル通信設備のモバイルコンテンツのある側面に関連付けること、
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以前の位置または現在の位置に関連付けること、などが可能である。
【０１３０】
　いくつかの実施形態では、関連性を期待値（または予測値）に少なくとも部分的に基づ
くものとすることができる。さらに、いくつかの実施形態では、期待値を、モバイルコン
テンツに関連付けられているデータに少なくとも部分的に基づくものとすることができ、
この場合、モバイルコンテンツに関連付けられているデータを、入札やクリックスルー量
などとすることができる。
【０１３１】
　いくつかの実施形態では、コンテンツを、広告、スポンサー提供のものなどとすること
ができる。いくつかの実施形態では、コンテンツを、ウェブサイトコンテンツに関連する
コンテキスト情報に少なくとも部分的に基づいて提供することができる。コンテキスト情
報を、リンク構造、インバウンドリンク、アウトバウンドリンク、リンク、テキスト、キ
ーワード、メタデータなどとすることができる。
【０１３２】
　本発明は、いくつかの実施形態では、モバイル通信設備を起動すると同時にスポンサー
提供コンテンツを同時にかつ動的に提供するユーザーインターフェースを提供するための
方法及びシステムを提供することができ、この場合、この動的な提供は、モバイル加入者
特性に少なくとも部分的に基づく。
【０１３３】
　いくつかの実施形態では、モバイルコンテンツを、広告、スポンサー提供コンテンツ、
スポンサー提供の電話（sponsored call）または検索ボックスとすることができる。いく
つかの実施形態では、モバイルコンテンツに、無線キャリア（無線通信事業者）のブラン
ド（商標）を用いてブランド名（商標）を付けることができる。
【０１３４】
　いくつかの実施形態では、スポンサー提供コンテンツの提供を、該コンテンツに関連付
けられているコンテキスト情報に対するモバイル加入者特性の関連性に少なくとも部分的
に基づくものとすることができる。いくつかの実施形態では、コンテキスト情報を、リン
ク構造、インバウンドリンク、アウトバウンドリンク、リンク、テキスト、キーワード、
メタデータなどとすることができる。いくつかの実施形態では、コンテキスト情報を無線
キャリアに関連付けられているサーバーによって提供することができる。いくつかの実施
形態では、該サーバーを、ＷＡＰサーバー、モバイルアプリケーションゲートウェイ（mo
bile application gateway）、ＷＡＰゲートウェイ、プロキシ、ウェブサーバーなどとす
ることができる。
【０１３５】
　いくつかの実施形態では、スポンサー提供コンテンツの提供を、モバイル通信設備のユ
ーザーに関連付けられている挙動情報に対する該コンテンツの関連性に少なくとも部分的
に基づくものとすることができる。
【０１３６】
　本発明は、いくつかの実施形態では、モバイル通信設備を起動すると同時にスポンサー
提供コンテンツを同時にかつ動的に提供するユーザーインターフェースを提供するための
方法及びシステムを提供することができ、この場合、この動的な提供は、ユーザートラン
ザクション履歴に少なくとも部分的に基づく。
【０１３７】
　本発明は、いくつかの実施形態では、モバイル通信設備を起動すると同時にスポンサー
提供コンテンツを同時にかつ動的に提供するユーザーインターフェースを提供するための
方法及びシステムを提供することができ、この場合、この動的な提供は、ユーザーの使用
履歴に少なくとも部分的に基づく。
【０１３８】
　本発明は、いくつかの実施形態では、モバイル通信設備を起動すると同時にスポンサー
提供コンテンツを同時にかつ動的に提供するユーザーインターフェースを提供するための
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方法及びシステムを提供することができ、この場合、この動的な提供は、モバイル通信設
備の位置に少なくとも部分的に基づく。
【０１３９】
　本発明は、いくつかの実施形態では、モバイル通信設備を起動すると同時にスポンサー
提供コンテンツを同時にかつ動的に提供するユーザーインターフェースを提供するための
方法及びシステムを提供することができ、この場合、この動的な提供は、モバイル通信設
備装置の特性に少なくとも部分的に基づく。
【０１４０】
　本発明は、いくつかの実施形態では、モバイル通信設備からナビゲーション要求を受け
取り、ある関連性に少なくとも部分的に基づいて該ナビゲーション要求にスポンサー提供
モバイルクーポンを関連付け、該スポンサー提供モバイルクーポンをモバイル通信設備に
提供するための方法及びシステムを提供することができ、この場合、該関連性は、モバイ
ル加入者特性に少なくとも部分的に基づく。
【０１４１】
　いくつかの実施形態では、このナビゲーション要求を、検索クエリー、ドメイン名入力
、ウェブブラウザアクション、メニュー選択、フォルダ選択、暗黙的なものなどとするこ
とができる。
【０１４２】
　本発明は、いくつかの実施形態では、モバイル通信設備からナビゲーション要求を受け
取り、ある関連性に少なくとも部分的に基づいて該ナビゲーション要求にスポンサー提供
モバイルクーポンを関連付け、該スポンサー提供モバイルクーポンをモバイル通信設備に
提供するための方法及びシステムを提供することができ、この場合、該関連性は、無線プ
ロバイダーデータに少なくとも部分的に基づく。
【０１４３】
　いくつかの実施形態では、無線プロバイダーデータは、ユーザーセッションの進行に関
するコンテンツ関係、新たなウェブサイトのコンテンツ発見、アクセス統計、使用統計、
ウェブサイトの後続のコンテンツアイテムのコンバージョンとのユーザーの対話（相互作
用）、モバイル通信設備から受信したナビゲーション要求などに少なくとも部分的に基づ
くものとすることができる。いくつかの実施形態では、無線プロバイダーデータを、アク
セス中のモバイルコンテンツタイプに少なくとも部分的に基づいて、オンライン購入プロ
セスのある段階に関連付けることができる。
【０１４４】
　本発明は、いくつかの実施形態では、モバイル通信設備からナビゲーション要求を受け
取り、ある関連性に少なくとも部分的に基づいて該ナビゲーション要求にスポンサー提供
モバイルクーポンを関連付け、該スポンサー提供モバイルクーポンをモバイル通信設備に
提供するための方法及びシステムを提供することができ、この場合、該関連性は、使用履
歴に少なくとも部分的に基づく。
【０１４５】
　いくつかの実施形態では、使用履歴を、閲覧履歴や広告コンバージョン履歴などとする
ことができる。
【０１４６】
　本発明は、いくつかの実施形態では、モバイル通信設備からナビゲーション要求を受け
取り、ある関連性に少なくとも部分的に基づいて該ナビゲーション要求にスポンサー提供
モバイルクーポンを関連付け、該スポンサー提供モバイルクーポンをモバイル通信設備に
提供するための方法及びシステムを提供し、この場合、該関連性は、ユーザートランザク
ションに少なくとも部分的に基づく。
【０１４７】
　いくつかの実施形態では、ユーザートランザクションを、オンライン製品購入や広告コ
ンバージョンなどとすることができる。
【０１４８】
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　本発明は、いくつかの実施形態では、モバイル通信設備からナビゲーション要求を受け
取り、ある関連性に少なくとも部分的に基づいて該ナビゲーション要求にスポンサー提供
モバイルクーポンを関連付け、該スポンサー提供モバイルクーポンをモバイル通信設備に
提供するための方法及びシステムを提供し、この場合、該関連性は、位置（または場所）
に少なくとも部分的に基づく。
【０１４９】
　いくつかの実施形態では、位置を、以前の位置、現在の位置、特定のモバイル通信設備
の位置座標にしたがって決定された位置などとすることができる。
【０１５０】
　本発明は、いくつかの実施形態では、ある関連性に少なくとも部分的に基づいて、スポ
ンサー提供モバイルクーポンをモバイル通信設備に提供し、モバイル通信設備を用いてオ
フラインのスポンサー位置で該クーポンを（商品などと）引き換え、コンバージョンデー
タリポジトリー（コンバージョンデータ保存場所）に該クーポンのコンバージョンを記録
し、該コンバージョンデータリポジトリーを無線キャリアに送り、アクションを決定する
ために該コンバージョンデータリポジトリーを分析するための方法及びシステムを提供す
ることができ、この場合、該関連性は、モバイル加入者特性に少なくとも部分的に基づく
。
【０１５１】
　いくつかの実施形態では、このアクションを、品目の在庫を補充し、モバイルキャリア
への支払いをし、顧客に保証情報を送ることなどとすることができる。
【０１５２】
　本発明は、いくつかの実施形態では、ある関連性に少なくとも部分的に基づいて、スポ
ンサー提供モバイルクーポンをモバイル通信設備に提供し、モバイル通信設備を用いてオ
フラインのスポンサー位置で該クーポンを（商品などと）引き換え、コンバージョンデー
タリポジトリー（コンバージョンデータ保存場所）に該クーポンのコンバージョンを記録
し、該コンバージョンデータリポジトリーを無線キャリアに送り、アクションを決定する
ために該コンバージョンデータリポジトリーを分析するための方法及びシステムを提供し
、この場合、該関連性は、無線プロバイダーデータに少なくとも部分的に基づく。
【０１５３】
　いくつかの実施形態では、無線プロバイダーデータは、ユーザーセッションの進行に関
するコンテンツ関係、新たなウェブサイトのコンテンツ発見、アクセス統計、使用統計、
ウェブサイトの後続のコンテンツアイテムのコンバージョンとのユーザーの対話（相互作
用）、モバイル通信設備から受信したナビゲーション要求などに少なくとも部分的に基づ
くものとすることができる。いくつかの実施形態では、無線プロバイダーデータを、アク
セス中のモバイルコンテンツタイプに少なくとも部分的に基づいて、オンライン購入プロ
セスのある段階に関連付けることができる。
【０１５４】
　本発明は、いくつかの実施形態では、ある関連性に少なくとも部分的に基づいて、スポ
ンサー提供モバイルクーポンをモバイル通信設備に提供し、モバイル通信設備を用いてオ
フラインのスポンサー位置で該クーポンを（商品などと）引き換え、コンバージョンデー
タリポジトリー（コンバージョンデータ保存場所）に該クーポンのコンバージョンを記録
し、該コンバージョンデータリポジトリーを無線キャリアに送り、アクションを決定する
ために該コンバージョンデータリポジトリーを分析するための方法及びシステムを提供す
ることができ、この場合、該関連性は、ユーザートランザクションに少なくとも部分的に
基づく。
【０１５５】
　いくつかの実施形態では、ユーザートランザクションをオンライン製品購入や広告コン
バージョンなどとすることができる。
【０１５６】
　本発明は、いくつかの実施形態では、ある関連性に少なくとも部分的に基づいて、スポ
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ンサー提供モバイルクーポンをモバイル通信設備に提供し、モバイル通信設備を用いてオ
フラインのスポンサー位置で該クーポンを（商品などと）引き換え、コンバージョンデー
タリポジトリー（コンバージョンデータ保存場所）に該クーポンのコンバージョンを記録
し、該コンバージョンデータリポジトリーを無線キャリアに送り、アクションを決定する
ために該コンバージョンデータリポジトリーを分析するための方法及びシステムを提供し
、この場合、該関連性は、使用履歴に少なくとも部分的に基づく。
【０１５７】
　いくつかの実施形態では、使用履歴を閲覧履歴や広告コンバージョン履歴などとするこ
とができる。
【０１５８】
　本発明は、いくつかの実施形態では、ある関連性に少なくとも部分的に基づいて、スポ
ンサー提供モバイルクーポンをモバイル通信設備に提供し、モバイル通信設備を用いてオ
フラインのスポンサー位置で該クーポンを（商品などと）引き換え、コンバージョンデー
タリポジトリー（コンバージョンデータ保存場所）に該クーポンのコンバージョンを記録
し、該コンバージョンデータリポジトリーを無線キャリアに送り、アクションを決定する
ために該コンバージョンデータリポジトリーを分析するための方法及びシステムを提供し
、この場合、該関連性は、位置（または場所）に少なくとも部分的に基づく。
【０１５９】
　いくつかの実施形態では、位置を、以前の位置や現在の位置や複数の地理的領域とする
こと、特定のモバイル通信設備の位置座標にしたがって決定すること、指定された位置か
らの距離にしたがって決定すること、ユーザーが入った位置によって決定することなどが
可能である。
【０１６０】
　本発明は、いくつかの実施形態において、無線プロバイダーデータを用いてウェブブラ
ウザの活動状態（活動度）を確認し、モバイル通信設備で実行されるユーザーのモバイル
ウェブブラウザの活動状態を記録し、該ユーザーに関連する複数のモバイルウェブブラウ
ザの活動状態を保存し、ウェブブラウザの活動状態間の関係を決定するために該複数のモ
バイルウェブブラウザの活動状態を分析し、該分析に少なくとも部分的に基づいてユーザ
ープロフィールのカテゴリーを生成し、ユーザープロフィールの該カテゴリーを該ユーザ
ーに関連付け、ユーザープロフィールの該カテゴリーに少なくとも部分的に基づいてモバ
イル通信設備にコンテンツを提供するための方法及びシステムを提供することができる。
【０１６１】
　いくつかの実施形態では、無線プロバイダーデータは広告タグデータを含むことができ
る。
【０１６２】
　いくつかの実施形態では、カテゴリーを、モバイルウェブブラウザの活動状態とモバイ
ル加入者特性の関連に少なくとも部分的に基づくユーザープロフィールを含むように生成
することができる。さらに、いくつかの実施形態では、モバイル加入者特性を人口統計学
的なものとすることができる。
【０１６３】
　いくつかの実施形態では、カテゴリーを、モバイルウェブブラウザの活動状態とユーザ
ートランザクションの関連に少なくとも部分的に基づくユーザープロフィールを含むよう
に生成することができる。さらに、いくつかの実施形態では、ユーザートランザクション
を、オンライン製品購入、広告コンバージョン、または、他のタイプのユーザートランザ
クションとすることができる。
【０１６４】
　いくつかの実施形態では、カテゴリーを、モバイルウェブブラウザの活動状態とウェブ
サイトに関連するコンテキスト情報との関連に少なくとも部分的に基づくユーザープロフ
ィールを含むように生成することができる。コンテキスト情報を、リンク構造、インバウ
ンドリンク、アウトバウンドリンク、リンク、テキスト、キーワードなどとすることがで
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きる。
【０１６５】
　いくつかの実施形態では、カテゴリーを、モバイルウェブブラウザの活動状態と使用履
歴の関連に少なくとも部分的に基づくユーザープロフィールを含むように生成することが
できる。使用履歴を、閲覧履歴、広告コンバージョン履歴、無線キャリアデータなどとす
ることができる。
【０１６６】
　いくつかの実施形態では、カテゴリーを、モバイルウェブブラウザの活動状態と位置（
または場所）の関連に少なくとも部分的に基づくユーザープロフィールを含むように生成
することができる。位置を、位置の履歴、以前の位置、現在の位置などとすることができ
る。
【０１６７】
　いくつかの実施形態では、コンテンツを、スポンサー提供コンテンツや広告などとする
ことができる。
【０１６８】
　本発明は、いくつかの実施形態では、モバイル通信設備で実行されるユーザーのモバイ
ルウェブブラウザの活動状態に関連するデータを記録し、該ユーザーに関連する複数のモ
バイルウェブブラウザの活動状態を保存し、該複数のモバイルウェブブラウザの活動状態
に少なくとも部分的に基づいてユーザーの閲覧挙動プロフィールを生成するための方法及
びシステムを提供することができ、この場合、該ユーザーの閲覧挙動プロフィールは、あ
るタイプのモバイル加入者特性として格納される。
【０１６９】
　いくつかの実施形態では、モバイル通信設備へのコンテンツの提供は、ユーザーの閲覧
挙動プロフィールに少なくとも部分的に基づく。コンテンツをスポンサー提供コンテンツ
や広告などとすることができる。
【０１７０】
　いくつかの実施形態では、データを、ウェブサイトに関連付けられたコンテキスト情報
とすることができる。コンテキスト情報を、リンク構造、インバウンドリンク、アウトバ
ウンドリンク、リンク、テキスト、キーワードなどとすることができる。
【０１７１】
　いくつかの実施形態では、データをユーザートランザクションに関連付けることができ
る。ユーザートランザクションをオンライン製品購入や広告コンバージョンなどとするこ
とができる。
【０１７２】
　いくつかの実施形態では、データを使用履歴に関連付けることができる。使用履歴を、
閲覧履歴、広告コンバージョン履歴、無線キャリアデータなどとすることができる。
【０１７３】
　いくつかの実施形態では、データを位置に関連付けることができる。位置を、位置の履
歴、以前の位置、現在の位置などとすることができる。
【０１７４】
　いくつかの実施形態では、ユーザーの閲覧挙動プロフィールをある関連性にしたがって
索引付けすることができる。いくつかの実施形態では、この関連性を検索バーティカルに
関連付けることができる。
【０１７５】
　本発明は、いくつかの実施形態では、モバイル通信設備の位置を特定するためにモバイ
ル加入者特性をモバイル通信設備に関連付け、及び、モバイル加入者特性が関連付けられ
ているモバイル通信設備の位置に少なくとも部分的に基づいてモバイル加入者特性の位置
を含むことができるマップを生成するための方法及びシステムを提供することができる。
【０１７６】
　いくつかの実施形態では、特定される位置を以前の位置または現在の位置とすることが
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できる。
【０１７７】
　いくつかの実施形態では、位置を、特定のモバイル通信設備の位置座標にしたがって決
定することができ、この場合、該位置座標をＧＰＳまたは三角測量によって決定すること
ができる。いくつかの実施形態では、三角測量をＷi－Ｆi三角測量とすることができる。
【０１７８】
　いくつかの実施形態では、位置をユーザーによってなされた立ち入り（入場）によって
決定することができる。いくつかの実施形態では、位置を、１つ以上の州（または国）を
含む複数の地理的領域によって決定することができ、この場合、該複数の地理的領域は１
つ以上の都市を含む。いくつかの実施形態では、位置を、指定された位置からの距離にし
たがって決定することができ、この場合、該位置はモバイルコンテンツに関連付けられる
。
【０１７９】
　本発明は、いくつかの実施形態において、ユーザートランザクションをモバイル通信設
備に関連付け、モバイル通信設備の位置を特定し、ユーザートランザクションに関連付け
られているモバイル通信設備の位置に少なくとも部分的に基づいてユーザートランザクシ
ョンの位置を含むマップを生成するための方法及びシステムを提供することができる。
【０１８０】
　いくつかの実施形態では、ユーザートランザクションをオンライン製品購入または広告
コンバージョンとすることができる。
【０１８１】
　本発明は、いくつかの実施形態において、使用履歴をモバイル通信設備に関連付け、モ
バイル通信設備の位置を特定し、使用履歴が関連付けられているモバイル通信設備の位置
に少なくとも部分的に基づいて使用履歴の位置（または場所）を含むマップを生成するた
めの方法及びシステムを提供することができる。いくつかの実施形態では、使用履歴を無
線プロバイダーデータにさらに関連付けることができる。
【０１８２】
　いくつかの実施形態では、無線プロバイダーデータを、ユーザーセッションの進行に関
連するコンテンツ関係、新しいウェブサイトのコンテンツ発見、アクセス統計、使用統計
、または、モバイル通信設備から受信したナビゲーション要求に少なくとも部分的に基づ
くものとすることができる。いくつかの実施形態では、無線プロバイダーデータを、アク
セス中のモバイルコンテンツタイプとウェブサイトの後続のコンテンツアイテムのコンバ
ージョンとに少なくとも部分的に基づいて、オンライン購入プロセスのある段階に関連付
けることができる。
【０１８３】
　本発明は、いくつかの実施形態では、モバイル通信設備でなされたナビゲーション要求
に少なくとも部分的に基づいて、モバイル通信設備にアフィニティープログラムに登録す
る機会を提供し、スポンサー提供アフィニティープログラムコンテンツをアフィニティー
プログラムの登録者に提供し、及び、スポンサー提供アフィニティープログラムコンテン
ツと対話（または相互作用）する動機を登録者に提供するための方法及びシステムを提供
することができる。
【０１８４】
　いくつかの実施形態では、モバイル通信設備を、電話機、携帯電話機、セルラーフォン
、ＧＳＭフォンなどとすることができる。
【０１８５】
　いくつかの実施形態では、ナビゲーション要求を、検索クエリー、ドメイン名入力、ウ
ェブブラウザアクション、メニュー選択、フォルダ選択などとすることができる。いくつ
かの実施形態では、ナビゲーション要求を暗黙的なものとすることができ、この場合、暗
黙的なナビゲーション要求をモバイル通信設備の位置に基づくものとすることができる。
いくつかの実施形態では、ナビゲーション要求をトランザクションや広告コンバージョン
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などとすることができる。いくつかの実施形態では、広告コンバージョンを、広告をクリ
ックすることとすることができる。
【０１８６】
　いくつかの実施形態では、動機を、値引き、クーポン、品目（または商品）、商品クレ
ジット（merchandise credit。または商品与信）、アフィニティープログラムクレジット
、一分間（またはわずかの時間）のモバイル通信設備の使用、お金などとすることができ
る。
【０１８７】
　いくつかの実施形態では、スポンサー提供アフィニティープログラムコンテンツを、ア
フィニティープログラム登録者のためだけの広告、調査、及び製品価格プロモーション（
製品価格促進）や、製品説明、期間限定提供（品）、前売り製品購入、予約購読コンテン
ツなどとすることができる。
【０１８８】
　本発明は、いくつかの実施形態では、モバイル加入者特性をモバイル通信設備に関連付
け、該モバイル加入者特性に少なくとも部分的に基づいて第１のユーザープロフィールを
生成し、該第１のユーザープロフィールと第２のユーザープロフィールとの関連性を特定
し、該第１のユーザープロフィールに関連するユーザー及び該第２のユーザープロフィー
ルに関連するユーザーとの対話（または相互作用）に対する勧誘（または招待状）を送る
ための方法及びシステムを提供することができる。
【０１８９】
　いくつかの実施形態では、該関連性をモバイル加入者特性に関連付けることができる。
モバイル加入者特性を、所属（アフィリエーション）、趣味、ユーザーの人口統計学的デ
ータ（ユーザのデモグラフィック）などとすることができる。さらに、いくつかの実施形
態では、所属を、職業上の所属（どのような職業に所属するか）や学校に関する所属（ど
の学校に所属するか）などとすることができる。
【０１９０】
　いくつかの実施形態では、該関連性を複数のモバイル加入者特性に関連付けることがで
きる。モバイル加入者特性を、年齢、性別、人種、宗教、市外局番、郵便番号、自宅住所
、勤務先住所、請求先住所、信用情報、家族情報、所得情報、生年月日、出生地、雇用者
、職種（または肩書き）、就労期間などからなるグループから選択することができる。
【０１９１】
　いくつかの実施形態では、この関連性を、ユーザートランザクションや使用履歴などに
関連付けることができる。さらに、いくつかの実施形態では、使用履歴を、閲覧履歴や広
告コンバージョン履歴などとすることができる。
【０１９２】
　いくつかの実施形態では、該関連性を位置（または場所）に関連付けることができる。
該位置を、以前の位置、現在の位置、または他のタイプの位置とすることができる。いく
つかの実施形態では、該位置を、特定のモバイル通信設備の位置座標、ユーザーが入った
位置、指定された位置からの距離などにしたがって決定することができる。さらに、いく
つかの実施形態では、該位置座標をＧＰＳや三角測量などによって決定することができる
。いくつかの実施形態では、三角測量をＷiＦi三角測量とすることができる。いくつかの
実施形態では、該位置を複数の地理的領域とすることができる。この複数の地理的領域は
１つ以上の州（または国）または１つ以上の都市を含むことができる。いくつかの実施形
態では、該位置をモバイルコンテンツに関連付けることができる。
【０１９３】
　いくつかの実施形態では、該関連性をスコアとすることができる。
【０１９４】
　いくつかの実施形態では、ユーザープロフィールを、複数のモバイル加入者特性、複数
のモバイル加入者特性と位置の組み合わせ、複数のモバイル加入者特性及び複数のユーザ
ートランザクション、複数のモバイル加入者特性及び使用履歴などに少なくとも部分的に
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基づくものとすることができる。
【０１９５】
　いくつかの実施形態では、対話への勧誘をモバイル通信設備の画面上のリンクとして提
示（または提供）することができる。さらに、いくつかの実施形態では、該リンクを選択
することによって、電話をかけたり、電子メールを送信したり、テキストメッセージを送
ったりすることなどを開始することができる。いくつかの実施形態では、該リンクは、対
話（相互作用）を行うことができるユーザーに関連付けられているユーザープロフィール
の概要を提供することができる。
【０１９６】
　本発明は、いくつかの実施形態では、第１のモバイル通信設備に関連付けられている無
線プロバイダーデータを受信し、該無線プロバイダーデータに少なくとも基づいて該第１
のモバイル通信設備とサードパーティとの間の関係を決定し、あるモバイル通信設備に関
連付けられている無線プロバイダーデータを用いて、該第１のモバイル通信設備と複数の
サードパーティ（第三者）との間の関係に少なくとも部分的に基づいてソーシャルネット
ワーク（または社会的ネットワーク。以下同じ）を確立するための方法及びシステムを提
供する。
【０１９７】
　いくつかの実施形態では、無線プロバイダーデータを、ウェブサイトアクセス及び使用
履歴、ユーザーセッションの進行に関連するコンテンツ関係、新しいウェブサイトのコン
テンツ発見、アクセス統計、使用統計、他のタイプの関連性のうちの少なくとも１つに少
なくとも部分的に基づく関連性とすることができる。いくつかの実施形態では、無線プロ
バイダーデータを、アクセス中のモバイルコンテンツタイプに少なくとも部分的に基づい
てオンライン購入プロセスのある段階に関連付けることができる。いくつかの実施形態で
は、無線プロバイダーデータを、モバイル通信設備から受け取ったナビゲーション要求に
少なくとも部分的に基づく関連性とすることができる。
【０１９８】
　いくつかの実施形態では、サードパーティを、別のモバイル通信設備、オンライン商人
、オフライン商人、電子メールアカウント、固定電話、所在地（ground address。または
土地の所在地）、または他のタイプのサードパーティとすることができる。
【０１９９】
　本発明は、いくつかの実施形態では、無線プロバイダーデータに少なくとも部分的に基
づいて、モバイル通信設備と共に作成されたソーシャルネットワークの活動状態（アクテ
ィビティ）を特定し、該ソーシャルネットワークの活動状態に少なくとも部分的に基づい
てモバイル通信設備に関連付けられているソーシャルネットワークのユーザーの影響の程
度（レベル）を評価し、及び、この影響の程度に少なくとも部分的に基づいてユーザーの
モバイル通信設備にスポンサー提供コンテンツを提供するための方法及びシステムを提供
する。
【０２００】
　いくつかの実施形態では、この影響の程度を、ネットワーク内で送られる送信メッセー
ジの数、ネットワークから受信した受信メッセージの数、ネットワーク内で送られるメッ
セージのタイプ、ソーシャルネットワークの使用頻度、モバイル加入者特性、ユーザーに
よって訪問されたウェブサイトに関連するコンテキスト情報、ユーザートランザクション
、使用履歴、位置（または場所）、または、他のタイプの影響の程度に関連付けることが
できる。
【０２０１】
　いくつかの実施形態では、スポンサー提供コンテンツを広告とすることができる。
【０２０２】
　本発明のこれらの及び他のシステム、方法、物、特徴、利点は、好適な実施形態の下記
の詳細な説明及び図面から当業者には明らかであろう。添付の図面を参照することによっ
て、本発明、並びに、以下の本発明のいくつかの実施形態の詳細な説明を理解することが
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できる。
【図面の簡単な説明】
【０２０３】
【図１】無線プラットフォームを示す。
【図２】検索クエリーを入力し、該クエリーを処理し、検索結果を配信するための方法を
示す。
【図３】検索クエリーの曖昧さをなくすことに関連するサンプル要素を示す。
【図４】検索クエリーの曖昧さをなくすための一般化された方法を示す。
【図５】配列し、表示し、検索結果にスポンサーシップ（後援者または広告主）情報を付
加するための一般化された方法を示す。
【図６】モバイル通信検索設備（またはモバイル通信検索装置）を示す。
【図７Ａ】モバイル通信設備（またはモバイル通信装置。以下同じ）を示す。
【図７Ｂ】折り畳み式のモバイル通信設備を示す。
【図７Ｃ】互いに対してスライドする部分を有するモバイル通信設備を示す。
【図８Ａ】関連するスタイラスを有するモバイル通信設備を示す。
【図８Ｂ】画面及びキーパッドを有するモバイル通信設備を示す。
【図８Ｃ】キーパッド及びはね上げ式の画面を有するモバイル通信設備を示す。
【図９】検索及びモバイル通信設備に関連付けられた一連のスクリーンショット（画面シ
ョット）を示す。
【図１０】モバイル通信設備に関連付けられたスクリーンショットを示す。
【図１１】ユーザーのために関連のある検索結果を取得し、該結果をモバイル通信設備に
表示する方法を示す。
【図１２】モバイル通信設備のアドレスバーに入力された誤った情報に基づくウェブサイ
ト予測プロセスを示す。
【図１３】モバイル通信設備のアドレスバーに入力された誤った情報に基づく検索クエリ
ープロセスを示す。
【図１４】モバイル通信設備のアドレスバーに入力された誤った情報に基づく検索クエリ
ープロセスを示す。
【図１５】モバイル通信設備のアドレスバーに入力された誤った情報に基づくリダイレク
ションプロセスを示す。
【図１６】モバイル通信設備のアドレスバーに入力された誤った情報を管理するためのモ
バイル通信プロセスを示す。
【図１７】モバイル通信設備のアドレスバーに入力された誤った情報を管理するためのモ
バイル通信プロセスを示し、該管理の少なくとも一部が、無線プロバイダーに関連して提
供されている。
【図１８】スポンサー提供のリンクプラットフォームを示す。
【図１９】スポンサー入力設備のユーザーインターフェースを示す。
【図２０】モバイル広告シンジケーションのためのプロセスを示す。
【図２１】モバイル検索結果に影響を与えるために無線キャリアデータを使用することを
示す。
【図２２】予約購読コンテンツをモバイル検索結果に統合するためのプロセスを示す。
【図２３】モバイルクエリーを分類するプロセスを示す。
【図２４】モバイル及び変換されたコンテンツをモバイル検索結果に組み合わせるための
プロセスを示す。
【図２５】モバイルと非モバイルウェブコンテンツを関連付けるためのプロセスを示す。
【図２６】非スポンサー提供モバイルコンテンツをスポンサー提供モバイルコンテンツ内
に埋め込むことを示す。
【図２７】モバイルスポンサー提供コンテンツに排他的に入札する（または値を付ける）
ことを示す。
【図２８】対話式モバイル広告バナーのためのプロセスを示す。
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【図２９】モバイル動的コンテンツ提供のためのプロセスを示す。
【図３０】モバイル動的広告生成及び配置のためのプロセスを示す。
【図３１】モバイルスポンサー提供コンテンツ内のリアルタイム調査のためのプロセスを
示す。
【図３２】オフライン広告検索のためにモバイル通信設備を用いるプロセスを示す。
【図３３】待ち受け画面広告の単純化された実施形態を示す。
【図３４】モバイルクーポン配置のためのプロセスを示す。
【図３５】モバイルクーポン追跡のためのプロセスを示す。
【図３６】ユーザーの閲覧挙動に基づいてモバイルユーザープロフィールを生成するため
のプロセスを示す。
【図３７】閲覧挙動に基づいてモバイルユーザープロフィールを分類するためのプロセス
を示す。
【図３８】ベースが類似のモバイル通信設備のユーザーの位置マッピングを示す。
【図３９】位置ベースのモバイルショッピングアフィニティープログラムを示す。
【図４０】モバイル通信設備を使用し、ソーシャルネットワークを生成するためのプロセ
スを示す。
【図４１】ソーシャルネットワークの生成に関連する対話（相互作用）を示し、その結果
、ユーザーのモバイル通信設備へのスポンサー提供コンテンツの目的とされた配信が行わ
れる。
【図４２】コンテンツ部分に関連するコンテキストデータを用いてスポンサー提供コンテ
ンツを該コンテンツ部分に関連付けることを示す。
【図４３】コンテンツ部分に関連する挙動データを用いてスポンサー提供コンテンツを該
コンテンツ部分に関連付けることを示す。
【図４４】閲覧されたコンテンツ部分に関連する挙動データを、モバイル通信設備及び／
またはそのユーザーに関連付けられているデータベースに追加することを示す。
【図４５】広告に目標を定めることの概観を示す。
【図４６】高レベルのマネタイズプラットフォーム（monetization platform：マネタイ
ゼーションプラットフォームともいう）アーキテクチャを示す。
【図４７】マネタイズプラットフォーム及びプロフィール管理プラットフォームに関連付
けられたマルチインターフェース構造を示す。
【図４８】マネタイズプラットフォーム内でユーザープロフィールデータを使用するため
の一般化された方法を示す。
【図４９】マネタイズプラットフォーム内でユーザーが識別できるデータをブロックする
ための一般化された方法を示す。
【図５０】マネタイズプラットフォーム内である表現を生成するためのユーザーインター
フェース画面の１サンプルを示す。
【図５１】マネタイズプラットフォームのログイン画面の１サンプルを示す。
【図５２】マネタイズプラットフォーム内に広告スポットを生成するためのユーザーイン
ターフェースの１サンプルを示す。
【図５３】マネタイズプラットフォーム内の広告タイプ及び広告提供者（広告プロバイダ
ーともいう）ユーザーインターフェース画面の１サンプルを示す。
【図５４】マネタイズプラットフォーム内のプロバイダープロキシパラメータユーザーイ
ンターフェース画面の１サンプルを示す。
【発明を実施するための形態】
【０２０４】
　詳細な説明
　本明細書で開示する方法及びシステムは、モバイル通信設備の分野、並びに、コンテン
ツを検索し、選択し、分析し、編成し、及び、コンテンツをモバイル通信設備に配置する
分野に関連する。
【０２０５】
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　図１は、モバイル通信設備１０２に提供（または提示）するための複数のデータソース
及びデータタイプへのアクセスと、それらのデータソースとデータタイプの統合を容易に
するための無線検索プラットフォーム１００を示す。無線検索プラットフォーム１００は
、複数のコンピュータアプリケーション、装置、構成要素（部品など）、設備（または装
置。以下同じ）、システム、並びに、種々のデータソースを含む複数のデータ設備を含む
。これらのものは、中央に配置することも地理的に分散して配置することもでき、局所的
に及び／または遠隔間で相互に接続することができ、別個のコンポーネントから構成する
ことができ、または、組み合わせシステムに一体化することができる。例示の実施形態で
は、無線検索プラットフォーム１００アーキテクチャは、モバイル通信設備１０２のクエ
リー入力システム１２０に入力されたユーザー起動クエリーの処理を容易にする。モバイ
ル通信設備１０２は、さらなる処理、及び／または、たとえば、ＨＴＴＰサーバー、また
は、コンピュータネットワークを介して伝送されるデータを処理するのに適した他のサー
バーなどの１つ以上のサーバーであるデータソース及び／または処理設備への転送（ルー
ティング）のために、このクエリーを、無線通信設備１０４へとまたは該設備１０４を介
して送ることができる。いくつかの実施形態では、無線通信設備１０４を、ユーザーの位
置（地理的位置、他の位置に近接した位置、ネットワークの位置、または、他の位置情報
）に関する情報を生成するロケーター設備（または、位置設備やロケーション設備ともい
う。以下同じ）１１０に結合することができる。ロケーター設備１１０は、ユーザークエ
リーに関する情報などの他の情報と、クエリーが起動されたときのユーザーの地理的位置
に関する情報との結合（または連携）を可能することができる。
【０２０６】
　無線通信設備１０４は、ユーザーのセルラーフォンサービス（たとえば、Verizon、AT&
T、Sprintなど）または他の無線通信サービスを提供する法人またはキャリア（通信事業
者）などの無線キャリア１０８に直接リンク（接続）することができる。無線プロバイダ
ー１０８は、多くの所有者データベースを有し、該データベースから、ユーザーによって
入力されたクエリーに応答して適切に動作するためなどに、ユーザーに関連しうる情報を
取得することができる。たとえば、無線プロバイダー１０８は、ユーザークエリーを適正
に処理することを記述したキャリアのビジネスルール１３０を含むデータベースにアクセ
スすることができる。無線プロバイダー１０８は、モバイル加入者特性１１２（たとえば
、年齢、住所、顧客履歴、問い合わせ回数、問い合わせの履歴、問い合わせの履歴におけ
るパターンなど）を含むデータベースにアクセスすることができ、また、インターネット
に接続して、追加のサーバー１３４及びデータソース１３８にアクセスすることができる
。無線プロバイダー１０８は、また、無線プロバイダー１０８のビジネスパートナー（取
引先など）からの情報を含む「コンテンツウォールドガーデン（content walled garden
：塀に囲われたコンテンツ）」データベース１３２にアクセスすることができ、このビジ
ネスパートナーから、無線プロバイダー１０８は、セルフォン（携帯電話）の申し込みに
関連するコンテンツ、無線プロバイダーによって提供される他のサービスに関連するコン
テンツ、ユーザーによって支払われるプレミアムコンテンツ（懸賞コンテンツなど）、ま
たは、モバイル通信設備に適した（着信音などの）コンテンツなどの、追加の広告収入ま
たは利益分配収入を得る。無線プロバイダー１０８はまた、スポンサーデータベース１２
８にあるスポンサー情報または別のデータ設備１２４にユーザークエリーをリンク（結合
）させることができる。
【０２０７】
　無線検索プラットフォーム１００はモバイル検索ホスト設備１１４を含むことができる
。モバイル検索ホスト設備１１４は、曖昧さを排除するための１つ以上の設備１４０、検
索機能１４２、アルゴリズム／フィルター１４４、結果１４８、ペアレンタルコントロー
ル１５０、プライバシー１５２、トランザクションセキュリティ（取引の安全）１５４、
キャリアビジネスルール１５８、音声認識１６０、スポンサーシップ１６２、及び／また
は暗黙的クエリー１６４を単独でまたは組み合わせて含むことができる。検索を、（１つ
以上の暗黙的クエリーに結合することができる）電話の待ち受け画面や無線アクセスプロ
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トコル（Wireless Access Protocol：ＷＡＰ）サイトやモバイルストアの店頭で、または
、テキストの強調された部分から（たとえば、ウェブサイト、電子メール、ＳＭＳ、また
は、他のフォーマット）から起動することができ、または、検索を、他のウェブサイトま
たは局所的な（たとえば、セルラーフォンまたは他の無線装置の）活動によってトリガす
ることができる。モバイル検索ホスト設備１１４は、追加のデータベース１６８及びデー
タ設備１７０に接続することができる。モバイル検索ホスト設備を、インターネットを介
して、無線プロバイダー１０８を介して、無線通信設備１０４を介して、他のモバイル通
信設備１０４を介して、または、モバイル通信設備１０２から直接に、アクセスすること
ができる。図１の破線で示されているように、モバイル検索ホスト設備１１４は（別々に
または組合わせて）、モバイル通信設備１０２、無線通信設備１０４、または、無線プロ
バイダー１０８に局所的に存在することができ、または、本明細書に記載されている機能
を実行するために、モバイル検索ホスト設備１１４をネットワークを介して外部から、あ
るいは他の方法で、アクセスすることができる。
【０２０８】
　図１に示す無線検索プラットフォーム１００は、モバイル通信設備１０２を含むことが
できる。モバイル通信設備１０２は、先進移動電話サービス（advanced mobile phone se
rvice：AMPS）、符号分割多重アクセス（code division multiple access:CDMA）、広帯
域符号分割多重アクセス（wideband code division multiple access：W-CDMA）、汎欧州
デジタル移動電話方式（global system for mobile communications：ＧＳＭ）、ユニバ
ーサル・モバイル・テレコミュニケーション・システム（universal mobile telecommuni
cations system：UMTS）、インテグレーテッドデジタルエンハンストネットワーク（inte
grated digital enhanced network：iDEN）、及び／または時分割多重アクセス(TDMA)な
どの、モバイル通信プロトコル、システムまたは技術を利用する装置（たとえば、セルラ
ーフォン、ブラックベリー（Blackberry：商標）、無線電子メール装置、個人用携帯型情
報機器、または、複数のこれらの装置を組み合わせた装置）とすることができる。モバイ
ル通信設備１０２を、BREWチップセット及び／またはオペレーティングシステムなどの１
つ以上のチップセット、及び／またはブルートゥース（Bluetooth）技術を利用する装置
とすることができる。
【０２０９】
　いくつかの実施形態では、モバイル通信設備１０２を、携帯電話、セルフォン、衛星電
話、トランシーバー、携帯型装置（携帯端末）、個人用携帯型情報機器（ＰＤＡ）、モバ
イルネットワーク装置、または、電子メール装置、インスタントメッセージ装置、または
チャット装置を含む（但し、これらには限定されない）無線通信可能な任意の装置とする
ことができる。モバイル通信設備１０２の電話の実施形態を、セルラーフォン、衛星電話
、ストレートフォン（straight phone。すなわち「キャンディバーフォン（candy barpho
ne）」）、折り畳み式携帯電話（すなわち「クラムシェル電話」）、上部スライド式電話
（またはスライディングトップフォン：sliding top phone）、無線電話、３Ｇ電話、全
地球測位システム電話（"globalpositioning system （ＧＰＳ）phone）、ＭＰ３電話、
音楽電話（music phone）、または、MIDP互換ソフトウエア、Symbian、または、他の適切
に動作するオペレーティングシステム（たとえば、ノキア（Nokia）、ソニー・エリクソ
ン（Sony Ericsson）、モトローラ、ＬＧ、サムソン（Samsung）、三洋、または東芝）を
利用する他の携帯電話オペレーティングシステムとすることができる。モバイル通信設備
１０２のＰＤＡの実施形態は、ＰＤＡ／電話機の組み合わせ、及び／またはＧＰＳＰＤＡ
とすることができ、Palm（商標）、Windows（商標）、PocketPC（商標）、Psion、及び／
またはPocketLinuxを含むオペレーティングシステムを利用することができる。モバイル
通信設備１０２のモバイルネットワーク装置の実施形態は、ウェブ装置（web appliance
）、ネットワーク装置、または、ＧＰＳネットワーク装置とすることができる。モバイル
通信設備１０２の電子メール装置、インスタントメッセージ装置、及びチャット装置の実
施形態は、ブラックベリー（Blackberry：商標）、トレオ（Treo：商標）、またはSideKi
ckなどの装置を含むことができる。装置はさらに、または、代わりに、ＷiＦi、WiMax（
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商標）、またはセルラーデータ通信を用いてデータネットワークに無線接続されるラップ
トップコンピュータなどのポータブルコンピュータを含むことができる。
【０２１０】
　モバイル通信設備１０２は、クエリー入力１２０または音声入力１２２により、データ
ソースからのデータの収集を容易にすることができる。クエリー入力１２０を、数字キー
パッド入力、標準サイズのモバイル装置キーボード入力（たとえば、Blackberry装置やTr
eo装置に搭載のもの）、部分的なモバイル装置キーボード入力（たとえば、２つの文字毎
に１つのキーが割り当てられているBlackberry装置に搭載のもの）を使って行うことがで
きる。スタイラス／手書き入力、バーコードスキャナ（２次元または３次元バーコード。
たとえば、「Quick Response Code（クリック レスポンス コード）」）、または、セル
ラーフォンのカメラを用いた写真入力を使って、または、他のナビゲーション設備（たと
えば、スタイラス、矢印キー、スクロール用ホィールなど）によって、または、物理的接
続（たとえば、イーサネットケーブルや他のネットワークのケーブル、電線など）などを
介してコンピュータネットワークにアクセスすることによって、または、赤外線、RF（無
線周波数）、ブルートゥース（Bluetooth）または他の無線クエリー入力によって、行う
ことができる。いくつかの実施形態では、遅いネットワーク上でのデータ通信を高速化す
るために、モバイル通信設備への通信情報を、サーバーで圧縮し、モバイル通信設備で解
凍することができる。
【０２１１】
　図１を参照すると、モバイル通信設備にアドレスバー１７４を設けることができる。ア
ドレスバー１７４を、たとえば、クライアントアプリケーションインターフェースを用い
て生成することができる。アドレスバーを、モバイル通信設備１０２に関連付けられたデ
ィスプレイ上のグラフィカルユーザーインターフェースに表示することができる。アドレ
スバー１７４を、ユーザーが、ＵＲＬ、ウェブサイト、キーワード、検索語などを入力で
きるようにするために提供することができる。いくつかの実施形態では、ユーザーにはア
ドレスバー１７４が提示され、ユーザーは、このアドレスバーに既知のＵＲＬ（たとえば
、www,jumptap,com）を入力することができる。ユーザーは、入力をすると、そのＵＲＬ
に関連付けられているウェブサイトへのモバイル通信設備１０２の接続を容易にするプロ
セスを開始することができる。たとえば、このプロセスは、入力されたＵＲＬを有するウ
ェブサイトについてインターネットを検索することを含むことができる。ウェブサイトの
位置が特定されると、該ウェブサイトをロードして、モバイル通信設備１０２に関連付け
られたディスプレイに表示することができる。
【０２１２】
　モバイル通信設備１０２のスピーカー-受信機装置を介して、または、標準的なＳＭＳ
語彙及び構文を用いることによって、モバイル通信設備の音声入力１２２の機能を使用す
ることができ、該機能を、個々のユーザーの音声コマンド、及び、モバイル加入者特性デ
ータベース１１２に格納され、かつ、該データベースからアクセスされる使用形態（及び
個々のユーザーの音声コマンド）に適合させることができる。音声入力１２２の機能によ
って、音声ダイヤル、音声メモ、音声認識、言語認識、または、音声入力に関する他の機
能を実施することができる。
【０２１３】
　モバイル通信設備１０２は、Series 60（Symbian（商標））、UIQ（Symbian（商標））
、WindowsMobile for Smartphones、Palm OS（商標）、及び、Windows Mobile for Pccke
t PCを含む種々のオペレーティングシステを使って動作することができる。モバイル通信
設備１０２によって使用されるディスプレイのタイプを、モノクロLCD（black and white
 LCD）、グレースケールLCD、カラーLCD、カラーSTNLCD、カラーTFT/TFD LCD、プラズマ
、LED、OLED、バックライト付き蛍光、バックライト付きLED、投射、フラットスクリーン
、パッシブマトリックス、アクティブマトリックス、または、タッチスクリーンとするこ
とができる。スクリーンサイズを、小型、中型、または大型とすることができる。さらに
、モバイル通信設備１０２は、クラムシェルタイプのセルラーフォン（２つ折りタイプの
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携帯電話）を閉じているためにメインディスプレイを見ることができないときに、ユーザ
ーが見ることができる（たとえば該セルラーフォンの外面に配置された）サブディスプレ
イを備えることができる。いくつかの実施形態では、モバイル通信設備１０２は、２つ以
上のサブディスプレイを備えることができる。
【０２１４】
　モバイル通信設備１０２は、１つ以上のポート、スロット、または、マルチメディアカ
ード（MultiMediaCard：MMC（商標））、MMC/セキュアディジタル（Secure Digital：SD
）、RS-MMC 3v、RS-MMC1.8V/MMCmobile（MMCモバイル）、miniSD（ミニSD）、TransFlash
（トランスフラッシュ）/microSD（マイクロSD）、USBベースのメモリデバイス、SIMカー
ド、または、Memory Stick Duo（メモリースティックデュオ）などの拡張カードに対応す
るための類似の機構を備えることができる。モバイル通信設備１０２はまた、GPRS、EGPR
S（EDGE）、1xRTT、1xEV-DO r0、WCDMA（UMTS）、またはiDENプロトコルを利用すること
によって高速データ通信に対応することができる。モバイル通信設備１０２の追加の特徴
は、ハードディスク（ドライブ）、GPS／位置決め機能、GAIT、FMラジオ、赤外線技術、
統合型（または集積化）PDA、Java（J2ME）、MMS、音楽プレーヤー、多数のまたは１つの
着信音機能、予測文字入力、プッシュ・トゥ・トーク（押して話す）技術、リンガー（発
呼者）ID、リンガー（発呼者）のプロフィール、サイドキー、スピーカーホン、SyncML、
文字キーボード、テキストメッセージ、テキストメッセージテンプレート、やることリス
ト（to-do list）生成、タッチスクリーン、USBポート、WiFi技術、及び無線インターネ
ット、のうちの任意のものを含むことができる。モバイル通信設備１０２はまた、PIMデ
ータ、IMログ、MMSログ、SMSログ、電子メールログ、ダウンロードされたメディア、提案
及び結果をキャッシュ（保存）したものを格納するためのデータ設備１１８を含むことが
できる。モバイル通信設備１０２は、マルチメディアアプリケーション、文書処理アプリ
ケーションなどのアプリケーションを実行できるオペレーティングシステムを含むことが
できる。
【０２１５】
　モバイル通信設備１０２は、内部アンテナ、スタブ（stub）アンテナ、パッチアンテナ
、アンテナアレイ、スタブ／伸展アンテナ（extendableantenna）、または、伸展アンテ
ナを利用することによって、無線通信設備１０４、モバイル加入者特性データベース１１
２、及び／または任意のモバイル検索ホスト設備１１４にデータを送信することができ、
及び／または、それらからデータを受信することができる。
【０２１６】
　モバイル通信設備１０２は、グラフィックデータを撮影して、無線通信設備１０４、モ
バイル加入者特性データベース１１２、及び／または任意のモバイル検索ホスト設備１１
４に送信できるようにする埋め込み式のカメラを備えることができる。カメラの解像度を
、CIF（352×288）、VGA（640×480）、SVGA（800×600）、１メガピクセル、２メガピク
セル、３メガピクセルのうちの任意のもの、または、他の任意の好適なカメラ解像度とす
ることができる。モバイル通信設備１０２のグラフィック能力は、EMS画像メッセージ（p
icture messaging）、画像（picture）ID、ビデオキャプチャ、ビデオ通話、ビデオメッ
セージ、PictBridge、及び／またはストリーミングマルチメディアを含むことができる。
【０２１７】
　モバイル通信設備１０２は、光学マウス及び／または有線マウスを用いてモバイル通信
設備１０２を使用できるようにするハードウエア及び／またはソフトウエアコンポーネン
トを有することができる。
【０２１８】
　図１に示された無線検索プラットフォーム１００は、無線通信設備１０４を含むことが
できる。無線通信設備１０４を、たとえば、ユーザークエリーをルーティング（転送）す
るセルラー電話塔（または携帯電話塔）とすることができる。該プラットフォームを、無
線プロバイダー１０８、ロケーター設備１１０、または、モバイル検索ホスト設備１１４
に関連付けることができる。無線検索プラットフォーム１００は、無性プロバイダー１０
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８を含むことができる。
【０２１９】
　図１の無線検索プラットフォーム１００は、モバイル通信設備１０２のユーザーに関す
る地理的データまたは他の位置データの収集を可能にするロケーター設備（または、位置
設備）１１０を含むことができる。ロケーター設備１１０を、(i)セル及びセクタIDに関
連する情報を収集するセル－セクタシステム、(ii) モバイル通信設備１０２内のＧＰＳ
チップセットを利用するA-GPS（Assisted-Global Positioning System）技術、(iii)標準
的なＧＰＳ技術、(iv)地理的に分散された無線通信設備１０４によって受信された時間差
のある信号送信を用いてユーザーの位置を正確に特定する （サーバー及びモバイル通信
設備１０２に設けられた）ソフトウエアを利用する（強化観測時間差（Enhanced-Observe
d Time Difference：Ｅ－ＯＴＤ）技術、(v) 到来時間差(TimeDifference of Arrival：
ＴＤＯＡ)、(vi)到来時間（Time of Arrival：ＴＯＡ）、(vii)到来角度（Angle of Arri
val:AOA）、(viii)ＴＤＯＡ－ＡＯＡ、(ix)セルラー信号の三角測量、(x)放送ＴＶ信号の
受信に基づく三角測量、(xi) 推測航法に基づく位置決め、(xii) （他のモバイル通信設
備１０２の位置を含む）既知の位置に近いことに基づく位置決め、(xiii)地図ベースの位
置、または、上記の任意のものの任意の組み合わせ、並びに、当業者に既知の他の位置決
め設備、に基づくものとすることができる。
【０２２０】
　いくつかの実施形態では、モバイル通信設備１０２は、ロケーター設備１１０（たとえ
ばＧＰＳシステム）を使用して、（PIMデータ、位置の履歴、または以前の検索によって
明示される場合もあれば、それらによって決定される場合もあるが）自身の現在の位置、
または、ユーザーに興味のある位置を特定することができる。いくつかの実施形態では、
この位置を、配信や処理などのためにロケーター設備１１０に送り返すことができる。グ
ラフィック情報システムを使用して、多角形内のポイント位置、範囲位置検索、ルート計
算、関心のあるポイント、及び／または、ジオコーディング（geocoding。地域別分類）
及び逆ジオコーディング（reversegeocoding）を判定することもできる。いくつかの実施
形態では、ユーザーの位置を、ユーザー自身によって無線プラットフォーム内に入力する
こともできる。たとえば、ユーザーは、住所、郵便番号、または他の位置情報をタイプ入
力する（または、音声認識システムを通じて話す）ことができる。
【０２２１】
　図１に示す無線検索プラットフォーム１００は、モバイル通信設備１０２の個々のユー
ザーに関連するモバイル加入者特性１１２を含むデータ設備（またはデータ機能）を含む
ことができる。このデータは、個人が、年齢、性別、人種、宗教、市外局番、自宅住所、
勤務先住所、請求先住所、クレジットカード情報、パスワード、家族情報（たとえば、母
の旧姓）、生年月日、運転免許証番号、雇用者、地位、年収、所得階層、購入した品目、
（以上の情報のタイプのうちの任意のものを含む）友人及び家族情報などの無線アカウン
トを開いたときに、無線プロバイダー１０８によって収集されるデータ（但し、これらに
は限定されない）を含むことができる。モバイル加入者特性設備１１２は、個々のユーザ
ーに関するデータ、たとえば、請求金額、平均請求額の合計、支払い履歴、分割払いの履
歴、オンライン利用額（量）、オンラインインタラクション（インタラクション：対話ま
たは相互作用）の持続時間、オンラインインタラクションの回数、家族状態及び家族情報
、子供の数、ショッピング習慣（たとえば、品物やサービスの購入視点）クリックストリ
ーム情報、装置のタイプ及び装置のバージョン、装置の特性、使用形態（場所、日時、ま
たは、他の変数に基づくものを含む）、装置及び／または加入者に固有の識別子、コンテ
ンツ閲覧履歴、ユーザーによる閲覧用に提供された／ユーザーによる閲覧用にではなく提
供されたコンテンツ、ダウンロードされたコンテンツ及びプログラム、ビデオ、音楽、及
び、聴取された、及び／または、ダウンロードされたオーディオ（音声）、見られたテレ
ビ番組、閲覧／ダウンロードのタイミング及び継続時間、トランザクション履歴、及び、
任意の他のユーザー特性またはユーザーが定義した特性を、常時（または頻繁に）または
定期的に更新することができる。無線プロバイダー１０８に、支払請求サイクルの一部と
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してユーザーのクレジットカード情報を収集させ、及び、商品取引情報をユーザーに対す
る無線プロバイダーの請求書に自動的に付加することにより、物理的な商品の購入を無線
プロバイダー１０８によって容易にすることができる。
【０２２２】
　モバイル加入者特性１１２データベースまた、電話の使用及び位置に関するデータを追
跡することができる。たとえば、収集されたデータは、行われた電話呼出の履歴、受信し
た電話呼出（の履歴）、電話をかけている人またはユーザーが電話をかけた相手のモバイ
ル加入者特性、呼出（または電話）の継続時間、電話、インターネット、電子メール、イ
ンスタントメッセージ、または、チャットによってなされた通信の履歴（及び、これらの
技術によってやりとりされた実体（エンティティ））、それぞれの呼出の時に地理的／位
置情報にリンクして（または関連して）なされた電話呼出の履歴、電話番号のログ（記録
）、及び、モバイル通信設備１０２を用いてなされたクリック及びクリックスルーの履歴
（または、他のキーストローク、または、音声起動アクションを含むこれと等価なユーザ
ーインターフェース）を含むことができる。
【０２２３】
　図１は、本発明の原理にしたがってスポンサーデータベース１２８に関連付けられたス
ポンサーシップ設備１７４を示す。スポンサーシップ設備１７４を、法人、個人、または
、本明細書に記載されている結果を（経済的に）支援する他のエンティティによって提供
することができる。
【０２２４】
　図１の無線検索プラットフォーム１００はモバイル検索ホスト設備１１４を含むことが
できる。モバイル検索ホスト設備１１４内には、一義化設備１４０、検索設備１４２、ア
ルゴリズム設備１４４、結果設備１４８、ペアレンタルコントロール設備１５０、プライ
バシー設備１５２、トランザクションセキュリティ設備（取引安全化設備）１５４、キャ
リアビジネスルール設備１５８、音声認識設備１６０、スポンサーシップ設備１６２、及
び／または、暗黙的なクエリー設備１６４（但し、これらには限定されない）を含む他の
設備が存在しうる。モバイル検索ホスト設備１１４はまた、別のデータ設備１７０にリン
ク（または接続）することができる（「設備」を「装置」または「機能」いうこともでき
る）。
【０２２５】
　一義化機能１４０は、あいまいなアクティブなユーザー入力を完全にするか、または、
該入力により多くの意味を提供することができる。一義化機能１４０は、ＳＭＳ専門用語
解釈、単一ワードの最初の部分文字列補完、複数ワードの部分文字列補完、ステム補完（
たとえば、単一のフォーマットを複数のフォーマットにし、動詞を動名詞にする）、同音
異義語または同義語に対するシソーラス参照、スペルチェックアルゴリズム、スペルチェ
ックテーブル、表音綴り字法（phonetic spelling）アルゴリズム、表音綴り字法テーブ
ル、語変換に対する電話機の番号キーパッド（数字の順番から可能性のある部分文字列を
補完することを含む）、出現頻度に基づくアルゴリズム（frequency-based algorithm）
、意味解析アルゴリズム、位置に基づくアルゴリズム（location based algorithm）、ま
たは、ユーザーによって入力されたクエリーまたは部分的なクエリーの意味に関する曖昧
さを少なくするための他のアルゴリズムまたは設備を含むことができる。
【０２２６】
　検索設備１４２は、検索エンジンなどの検索設備でクエリー（オプションとして、明確
にされたクエリー）を実行することなどによって検索を開始することができる。検索エン
ジンを、ブール検索ロジック、結果のカテゴリー、用語の（出現）頻度、文書の（出現）
頻度、類似のクエリーを入力した他のユーザーによって選択された文書、可能性のある結
果のリンク構造、または、他の任意の既知の検索アルゴリズムを使用する他の任意の既知
の検索設備に基づく検索設備とすることができる。
【０２２７】
　（たとえば、本明細書に開示されている）モバイル検索サービスを、携帯電話、セルラ
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ーフォン、衛星電話、ＧＳＭフォン、または、他のタイプの電話機などのモバイル通信設
備１０２のユーザーインターフェースを介してユーザーによってアクセスすることができ
る。
【０２２８】
　モバイル通信設備１０２は、ネットワークに接続されると、検索設備１４２などのモバ
イル検索ホスト設備１１４のリソースを使用して、モバイルコンテンツクエリーを実行す
ることができる。モバイル通信設備１０２は、代替的に、または、検索設備１４２と協力
して、検索エンジンなどのインターネット検索設備を利用することができる。無線プロバ
イダー１０８はまた、モバイル加入者特性１１２、広告主データ１７４、ウォールドガー
デン１３２コンテンツなどの、無線プロバイダー１０８が利用可能な情報を、モバイル通
信設備１０２にユーザーが入力したクエリーに基づいて検索できるように、クエリー検索
機能を提供することができる。
【０２２９】
　ネットワークから切り離されると、これらのリソース、モバイルコンテンツ、データ、
特性などを、検索クエリーを完了するためにモバイル通信設備１０２が利用できないよう
にすることができる。したがって、モバイル通信設備１０２は、検索クエリーを完了する
ために、局所的なリソースを検索するための検索能力及び機能を有することができる。こ
の局所検索クエリー機能は、ネットワークまたはリモート（遠隔）検索を補完することが
でき、または、ネットワークが接続されて、かつ、それが完全に動作している場合であっ
ても、ネットワークとは独立して動作することができる。
【０２３０】
　局所検索クエリー機能はまた、ネットワークリソースがアクセスできない情報を見つけ
るために有用でありうる。キャッシュメモリに格納されているコンテンツ、データファイ
ル、コンフィグレーション（構成）データ、プログラム、削除されたアイテム、個人のア
イテムなどの、モバイル通信設備１０２に局所的に格納されている情報を、局所検索クエ
リー設備から検索することができる。
【０２３１】
　本明細書で説明するように、モバイル検索結果は、検索クエリーに関連付けられている
コンテンツに対する１つ以上のリストを含むことができる。ユーザーは、モバイル通信設
備１０２のユーザーインターフェースを通じて、結果を選択し、さらなる情報を受け取る
など、検索結果と対話（相互作用）することができる。本発明の１つの態様は、購入した
り、コンテンツをプレビューしたり、結果を保存したりすることなど、検索結果に関連す
る他のアクションをユーザーが行うことを容易にすることができる。検索結果に関連付け
ることができるこれらの及び他のアクションを容易にするための方法及びシステムについ
ては後述する。
【０２３２】
　モバイル通信設備１０２にユーザーに提示されるアクションコマンドを、検索結果の１
つの側面に基づいて検索結果に関連付けることができる。アクションコマンドを、モバイ
ル通信設備１０２のユーザーインターフェースを介してユーザーに提示することができ、
ユーザーは、このユーザーインターフェースの機能を介してアクションコマンドにアクセ
スすることができる。アクションコマンドは、追加の検索結果、または、モバイル通信設
備１０２に対するアクションコマンドを提供することができる。
【０２３３】
　アルゴリズム設備１４４は、問題形式でユーザーの入力を受け取り、検索空間内で利用
可能な全ての可能性のある１組の解決策（ソリューション）を適用することによって、そ
の問題を評価することができる。最も基本的には、アルゴリズム設備１４４は、検索空間
内で利用可能な最も直観的な解決策からなる稚拙／洗練されていない検索アルゴリズムを
適用することができる。代替的には、アルゴリズム設備１４４は、検索時間とアルゴリズ
ム設備１４４のリソース割り当てを最小限にするために、検索空間の要素に関する知識を
利用する発見的手法に基づいて洗練された検索アルゴリズムを利用することもできる。こ
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のアルゴリズムは、クエリーの頻度、クリックまたはクリックスルーの頻度、クエリーの
速さ、検索を発した場所、店頭への訪問、またはモバイルウェブサイト、コミュニティタ
ギング（タグ付け）、モバイルユーザーのスコアリング（得点）に基づいて、コンテンツ
をユーザーに対してディスプレイ１７２に表示したりしなかったりするように機能するこ
とができ、または、該アルゴリムは、ドメイン制限（たとえば「espn.com」だけ）に基づ
くものとすることができる。
【０２３４】
　アルゴリズムを、モバイル通信設備１０２に固有の情報に対する索引（インデックス）
を生成するように設計することができる。たとえば、アルゴリズムは、モバイルタグ（た
とえば、テキスト（文字）などのＷＭＬ、ｘＨＴＭＬ－ＭＰ、ＭＩＭＥタイプ、並びに、
ＷＡＰ、及び／またはＷＭＬ、または、モバイル（用途）に固有のヘッダー）に対しての
み探索を行うことができる。アルゴリズムはまた、コンテンツとモバイル通信設備１０２
のディスプレイ１７２の能力との間の、ページ幅、ページの量（たとえば、画像の数やバ
イトサイズ）、画面解像度及びカラー機能（color capability）、フォントのタイプ及び
大きさ、クライアント側のレンダリング（描画などの）能力、ページの複雑さ（たとえば
、モバイル通信設備１０２と互換性がない特徴またはモバイル通信設備１０２に固有の特
徴）などの要因を含む美的互換性を判定することができる。互換性情報を、人気度データ
（たとえば、ＷＡＰゲートウェイ、編集に関するスコアリング（得点）、及び／またはト
ラフィックマーケット（取引市場）データ）などの他の情報と混合することもできる。
【０２３５】
　アルゴリズム設備１４４は、協調フィルタリングプロトコル、カテゴリフィルター（ca
tegory filtering）、推薦システム及び／または、ユーザー入力及び／または検索結果を
分析し、洗練（上質化）し、フィルタリングするための他の処理設備を含むことができる
。協調フィルターは２つの処理ステップを利用することができる。第１のステップの間、
アクティブなユーザーのレーティングパターン（rating pattern）と類似のパターンを有
する他のユーザーが特定される。次に、これらの類似のユーザーから得られたレーティン
グによって、アクティブなユーザーとの関連性の情報を予測するための経験的基礎が提供
される。協調フィルターを、アクティブなユーザーについての関連情報を集めるステップ
と、予測情報の組から調和しない（または不適当な）情報を除去するステップとの両方を
含むプロセスとすることも、これら２つのステップのいずれかのみを含むプロセスとする
こともできる。
【０２３６】
　協調フィルタリングプロトコルは一般に、ユーザーの大きなグループからの嗜好データ
の集合を含む。この嗜好データを、類似の嗜好プロフィールを持つサブグループ、または
、サブグループのメンバーの特性（特徴）を特定するために統計学的に分析することがで
きる。種々の重み付き平均、ファジー理論、または、他の技術を用いて、嗜好サブグルー
プを要約しまたはモデル化することができ、このモデル／要約を用いて嗜好関数を生成す
ることができる。次に、この関数を用いて、新しいユーザーを適切な嗜好サブグループと
突き合わせることができる。いくつかの実施形態では、かかる情報を多くの個々のモバイ
ル加入者特性データセットから収集することができ、データを、多くのモバイル通信設備
のユーザーから収集することができる。たとえば、無線プロバイダー１０８は、その顧客
の大きなグループから嗜好データを収集することができる。いくつかの実施形態では、デ
ータを、非モバイルユーザーから収集することができ、他のオンラインアクティビティ（
オンラインでの活動）またはオフラインアクティビティ（オフラインでの活動）から収集
された嗜好情報に関連付けることができる。
【０２３７】
 ユーザーの嗜好を、ユーザーの挙動（または行動）や他の暗黙的な特性、または、モバ
イル通信設備のユーザーによって明示的に定義されたもの、または、これらの何らかの組
み合わせから得ることができる。ユーザーが（たとえば、レストラン、本、電子商取引、
音楽、ニュース、ビデオ、フォーマット（書式など）、オーディオのタイプなどに対する
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）自身の好みを明示的に表明した場合には、この明示的嗜好情報を、ユーザーの電話機に
関連するモバイル加入者特性データベースに格納することができる。ユーザーは、製品を
オンラインで購入し、オンラインでサイトを訪問し、モバイル通信設備から電話をかけ、
別の設備から電話をかけ、コンテンツを閲覧し、または、他の活動に関わるかまたは関わ
らないといった活動（アクティビティ）を通じて好みを暗黙的に記録することができる。
たとえば、ユーザーは製品を見て、その製品を購入しないことを決定した場合には、ユー
ザーはその製品に興味がないという推測をすることができ、この推測を協調フィルタリン
グアルゴリズムの一部として用いることができる。さらに、推測を、ユーザーがモバイル
通信設備で最近電話をかけた（店舗などの）相手先のタイプから導くことができる。ユー
ザーが、過去２週間の間に繰り返し自動車販売店に電話をかけていた場合には、ユーザー
は、現在、カー用品及び／またはサービスを探しているという推測を得ることができる。
ユーザーの暗黙的な嗜好を、ユーザーによって訪問された全てのページ、及び、それぞれ
の訪問の頻度及び／または継続時間を記録することによって収集することもできる。訪問
されたページを「１」に訪問されていないページを「０」に符号化する２進符号化方式を
用いて、ユーザーベースの嗜好ベクトルを生成し、及び、ユーザー内とユーザー間の両方
での一群の嗜好または類似性について統計的に分析することができる。他の符号化技術は
、共通性の側面にしたがっていくつかのサイトをグループ化することができ、ナビゲーシ
ョン挙動が、任意の数のユークリッド距離法や他の距離法及び／またはマッチング技術を
用いて分析される。いくつかの実施形態では、ユーザーの嗜好データを、モバイル加入者
特性データベース内から収集することができる。いくつかの実施形態では、ユーザーの嗜
好データを、モバイル加入者特性データベースの外部から収集することができる。いくつ
かの実施形態では、オフラインでの挙動を用いてユーザーの嗜好を特徴付けることもでき
る。
【０２３８】
　関連するモバイルコンテンツをモバイル通信設備１０２に配信するために、少なくとも
１つ以上のパラメータに基づいて、暗黙的（または潜在的）なモバイル検索クエリーをモ
バイル通信設備１０２から自動的に生成することができ、この場合、関連性を、モバイル
通信設備１０２に関連する情報に少なくとも部分的に基づくものとすることができる。
【０２３９】
　検索クエリーの自動生成を暗黙的な検索とすることができる。この暗黙的な検索を、モ
バイル通信設備のコマンドをユーザーが操作することを必要としないものとすることがで
きる。たとえば、ユーザーは、メニュー項目を選択すること、ボタンを押すこと、タッチ
スクリーンのアイコンを選択すること、音声コマンドを発すること、または、モバイル通
信設備１０２に関連した他のコマンドを明示的に利用することを必要としないことができ
る。
【０２４０】
　いくつかの実施形態では、検索クエリーの自動生成をサーバー１３４によって完了（完
遂）することもできる。
【０２４１】
　いくつかの実施形態では、あるパラメータを用いて、モバイルコンテンツの関連性を部
分的に決定することができる。パラメータをモバイル通信設備１０２に関する情報とする
ことができる。この情報をユーザー特性に関連付けることができる。ユーザー特性は、ユ
ーザーの年齢、性別、人種、宗教、市外局番、郵便番号、自宅住所、勤務先住所、請求先
住所、信用情報、家族情報、所得情報、生年月日、出生地、雇用者、職種（または肩書き
）、就労期間、及びユーザー特性に関連する他の情報を含むことができる。たとえば、ユ
ーザー特性の雇用者を用いて、自動的に生成されたニュースのヘッドラインの検索クエリ
ーから得られた検索結果内でニュースのヘッドラインの関連性を部分的に決定することが
できる。ユーザーの雇用者が自動車メーカーである場合には、自動車工の一時解雇に関連
するニュースのヘッドラインを、中国における通貨変動に関連するヘッドライン（見出し
）よりも関連性が高いと決定することができ、したがって、該ユーザーのモバイル通信設
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備１０２に優先的に配信することができる。同様に、ユーザーの雇用者のパラメータは、
雇用者の現在の株価に関する検索クエリーの生成、及び、該ユーザーのモバイル通信設備
１０２へのその情報の配信をもたらすことができる。
【０２４２】
　いくつかの実施形態では、パラメータを、ユーザー履歴、ユーザートランザクション、
地理的位置、地理的近接度、ユーザー装置、時刻、及び、他のユーザー特性に関連付ける
こともできる。たとえば、ユーザーに関連するパラメータは、年齢（２７歳）、性別（男
性）、以前のユーザートランザクション（ジャズレコードの購入）、地理的位置（ニュー
ヨーク市）を含むことができる。自動的に生成された検索は、ユーザー特性または複数の
ユーザー特性との関連性によって、ランク付けされ、順序付けされ、索引付けされ、また
は、優先順位を付けられた検索結果を返すことができる。この例では、ユーザーが、ニュ
ーヨーク市にいる若い男性であって、ジャズレコードを購入したという履歴を有するとい
う事実によって、ユーザーのモバイル通信設備１０２に関連するコンテンツを配信するた
めの優先順位付け、たとえば、ジャズレコードの販売小売店、ニューヨーク市内のジャズ
レコードの販売小売店、ユーザーが歩いて行ける距離内にあるジャズレコードの販売小売
店など、がもたらされうる。
【０２４３】
　いくつかの実施形態では、パラメータは、表示（ディスプレイ）能力、表示サイズ、表
示解像度、処理速度、オーディオ能力、ビデオ能力、キャッシュサイズ、記憶能力、メモ
リ容量、及び、モバイル通信設備の他の特性からなるグループから選択することができる
、モバイル通信設備の特性を含むこともできる。モバイル通信設備１０２に関する情報を
、無線オペレータ（たとえば無線通信事業者。以下同じ。）、無線サービスプロバイダー
１０８、電気通信サービスプロバイダー、または、モバイル通信設備１０２に関連する他
のプロバイダー（インターネット接続業者など）によって提供することができる。前述の
ジャズの熱狂的ファンであるユーザーの例をさらに続けると、コンサート中のジャズ演奏
家の新しいビデオを入手できる場合には、自動的に生成されたクエリーは、ユーザーのモ
バイル通信設備１０２が適切なビデオ能力（ビデオ機能）を有しているが否かを判定する
ことができ、有している場合には、そのビデオ（映像）をダウンロードする機会をユーザ
ーに提供することができる。
【０２４４】
　いくつかの実施形態では、関連するモバイルコンテンツをモバイル通信設備１０２にお
いて局所的に保存する（たとえば、キャッシュメモリに記憶する）ことができる。局所的
に保存された情報を、新たな検索クエリーに関連する新たなコンテンツに先立ってロード
することができる。局所的に保存された情報を、日付や時刻とすることができる期限、局
所的に保存された情報の以前の使用（の有無）、または、局所的に保存された情報の期限
を左右する他の特性に関連付けることができる。たとえば、地理的位置及び時刻のパラメ
ータを用いて、自動的に生成された検索クエリーは、その位置に対する当日の気象状況を
含む結果を返すことができる。これらの結果を、同じ日の午後１１時５９分を有効期限と
して、モバイル通信設備１０２に局所的に保存することができる。いくつかの実施形態で
は、ビデオなどの保存されたコンテンツを以前閲覧したことを用いて、該コンテンツを将
来使用することを許可することを決定することができる。たとえば、保存されたジャズ演
奏家のコンサートビデオを、期限満了後にモバイル通信設備１０２で５回再生することを
許可することができ、該ビデオは、該ビデオを再度見るためにユーザーに該ビデオを購入
するよう要求する。
【０２４５】
　いくつかの実施形態では、関連性を統計的な関連に少なくとも部分的に基づくものとす
ることができる。関連性をスコア（または点数）とすることができる。統計的な関連を、
モバイルコンテンツと、モバイル通信設備１０２に関連する情報との関連に関連付けるこ
とができる。モバイル通信設備１０２に関連する情報は、ユーザー履歴、ユーザートラン
ザクション、地理的位置、地理的近接度、ユーザー装置、時刻、ユーザー特性、または、



(44) JP 2010-531626 A 2010.9.24

10

20

30

40

50

モバイル通信設備の特性を含むことができる。ユーザー特性は、年齢、性別、人種、宗教
、市外局番、郵便番号、自宅住所、勤務先住所、請求先住所、信用情報、家族情報、所得
情報、生年月日、出生地、雇用者、職種（または肩書き）、就労期間、及び他のユーザー
特性からなるグループから選択することができる。モバイル通信設備の特性を、表示能力
、表示サイズ、表示解像度、処理速度、オーディー能力、ビデオ能力、キャッシュ（キャ
ッシュメモリ）の大きさ、記憶能力、メモリ容量（記憶容量）、他のモバイル通信設備の
特性からなるグループから選択することができる。たとえば、モバイル通信設備１０２を
、地理的位置（サンフランシスコ）、ユーザー履歴（中華料理店への以前の電話）、及び
時刻（午後７時）というパラメータに関連付けることができる。モバイル通信設備１０２
は、レストラン、または、中華料理店、または、サンフランシスコという位置を有するこ
と、または、午後７時に開店すること、または、これらの何らかの組み合わせに対するコ
ンテンツの関連性に基づいて、検索クエリーを自動的に生成し、コンテンツ提供の優先順
位付けを行うことができる。
【０２４６】
　いくつかの実施形態では、モバイル通信設備１０２に関連する情報を、無線オペレータ
、無線サービスプロバイダー１０８、電気通信サービスプロバイダー、または、モバイル
通信設備１０２に関連する他のプロバイダー（インターネット接続業者など）によって提
供することができる。
【０２４７】
　いくつかの実施形態では、協調フィルタリングアルゴリズムの基本的な実施には、製品
、サービス、ビジネス、トランザクション、または、ウェブサイトの評判（または人気度
）を、これらを好意的に評価する（ある程度の好ましさを含むことができる）集合内のユ
ーザーの総数を記録すること、または、該ウェブサイトを繰り返し訪れるユーザーの数を
記録することによって追跡することが伴う。本質的には、このアルゴリズムは、以前のユ
ーザーが好んでいたものを新しいユーザーも好むであろうということを想定している。い
くつかの実施形態では、重み付き平均（加重平均）処理は、全ユーザーのデータセットに
ついて全体的に評判が良くない製品を高く評価した全てのユーザーのサブグループを切り
分けるように実施される。
【０２４８】
　Ｋ近傍法（K-nearestneighbor algorithm）と呼ばれることもあるより頑強な協調フィ
ルタリング手順は、新しいユーザーからなる「ターゲットデータセット」のメンバーに対
する関心という変数（以下、関心変数という）を予測するために以前のユーザーの挙動に
基づく「トレーニングデータセット」を使用する。ユーザーの嗜好データに加えて、トレ
ーニングデータセットは、モバイル加入者特性データベースに含めることができるような
追加の予測変数（たとえば、年齢、所得、性別、日付、または、出生地など）を有するこ
とができる。関心変数は、購入された製品のタイプや購入量などを含むことができる。タ
ーゲットデータセット中の各列（単一のユーザーデータ）について、このアルゴリズムは
、トレーニングデータセットの「Ｋ」個の最近傍のメンバーを突き止める。このアルゴリ
ズムによって使用される近さまたは距離は、一般的に、ユークリッド距離の測度である。
次に、このアルゴリズムは、Ｋ個の最近傍に対する関心変数の重み付けされた合計を見出
す（または求める）。この場合、この重みは、計算された距離の逆数である。次に、この
処理はターゲットセット中の残りの全ての列について繰り返される。この情報から、将来
の予測に対するモデルを得ることができる。ユーザーの評判が高くなると、トレーニング
データセットを、新しい列を含むように更新することができ、したがって、該データセッ
トは、予測モデルを改訂する際に使用するためのユーザーの嗜好のいかなる変化も捕捉す
ることができる。
【０２４９】
　ユーザーの嗜好グループの統計的クラスター化（群化）に対して首尾良く使用すること
もできる他の方法には、重み付き多数決（weighted majority：重み付きマジョリティ）
、ベイズ予測（Bayesianprediction）、ピアソンの積率相関（Pearson product correlat
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ion）、及び、因子分析法などがある。
【０２５０】
　上記の協調フィルタリングの概説に加えて、次の教科書を、協調フィルタリングに関す
るさらなる情報のために参照することができ、該教科書を参照により本明細書に組み込む
ものとする：「Nakamura,A. 及びAbe,N., 1998. CollaborativeFiltering using Weighte
d Majority Prediction Algorithms in：Proceedings of ICML'98,395-403. Mogran Kauf
man Eds. 」。
【０２５１】
　協調フィルタリング、または、他の方法によって決定された種々の情報についての他の
優先的措置に加えて、または、これらの代わりに、非優先タイプまたは客観的タイプのデ
ータを用いて、モバイル通信設備１０２のユーザーに関する検索結果をさらに絞ることが
できる。たとえば、ユーザーの位置をＧＰＳシステム（または他の位置ベースのサービス
）によって決定することができ、協調フィルタリングを使用して、または、該フィルタリ
ングを使用することなく、結果をフィルタリングするためにこの位置を用いることができ
る。いくつかの実施形態では、時刻、装置のタイプ、時刻に関連するアクティビティ（活
動）、位置に関連するアクティビティ、請求書（または送り状）に関するアクティビティ
などの要素を用いて検索をさらに洗練（上質化）することができる。いくつかの実施形態
では、かかる情報をカテゴリースタイルフィルター（category style filter。すなわち
、データに基づいて、結果を含むように、または、結果を排除するように設計されたフィ
ルター）において用いることができる。いくつかの実施形態では、かかる情報を協調フィ
ルターアルゴリズムによって使用することができる。いくつかの実施形態では、協調フィ
ルターアルゴリズムにおいて考慮することなく結果をフィルタリングするために、かかる
情報を用いることができる。
【０２５２】
　いくつかの実施形態では、検索結果を取得し、検索クエリーを洗練し、訂正をし、提案
をし、検索クエリーの曖昧さを除去し、結果を分類し、明示的または暗黙的な検索を実行
し、フィルタリングし、協調フィルタリングをし、または、本明細書で規定されている他
のプロセス（処理）を実行するプロセスで使用されるデータをデータベース（たとえば、
リレーショナルデータベース）に格納することができる。いくつかの実施形態では、デー
タを、（情報を得るために）調べ（または取り出し）、関連付け、結合し、抽出し、また
は他のやり方で処理しまたは使用することができる。かかるデータの関連付け及び調査（
または取り出し）に関連するさらなる情報については、参照により本明細書に組み込まれ
ている次の文書を参照されたい：「Integrating Association Rule Mining with Relatio
nal DatabaseSystems: Alternatives and Implications ,by Sunita Sarawagi, Shiby Th
omas,Rakesh Agrawal, published by the IBM Almaden Research Center」。
【０２５３】
　推薦システムは、ユーザープロフィールからの情報を用いて、ユーザーの関心をひくか
もしれない他の情報／製品に関する予測を行うことができる。推薦システムで使用される
データを、明示的及び暗黙的データ収集を用いて取得することができる。明示的収集物は
、たとえば、直接アイテムを評価し、製品をランク付け、嗜好を表明し、好きなものまた
は嫌いなものなどをリストする（一覧表を作る）などをしているユーザーから収集された
データを指す。暗黙的収集は、たとえば、オンラインショップで閲覧された製品や購入さ
れた製品などの、ユーザーの挙動の副産物として収集されたデータを指す。推薦システム
は、収集されたデータと他から収集された類似のデータを比較することができ、アクティ
ブなユーザーのために推奨されるアイテム（品目）のリストを割り出す。
【０２５４】
　検索結果を順序付けて表示することは、モバイル通信設備１０２、モバイル加入者特性
１１２、配信設備、一義化設備、ペアレンタルコントロール１５０、検索アルゴリズム設
備１４４、キャリアビジネスルール１５８、及び／またはスポンサーシップ設備１６２に
基づくものとすることができる。表示のためにコンテンツを順序付ける（または配列する
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）ことを、あるカテゴリー内で利用可能のコンテンツの量に基づくものとすることもでき
る。ディスプレイ１７２を、モバイル通信設備１０２の画面サイズに基づいて変更するこ
とができ、音またはその他のマルチメディアコンテンツをモバイル通信設備１０２の能力
に適応させることができる。コンテンツの順序付け及び表示を、コンテンツのタイプ、ア
ーティスト（演奏家など）、日付、または、コンセプト（たとえば、自動車としてのジャ
ガー（Jaguar：商標）または動物としてのジャガー）によって編成することができ、及び
、他のカテゴリーを、モバイル検索ホスト設備１１４内の推論から得ることができる。順
序付けに加えて、ディスプレイ１７２内の重み付けによって、コンテンツを強調したり、
コンテンツの強調をやめたりすることができる。たとえば、重み付けを、大きさ、動き、
対称性の欠如、派手な色、音、マルチメディア、または、コンテンツを強調する他の手段
を用いて行うことができる。スポンサー提供のリンクの場合は、収率（たとえば、収益や
歩留まり。以下同じ）の最適化を行う（たとえば、クリック数に入札額を乗じる）機会を
提供することができる。
【０２５５】
　ペアレンタルコントロール１５０の機能を、ユーザーアカウントが生成されたときに無
線プロバイダー１０８によって設定することができる。ウェブベースのインターフェース
を、ペアレントコントロールを変更または修正するために、及び、パスワード保護を登録
（または入力）／変更するために使用することができる。代替的には、ペアレンタルコン
トロールを、モバイル通信設備１０２内に含まれているインターフェースを介して管理す
ることもできる。
【０２５６】
　プライバシー設備１５２は、ユーザーの極秘データを暗号化するための暗号化設備など
の、ユーザーのプライバシーを保護するための１つ以上の設備を備えることができる。プ
ライバシー設備１５２は、不要な広告メール、スパム、スパイウェア、ウイルスなどの望
ましくないコンテンツからユーザーを保護するための設備を備えることもできる。プライ
バシー設備は、たとえば、結果を提示する前にそのようなコンテンツをフィルタリング（
して除去）することができ、あるいは、他の実施形態では、ユーザーの秘密情報を暴露す
る可能性がより低い修正されたクエリー、または、望ましくないコンテンツを返す可能性
がより低いクエリーを提案することができる。プライバシー設備１５２は、無線プロバイ
ダー１０８とともに、ＶＰＮなどによるセキュアチャネル（安全なチャンネル）に類似の
やり方で機能することもできる。このセキュアチャネルによって、極秘情報を安全に共有
することが可能になる。
【０２５７】
　トランザクションセキュリティ設備１５４は、追加のプライバシー設定及びペアレント
コントロール設定、無線ショッピングを保護するためのトランザクション（取引）に関す
るセキュリティ設定、及び、デジタル著作権の管理を含むことができる。いくつかの実施
形態では、このような設備は、パスワードベースのセキュリティ、公開鍵／秘密鍵設備、
または、モバイル通信設備１０２を用いて実行されるトランザクション（取引）における
参加者が真正な参加者であることを保証するための他の適切なセキュリティプロトコルを
含むことができる。
【０２５８】
　無線プロバイダー１０８のキャリアビジネスルール１５８を、モバイル検索ホスト設備
１１４に関連付けること、または、該設備１１４に含めることができる。これらのルール
は、ユーザーがどのようなコンテンツ（ウォールドガーデン（walled garden：塀に囲わ
れた）コンテンツまたは非ウォールドガーデン（non-walledgarden：塀に囲われていない
）コンテンツ）にアクセスできるか、ユーザーインターフェース内のどこにスポンサーの
ログ及びリンクを配置するか、どのスポンサー設備を含めるか、広告の在庫（または在庫
品目）用のルール、（たとえば、アクセス条件（または状況）、使用者統制（または使用
者制御）、ペアレントコントロールなどに基づいて）ユーザーによるトランザクションの
分類を可能にするルール、及び、オークションを管理することを可能するルールを決定す
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ることができる。重複した情報が検索結果に存在する場合には、好適なプロバイダーのコ
ンテンツに他方のものよりも高い優先権を与えることができる。
【０２５９】
　音声認識１６０をモバイル通信設備１０２に設けるのに加えて、該音声認識をモバイル
検索ホスト設備１１４内に含めることもでき、該音声認識は、正確な音声認識のためにソ
フトウエアアルゴリズムとハードウエアベースのソリューションの両方を使用することが
できる。
【０２６０】
　スポンサーシップ設備１６２は、プレミアムコンテンツを関連するユーザーに対して表
示するために無線プロバイダー１０８に料金を支払うスポンサーからの該プレミアムコン
テンツを格納する。スポンサーの情報を、ユーザーによって訪問されたウェブサイトにリ
ンクし（すなわち、クリック課金型（pay-per-click：ペイパークリック方式）にし）、
または、電話にリンクする（すなわち、着信課金型広告（pay-per-call：ペイパーコール
）にする）ことができる。スポンサー情報は、テキスト（文字）のみの情報、写真形式の
グラフィック情報、グラフィックアートデザイン、また、ビデオ、並びに、これらの種々
の組み合わせを含むことができる。スポンサー情報は、対話型のソフトウエアアプリケー
ション（すなわち、ゲーム）、または、特殊な着信音（たとえば、jamtone（ジャム音）
）の形態をとることもできる。スポンサー情報を、スポンサー情報とユーザーの検索クエ
リーの関係、結果のリスト、アイテム（品目など）またはカテゴリー、及び、ユーザーに
よって訪問されたウェブサイトに基づいて、ユーザーに対して表示することができる。ウ
ェブページを、シンジケートされた広告用のコンテンツを表示し、または、シンジケート
された広告に対してリンクすることができる。さらに、図１に示す無線検索プラットフォ
ーム１００は、上述の種類のスポンサー情報を別個のデータベース１２８において含むこ
とができる。
【０２６１】
　暗黙的なクエリー設備１６４は、明示的な検索クエリー以外のユーザーのアクティビテ
ィに基づいて、関連するコンテンツをユーザーに対して表示する。たとえば、ＧＰＳデー
タにおいて、ロケーター設備１１０は、セルフォン（セル式電話）のユーザーがスポンサ
ーのレストランの近くにいることを示すことができる。さらに、モバイル通信設備１０２
及び／または無線通信設備に含まれる時計は夜であることを示すことができる。予測アル
ゴリズムは、この情報を結合して、ユーザーがディナーを食べることができるすぐ近くの
レストランに関心があるという暗黙的なクエリーを行って（または作成して）、コンテン
ツ（広告、電話番号、メニュー、評価）を該ユーザーのモバイル通信設備１０２にすぐに
表示するために送ることができる。他の暗黙的クエリーも同様に、ユーザーのペアレンタ
ルコントロール１５０、キャリアビジネスルール１５８、結果設備１４８など（これらの
うちの単独または組み合わせ）に基づくものとすることができる。
【０２６２】
　図１に示す無線検索プラットフォーム１００は、インターネットに接続されたサーバー
１３４及びデータベース１３８を含むことができる。インターネットを介して無線プラッ
トフォーム１００に接続されたデータベース１３８は、ユーザーがトランザクション（取
引など）を行う個々のビジネスウェブサイトなどの情報を格納することができる。
【０２６３】
　図１に示す無線検索プラットフォーム１００は、無線キャリアビジネスルール１３０を
格納しているデータベースを含むことができる。キャリアビジネスルール１３０は、無線
プロバイダー１０８の経済的利害関係（または経済的利益）またはスポンサー１２８の重
要性（度）に基づいて広告コンテンツ（下記のウォールドガーデンコンテンツ（walled g
arden content）１３２を参照）に優先順位を付けることができる。追加のキャリアビジ
ネスルール１３０は、本明細書に記載されているルール、及び、参照によって本明細書に
組み込まれている文書に記載されたルールを含むことができる。
【０２６４】
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　図１に示す無線検索プラットフォーム１００は、「ウォールドガーデン」コンテンツ１
３２を格納しているデータベースを含むことができる。ウォールドガーデンコンテンツ１
３２を、無線プロバイダー１０８が、たとえば、ユーザーのクリックスルーやコンテンツ
のダウンロード（たとえば、着信音、壁紙、呼び出し（音やメロディー）、音楽、ビデオ
）に基づいて追加の収入を得るところのコンテンツとすることができる。この追加の収入
のゆえに、無線プロバイダー１０８は、それのキャリアビジネスルール１３０を通じて、
この有利なコンテンツを、同様に関連してはいるが、無線プロバイダー１０８に経済的利
益をもたらさない検索結果よりも優先させることを確実にすることができる。
【０２６５】
　図２は、ユーザークエリーを処理して、ユーザーに配信される結果を生成するための複
数のプロセスを示す略ブロック図２００である。図示の実施形態では、クエリーモード２
０２が入力される。クエリーモードを、アクティブなユーザーによって入力された明示的
なクエリーの形態とすることができ、または、ユーザーによってではなく、ユーザー及び
／又はユーザーの挙動に関連するなんらかの特徴（たとえばユーザーのＧＰＳ位置）によ
って開始（または起動）される暗黙的なクエリーとすることができる。ユーザーによって
明示的に行われるクエリー入力２０８の開始を、関連する暗黙的なクエリー２０４から得
られる追加の情報と対（ペア）にすることができる。クエリー入力２０８の明瞭さに依存
して、クエリーは、訂正２４４、一義化（曖昧性の除去）２４０、またはリダイレクショ
ン（転送）２５０を必要とする場合がある。クエリー入力２０８を、推薦（推奨）２４８
や提案２４２と対にすることもでき、または、さらなる処理の前に分類（２５４）するこ
ともできる。クエリー入力２０８の開始が、テキスト（文字）ではなく声によってなされ
る場合には、これを、音声認識（２５２）プログラムと連携（または同期）させることが
できる。検索を最適化するために使用されるプロセスの全てまたは任意のものを、モバイ
ル通信設備に関連する情報、たとえば、モバイル加入者特性情報、位置、時刻、フィルタ
リングアルゴリズムなどを用いて改良することができる。
【０２６６】
　最初の明示的及び／または暗黙的なクエリーがなされると、クエリー２１２が処理され
、最初の結果が得られる（２１４）。クエリー２１２と最初に得られた結果２１４の両方
に、追加のフィルタリング２５８及び集合化２６０を施すことができる。ウォールドガー
デンコンテンツ２６２及びスポンサー提供コンテンツ２２０も、クエリー２１２に結合し
て、修正された結果２２２をユーザーに提供することができる。結果２２２は、追加のス
ポンサー２２４のメッセージ及び広告の送信を起動することもできる。ペイパークリック
（PPC）スポンサー２２８からの情報を結果にリンク（結合）して、ユーザーが、スポン
サーのサービス、電話番号、住所、営業時間、セール（特売など）などについてすぐに知
ることができるようにすることができる。クエリー入力２０８の開始が、たとえば、リダ
イレクション２５０を受けた場合には、該クエリー入力（の開始）をクエリー段階２１２
に戻すか、該クエリーに基づく結果２２２をユーザーに直ちに提示することができる。結
果が表示１７２される前に取得されると、ユーザーのモバイル通信設備１０２との模造品
（モック）の互換性（または適合性）試験を実行するスパイダを用いてユーザーのモバイ
ル通信設備１０２（該通信設備１０２のタイプを含む）との互換性についてコンテンツを
テストして、結果のうちユーザーのモバイル通信設備１０２と互換性があるコンテンツを
決定することができる。この場合、スパイダは、該試験中、広域にわたって配列している
商用の無線通信設備の処理特性をエミュレートする。
【０２６７】
　クエリー結果２２２を、たとえば、スポンサー２２４、モバイル加入者特性、モバイル
通信設備に関する情報、位置、キャリアルール、フィルタリング結果、及び／またはウォ
ールドガーデン２６２の優先順位に基づいて、表示（２３２）する前に配列する（順序付
ける）（２３０）ことができる。結果（２２２）が表示（２３２）されると、ユーザーは
、情報とのインタラクション（対話などの相互作用）／トランザクション２３４（たとえ
ば、電話や、リンクのクリックや、オンライン注文）を開始することができ、この場合は
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、該情報は、図１に示す無線プラットフォーム１００を介して無線で配信される（２３８
）。
【０２６８】
　本発明の１側面は、ウェブサイトがモバイル通信設備（たとえば、セルフォン）に提示
されているときに該ウェブサイトにモバイルコンテンツを付加することができるシンジケ
ーションプログラムに関連する。かかるシンジケーションを、無線オペレータ、無線サー
ビスプロバイダー、電気通信プロバイダー（または通信接続業者。以下同じ）が決定する
ことができ、または、オプトイン（opt-in）プロセスを介したウェブサイトの所有者の決
定によるものとすることができる。このオプトインプロセスは、無線プロバイダー、モバ
イル検索プロバイダー、または他の関連するエンティティ（企業などの事業実体）との契
約（サインアップ）を含むことができる。このオプトインプロセスは、ウェブサイトにタ
グを挿入することを含むこともできる。モバイルコンテンツを、指定されたＵＲＬまたは
複数のＵＲＬのウェブサイトのページに自動的に追加することができる。モバイルコンテ
ンツの追加を、モバイルコンテンツを配置すべきページに対する指標（指示）なくして行
うことができる。タグまたは他の符号化された情報を、モバイルコンテンツをサイトのど
こに配置し、いつモバイル通信設備に配信するかを示すために、該ウェブサイトに含める
ことができる。シンジケーションプロセスを、コンテキストベースの関連性、または、挙
動（または行動）ベースの関連性に基づくものとすることができ、または、関連するモバ
イルコンテンツをサイトに関連付けるために、これらの２つの技術の組み合わせに基づく
ものとすることができる。サーバーアプリケーション（たとえば、ＷＡＰサーバーアプリ
ケーション、ＷＡＰゲートウェイ、モバイルアプリケーションゲートウェイなど）は、ウ
ェブサイトにタグが付けられているか否かにかかわらず、モバイルコンテンツをモバイル
通信設備に配信するときに該モバイルコンテンツをウェブサイトに自動的に追加すること
ができる。モバイルコンテンツは、提示されている間、ウェブコンテンツ配置オークショ
ン（競売）、または、どのコンテンツをキーワード、トピック（題目）、ウェブサイトな
どに関連付けるかを決定するための他のプロセスを含むことができる。
【０２６９】
　ウェブサイトへのモバイルコンテンツの自動シンジケーションを、該ウェブサイトに関
連付けられたコンテキスト情報を使用することに少なくとも部分的に基づくものとして、
シンジケーションに利用可能なモバイルコンテンツの関連性を決定することができる。ウ
ェブサイトに関連付けることができるコンテキスト情報は、該ウェブサイトに配置された
キーワード、ターム（用語など）、または語句、該ウェブサイトへのインバウンドリンク
、該ウェブサイトからのアウトバンドリンク、該ウェブサイトに関連付けられたクリック
パターン及びクリックスルー（該ウェブサイトに現れているスポンサー提供コンテンツに
関連付けられたクリックパターン及びクリックスルーを含む）、メタデータ、並びに、ウ
ェブサイト使用の時刻、継続時間、深さ及び頻度を含むウェブサイト使用形態（使用パタ
ーン）、ウェブサイトのホスト、ウェブサイトに関連する検索バーティカル、及び、ウェ
ブサイトのコンテキストの他の証（またはしるし）を含むことができる。
【０２７０】
　ウェブサイトに関連するコンテキスト情報を、関連性に少なくとも部分的に基づくウェ
ブサイトへのシンジケーション及び提示のために利用可能なモバイルコンテンツに関連付
けることができる。シンジケーションに利用可能なモバイルコンテンツは、無線オペレー
タ、無線サービスプロバイダー、電気通信プロバイダー、モバイル検索プロバイダーなど
によって提供されるコンテキストシンジケーションプログラムに参加しているモバイルコ
ンテンツスポンサーの企業連合（または共同利用施設）から得ることができる。代替的に
は、シンジケーションに利用可能なモバイルコンテンツは、コンテキストシンジケーショ
ンプログラムの外部から得ることができ、コンテキストシンジケーションプログラムへの
可能性のある参加者に提示するためのモバイルスポンサーキャンペーンを生成するために
使用することができる。
【０２７１】
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　ウェブサイトに関連付けられたコンテキスト情報とシンジケーションに利用可能なモバ
イルコンテキストの関連性を、関連性スコアを用いて示すことができる。この関連性スコ
アを、コンテキストウェブサイトデータパラメータとモバイルコンテンツパラメータとの
統計的関連を数値的に要約したもの（numerical summary）とすることができる。この関
連性スコアを、無線オペレータ、無線サービスプロバイダー、モバイル検索プロバイダー
、または、電気通信サービスプロバイダー（通信接続業者）によりモバイルコンテンツに
割り当てられた所有者スコアとすることができる。ウェブサイトに関連付けられたコンテ
キストデータパラメータを１つのリストに標準化することができる。モバイルコンテンツ
は、コンテキストデータパラメータリスト内の各要素に対する関連性スコアを受け取るこ
とができる。たとえば、着信音ダウンロード広告などのモバイルコンテンツは、複数のウ
ェブサイトの各々に対する関連性スコアを受け取ることができる。「娯楽（エンターテイ
ンメント）」ウェブサイトは、「天気」ウェブサイトよりも高い関連性スコアを受け取る
ことができる。同様に、「音楽」に関連するインバウンドリンクのコンテキスト情報は、
「ペット」に関連するインバウンドリンクよりも高い関連性スコアを受け取ることができ
る。人気のある中国語ソングから得られた着信音に関連するモバイルコンテンツは、「サ
ーバーホスト＝アルゼンチン」よりも「サーバーホスト＝中国」のコンテキスト情報に対
して高い関連性スコアを受け取ることができる。コンテキスト情報パラメータ「キーワー
ド＝着信音」または「キーワード＝音楽ダウンロード」を、着信音などに関連するシンジ
ケートされたモバイルコンテンツに対してより高い関連性を有するものとしてスコア付け
する（すなわち、点数を与える）こともできる。シンジケートされたモバイルコンテンツ
の関連性スコアをモバイルコンテンツ関連性辞書に格納することができる。
【０２７２】
　ウェブサイトにモバイルコンテンツを自動的にシンジケートするプログラムを、該ウェ
ブサイトに関連付けられたコンテキスト情報に対するモバイルコンテンツの関連性に基づ
くものとすることができる。モバイルコンテンツのシンジケートの自動化は、ウェブサイ
トに関連付けられた電子情報（たとえば、メタデータ）を関連付けることに少なくとも部
分的に基づくものとすることができる。メタデータに含まれているものを、モバイルコン
テンツデータパラメータに対するウェブサイトのコンテキストデータパラメータの関連性
に関する情報とすることができる。メタデータがどのようにして関連性情報を含むことが
できるかについての多くの例のうちのほんのいくつかの例には、ウェブサイトへの関連性
を示すメタデータ（たとえば、「着信音」）、モバイルコンテンツをウェブサイトにシン
ジケートするために要求されるコンテキストデータパラメータに関連付けられた最小の関
連性スコアを示すメタデータなどがある。メタデータは、関連するモバイルコンテンツを
特定し、受信し、ウェブサイトに提供するために、モバイルコンテンツ関連性辞書と通信
することができる。
【０２７３】
　いくつかの実施形態では、キャリアルールデータベースは、検索技術、検索方法、検索
可能なコンテンツの場所に関する情報、ウォールドガーデンルール、ガーデン外のルール
（またはガーデンルール違反）、ネットワーク外の検索ルール（または、ネットワーク検
索ルール違反）、ネットワーク内の検索ルール、検索結果提示ルール、スポンサー提示ル
ール、スポンサー検索ルール、スポンサールール、コンテンツ提示ルール、並びに、検索
、表示、配列（順序付け）、及び／または、モバイル通信設備１０２に関する情報の提示
に関する他の情報及びルールを含む。
【０２７４】
　キャリアビジネスルールは、たとえば検索用語をどのようにして一義化する（曖昧さを
なくして明瞭にする）かまたは訂正するかについて、または、入力または提出されたクエ
リーの結果としてどのような検索用語を提案すべきか、または、結果をどのようにしてど
のような順番で提示すべきか、または、スポンサーをどのようにして選択し及び／または
提示すべきかについての指標（案内）を提供することができる。キャリアビジネスルール
は、ネットワーク内データベース（たとえば、ウォールドガーデンコンテンツ１３２）を
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いつ検索するか、ネットワーク外データベース（たとえば、サーバー１３４を介するデー
タベース１３８）をいつ検索するかに関する指標（案内）を提供することができる。たと
えば、無線プロバイダー１０８は、モバイル通信設備１０２のユーザーに、ウォールドガ
ーデンコンテンツ１３２のネットワーク内データベースから、音楽、ビデオ、着信音、壁
紙、スクリーンセーバーなどを注文させることを望み、一方で、該無線プロバイダーは、
時事ニュースがネットワーク外ソースから到来することを望む場合がある。無線プロバイ
ダーはこの場合、これらのルールを設定して、キャリアビジネスルールデータベース１３
０に格納することができる。この場合、これらのルールを、検索、提示、または配列（順
序付けまたは注文）、または、本発明にしたがうその他の要因（事象）が行われている間
に、無線プロバイダーによって（または、オプションとして、モバイル通信設備１０２ま
たは他の関連する設備から）アクセスすることができる。
【０２７５】
　アルゴリズム設備１４４を、ユーザークエリーに基づいて、複数の可能性のある解（ソ
リューション）を評価するために使用されるソフトウェアツールとすることができる。全
ての可能性のある解の集合は検索空間（または探索空間）と呼ばれることがある。一般的
に、情報(知識)を用いない検索(uninformedsearch)は、検索空間の比較的単純かつ直接的
調査（トラバース）のためにしらみつぶしの検索、すなわち、「単純な（naive）」検索
アルゴリズムを使用する場合がある。これとは対照的に、情報(知識)を用いる検索(infor
med search)アルゴリズムは、発見的手法を用いて、検索の間、検索空間の構造に関する
知識を適用することができる。アルゴリズム設備１４２で使用することができる可能性の
あるアルゴリズムには、情報を用いない検索、情報を用いた検索、木探索、リスト探索、
アドバーサリアル（adversarial）探索、制約充足モデル（constraintsatisfaction）、
遺伝的検索（genetic search）、確率的探索（probabilistic search）、焼きなまし法（
simulatedannealing：シミュレーテッドアニーリング）、文字列検索、タブー探索（tabo
o search ）、及び／または、横串検索（federated search）－これらには限定されない
が－が含まれる。
【０２７６】
　無線検索プラットフォーム１００において、モバイル通信設備１０２は、キャッシュメ
モリなどのキャッシュ（保存場所）、または、キャッシュとして編成されたメモリの一部
を含むことができる。メモリを、ハードディスク（ドライブ）、スタティックメモリ、ま
たは不揮発性メモリとすることができる。メモリを、モバイル通信設備１０２に内蔵する
ことができ、または、メモリカードなどのように着脱可能とすることができる。
【０２７７】
　キャッシュメモリは、モバイル通信設備１０２のユーザーによるアクションの結果とし
てアクセスされてモバイル通信設備１０２のディスプレイに提示されることができるモバ
イルコンテンツなどの提案物を含むことができる。保存（たとえばキャッシュメモリに格
納）された情報を、モバイル通信設備１０２へのサービスの提供者による、または、モバ
イル通信設備１０２で動作する自動化アプリケーションによるアクションの結果としてア
クセスし及び提示することもできる。提案物を、モバイル通信設備１０２に局所的に保存
することができ、及び、無線プラットフォーム１００の性能全体の最適化を容易にするた
めにネットワーク更新の性能と調和（または結合）させることができる。
【０２７８】
　キャッシュメモリに格納されているデータ（たとえば、ユーザー名、住所、検索クエリ
ー）をユーザーによって直接入力することができる。代替的には、キャッシュに格納され
ているデータを、サーバー１３４からのモバイルネットワーク、無線プロバイダー１０８
、または、モバイル検索ホスト設備１１４から伝送することができる。保存されている情
報を、モバイル通信設備１０２への伝送の前に圧縮することができ、及び、モバイル通信
設備１０２の受信後に解凍（復元）することができる。データを、受信したときに解凍す
ることができ、または、該データが提示のためにアクセスされたときに解凍することがで
きる。
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【０２７９】
　図３は、本発明の１局面にしたがう、モバイル通信設備１０２、及び、モバイル加入者
特性データベース１１２などのデータソースに関連付けられた一義化設備１４０の一般化
された一義化プロセスを示す。一義化設備１４０は、曖昧なユーザークエリーからより大
きな明確性を引き出すための手段である。図３に示すように、クエリー入力１２０を、無
線通信設備１０４及び／または無線プロバイダー１０８を介して一義化設備１４０まで処
理することができる。図３で提供されている例は、モバイル加入者特性データベース１１
２にリンク（結合）された一義化設備１４０を示しているが、一義化設備１４０を任意の
数の他のデータソース（たとえば、キャリアビジネスルール１３０、コンテンツウォール
ドガーデン１３２など）にリンクすることができる。同様に、一義化（曖昧さの解消）を
、一義化設備１４０以外の設備（たとえば、ペアレンタルコントロール設備１５０または
アルゴリズム設備１４４）によって処理することができる。図３に示すように、一義化設
備１４０は、無線通信設備１０４または無線プロバイダー１０８からクエリーを受け取る
ことができ、該クエリーをモバイル加入者データベース１１２に格納されているユーザー
に関する既知の情報（たとえば、年齢、性別、過去のインターネット使用（使用量や使用
頻度）など）に関連付けることができる。元のクエリー入力１２０に結合されたこの追加
の情報は、一義化された（すなわち曖昧さが排除された）クエリーを処理することを可能
にすることができる。たとえば、ユーザーは、「Royals」というクエリー入力１２０を入
力することができる。このクエリー入力１２０を、無線通信設備１０４または無線プロバ
イダー１０８を介して、モバイル加入者データベース１１２に結合された一義化設備１４
０まで処理することができる。該データベース１１２は、その中に、ミズーリ州のカンザ
スシティのユーザーの住所を含んでいる。一義化設備１４０は、この人口統計学的な情報
をクエリー入力１２０「Royals」に関連付けて、ユーザーが、スウェーデン王室に関する
情報よりもKansasCity Royals（カンザスシティロイヤルズ）ベースボールチームに関連
する情報を探している可能性が高いことを予測する（すなわち、明瞭にする）ことができ
る。一義化は、品詞の一義化、単語の意味の一義化、語句の特定、名前指定された入力認
識（named entry recognition）、または、完全文構文解析を含むことができる。品詞の
一義化は、品詞タグ（たとえば、名詞、動詞、形容詞）をクエリー内の各単語に割り当て
る処理を指す。品詞タグを各単語に割り当てることによって、装置は、コンテキスト（文
脈や前後関係や背景など）によって各単語に関する推測をすることができる。たとえば、
「house」という単語は名詞または動詞でありうる。この単語に適切な品詞タグを付ける
ことによって、ユーザークエリーに関する追加情報、及び、その最終目的物を引き出すこ
とができる。単語の意味の一義化は、複数の意味を有する単語を分類（または並べ替える
）処理を指す。語句の特定は、語句内の各単語を他の単語に関連付けて個々の単語のコン
テキストを引き出す処理をいう。名前指定された入力の認識（named entry recognition
）は、一般に、特定の名前、場所、国などを指す固有名詞を認識（または識別）すること
を指す。完全文構文解析は、文をより小さな単位に分解して、各単位の文法上の役割と他
の単位との関連を特定する処理である。これらの及び他の技術を一義化設備１４０におい
て利用して、検索または検索列文字列に対してユーザーが意図した意味を推測することが
できる。
【０２８０】
　図４は、モバイル通信設備１０２と、支援されたクエリー形成２４００のために使用す
ることができるクエリー支援設備２１０との間の対話的プロセス（インタラクティブプロ
セス）を示す。ユーザーがクエリー入力１２０をモバイル通信設備１０２に出すと、理解
可能で有用な結果セット（結果の組）を生じるのに十分である支援されたクエリー形成２
４００のために訂正２４４のプロセスが必要になる場合がある。このプロセスを、クライ
アント側１０２で及び／またはモバイル通信設備１０４内で行うことができる。訂正２４
４プロセスの一部として、モバイル通信設備１０２のタイプに固有の情報を使用すること
ができる。たとえば、装置が独自の配信能力を有する場合には、それらの能力に適合する
（または互換性を有する）結果セットを得るために、クエリーを訂正する必要がある場合
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がある。モバイル加入者特性データベース１１２に格納されている情報、位置（場所）情
報２４０８、または、時間情報２４１０を、訂正２４４プロセスで使用することもできる
。
【０２８１】
　図５は、モバイル加入者特性データベース１１２、フィルターアルゴリズム設備１４４
、位置データベース２４０８、及び／または時間データ２４１０などの追加のデータソー
スと、クエリー入力１２０との関連に基づいて、クエリー結果を配列（順序付け）（５０
０）し、表示（５０２）し、及びスポンサーシップ５０４の優先順位付けをするための一
般化されたプロセスを示す。配列５００、表示５０２、スポンサーシップ５０４の優先順
位付けは、必要に応じて、これらの追加のデータ設備のうちの１つまたは複数のデータ設
備を必要とすることも、いずれのデータ設備を必要としないことも可能である。
【０２８２】
　いくつかの実施形態では、本明細書に開示されている方法及びシステムを、本明細書に
記載されている特性１１２のうちの任意のもの、及び、参照により本明細書に組み込まれ
ている文書に記載された任意の特性を含むモバイル加入者特性１１２に基づいて最適化さ
れた検索を提供するように構成することができる。したがって、これらの方法及びシステ
ムは、モバイル装置に適合した検索機能を提供すること、及び、この検索機能をモバイル
装置の加入者特性に基づいて適合化することを含むことができ、この場合、この加入者特
性は、モバイル装置サービスのキャリア（通信事業者など）によって管理されるモバイル
加入者データ設備から少なくとも部分的に得られる。
【０２８３】
　いくつかの実施形態では、適合化された検索機能を、暗黙的クエリー、アクティブクエ
リー、一義化アクション、取り出し（または検索）機能、フィルタリング機能、提示機能
、ルーティング機能、または、検索結果の検索または提示の開始、処理、または完了に関
連する他の機能またはアクションとすることができる。
【０２８４】
　図６は、本発明の原理にしたがうモバイル通信検索設備１４２を示す。この実施形態で
は、無線プロバイダー１０８は、音声ゲートウェイ６０２を介するモバイル通信設備１０
２からの音声アクセスを容易にする。音声ゲートウェイ６０２を、たとえば、電気通信ル
ーターとすることができる。モバイル通信設備１０２によってどのような音声通話がなさ
れたかまたは受信されたかに関係する情報をアクセス情報データベース６０８に格納する
ことができる。音声アクセス情報がアクセス情報データベース６０８に格納されると、こ
の情報をパーソナルフィルター（personal filter）１４４によって取り出すことができ
、該パーソナルフィルター１４４は、音声駆動（ボイスアクチベーション）情報を処理し
てそのアクセスに関するより多くの情報を得ることもできる。たとえば、パーソナルフィ
ルター１４４は、モバイル通信設備１０２によって受信された、または、該設備１０２に
よってなされた発呼（または電話呼び出し）について電話番号逆引き処理（reverse phon
e number process）を実行して、その発呼された（店舗などの）施設及び個人に関する情
報を決定することができる。かかる情報を、発呼がされた時刻、通話時間、誰が通話を開
始したかなどと突き合わせることもできる。音声通話に関連する情報をさらに処理するこ
とができ、または、ユーザーの好み（嗜好）を示す情報から推測を行うことができる。た
とえば、ユーザーが、ほぼ毎日昼食時にテイクアウト・レストラン(take out restaurant
)に電話をかけている場合には、該ユーザーが、昼食用のテイクアウト（持ち帰り）でき
る場所により多く電話をかけていることを推測することができる。同様に、ユーザーがこ
の２週間で異なる新車の販売業者に１０回の電話をかけていた場合には、このユーザーは
車を買い求めているということが推測される。この情報を協調スタイルフィルター（coll
aborative style filter）（パーソナルフィルター４４内の処理）と関連して用いて、他
の人々の類似の挙動に基づいて将来の挙動または好き嫌いを推測することができる。
【０２８５】
　アクセス情報を、インターネットゲートウェイ６０４を介したインターネットアクティ
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ビティに基づいて収集することもできる。検索クエリー、クリックスルーなどを追跡して
、パーソナルフィルター１４４からの取り出しのためにアクセスデータベース６０８に格
納することができる。音声情報と同様に、ウェブインタラクションデータを操作すること
ができ、将来の挙動、好き嫌いの予測を行うことができる。インターネットの挙動をモニ
タする際に、ガーデン内及びガーデン外のアクティビティ（活動状態）を追跡することが
できる。
【０２８６】
　位置情報及び時刻情報を追跡して位置情報データベース６１２に格納することもできる
。音声情報及びウェブインタラクション情報と同様に、位置及び時刻情報を、パーソナル
フィルター１４４によって使用することもできる。
【０２８７】
　個人情報や、無線プロバイダー１０８にユーザーアカントを設定するために使用される
情報などのユーザー情報１１２を、パーソナルフィルター１４４によってアクセス可能な
データベースに維持することができる。
【０２８８】
　パーソナルフィルター１４４は、モバイル通信設備１０２から検索クエリーを受信し、
データベース６１２、１１２及び６０８の各々から情報を取り出し、最適化アルゴリズム
によって全ての該情報を処理し、結果に対する最適化された検索を実行することができる
。さらに、結果を取得することができ、パーソナルフィルター１４４を用いて、該結果を
、他のモバイル通信設備に関連する情報とともに処理して、モバイル通信設備１０２に対
してフィルタリングされた結果を生成することができる。
【０２８９】
　データベース６１２、１１２及び６０８は、別個のデータベースとした図示されている
が、これらを、リレーショナルデータベースなどの１つ以上のデータベースに結合できる
ことが理解されるべきである。パーソナルフィルター１４４は、無線プロバイダー１０８
の領域に存在するものとして図示されているが、パーソナルフィルター１４４は、モバイ
ル通信設備１０２上または他の関連する設備（または装置）内を含む他の場所に存在しう
ることが理解されるべきである。
【０２９０】
　図７Ａ－７Ｃは、本明細書に記載されているシステムと共に使用することができるモバ
イル通信設備の種々の形状因子（フォームファクター）を示す。図７Ａは、キャンディバ
ーフォン（candy bar phone）、すなわち、片面ガラス固定のセルフォン（openfaced fix
ed cell phone）を示す。図７Ｂは、折り畳み式携帯電話、図７Ｃはスライド式携帯電話
を示す。
【０２９１】
　図８Ａ－８Ｃは、本明細書に記載されているシステムと共に使用することができるモバ
イル通信設備の種々の形状因子を示す。図８Ａは、タッチスクリーン及びフルQWERTY（ク
ワーティ）キーボードを備えるＰＤＡフォンを示す。図８Ｂは、１つのキーに２つの文字
が割り当てられたキーパッド（two-letter-per-key keypad）を備えるＰＤＡフォンを示
す。図８Ｃは、キーパッドが見えているスライドアップ式携帯電話を示す。
【０２９２】
　図９Ａ－９Ｄは、モバイル通信装置１０２での検索に関連するユーザーインターフェー
ス画面４００の進行を示す。ユーザーインターフェース画面を、上述のクライアントアプ
リケーションインターフェースによって生成することができる。画面ショット９Ａから開
始して、クエリー入力設備１２０が提供される。この画面にロゴ９０２をラベル付けする
ことができ、提案ボックス９０８を設けることができる。このインターフェースに基づく
１つの例として、簡略化された検索クエリー「Br Sp」を検索クエリー入力設備１２０に
タイプ入力することができる。一義化設備１４０（この図には示されていない）は、部分
的に入力された用語を一義化するためにパーソナルフィルター１４４（この図には示され
ていない）と共に動作することができる。さらに、提案設備は、部分的に入力された検索
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クエリーに対する提案が検索ボックス９０８に提示されるように動作することができる（
この図には示されていない）。提案の最初のページに所望の検索クエリーが含まれていな
い場合には、下向きの矢印９２４をアクティブにすることによって、より多くの結果を表
示することができる。ナビゲーション設備９１０を設けることができる。該ナビゲーショ
ン設備は、たとえば、モバイル通信設備１０２の表面にある多方向ジョイスティック型キ
ーパッド（multi-directional joystick style keypad）、タッチスクリーン、キーパッ
ドなどである。ナビゲーション設備９１０を（下方の位置を示す暗くされた矢印によって
示されるように）用いて「Britney Spears」を強調することができる。「Britney Spears
」が強調されると（９１０）、ナビゲーション設備９１２を用いて（暗くされた中央の正
方形によって示されるように）カテゴリーを選択して、（暗くされた右側の矢印によって
示されるように）展開することができる。提案された「Britney Spears」が選択されて展
開されると、検索結果のカテゴリー９１４を提示することができる。
【０２９３】
　図１０Ａ－１０Ｂは、モバイル通信設備１０２のユーザーインターフェースからの検索
に関連する画面ショットの進行におけるさらにいくつかの画面ショットを示す。検索結果
－今の場合、Britney Spearsに関連する歌－が選択される（１００２）。この歌が選択さ
れると、ユーザーに、配信のオプション（選択肢）を提示することができる。たとえば、
ユーザーに、歌を視聴するためのプレビューオプション１００４を提示することができる
。ユーザーに、コンテンツの使用法（または使用態様）１００８を示す、コンテンツに関
連するオプションを提示することもでき、これによって、コンテンツを適切にフォーマッ
トし、インストールし、及び、適切な１つ以上のアプリケーションまたは１つ以上の装置
（デバイス）に関連付けることができ、及び／または、ユーザーに、異なるファイルタイ
プ１０１０のオプションを提示することができる。
【０２９４】
　図１１は、モバイル通信設備１０２のユーザー１１０４が、自身のモバイル通信設備１
０２を用いて関連する検索結果を取得することを望むシナリオを示す。検索を行う前に、
該ユーザーの存在、該ユーザーの人柄（または容姿）、該ユーザーの電話の習慣、該ユー
ザーのウェブ（閲覧）傾向、他の人々の習慣に関する情報、オプションが提示されたとき
の他の人々の挙動に関する推測に関連する情報、及び、この特定のユーザー１１０４に対
する結果を進展させる際に使用できる他の情報が既に存在する。たとえば、ユーザーを、
無線サービスプロバイダー１０８に直接に、または、別の設備を介して接続することがで
きる。無線サービスプロバイダー１０８と相互作用（対話など）をすることによって、ユ
ーザーは、オープンコンテンツ（公開コンテンツ）１３８、無線プロバイダー１０８の領
域内の情報、ウォールドガーデンコンテンツ１３２、キャリアルール１３０、モバイル加
入者特性情報１１２、スポンサー情報１２８、時刻（たとえば、現地時間、または、他の
場所に関連する時刻）、ロケーション設備１１０によって示されるか、または、ロケーシ
ョン設備１１０を介して提供される位置情報などの情報をインターネットを介して得るこ
とができる。この情報のうちの任意のものまたは全てを、モバイル検索ホスト設備１１４
内のパーソナルフィルター１４４（たとえば、協調フィルター）によって処理して、検索
クエリーを改良し、または、結果がモバイル通信設備１０２のユーザー１１０４に提供さ
れる前に該結果を改良（フィルタリング：不要なものを除去）することができる。
【０２９５】
　図１１に関連する暗黙的検索のシナリオを以下のようなものとすることができる。人１
１０４が午後７時に通りを歩いている。モバイル通信設備１０２の位置は、ＧＰＳシステ
ムを用いて（すなわち、ロケーション設備１１０に関連して）判定される。次にこの位置
が格納される。定期的な暗黙的検索の時刻であるために、または、ユーザーの習慣が、該
ユーザーが結果をすぐに求めていることを示しているために、または、広告を押し付ける
ことに関心のある広告主１７４がいるために、または、局所的なセール（その土地での売
り出し）があるために、または、すぐ近くにアクティビティ（イベントなどの活動）があ
るために、または、他の一時的な理由や他のアクティビティに基づく理由や暗黙的検索を
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開始するための他の理由があるために、暗黙的検索が開始される。検索が開始されると、
格納された位置情報をモバイル検索ホスト設備に送信することができる。モバイル検索ホ
スト設備１４２は、他の関連するソース（たとえば、モバイル加入者特性データベース１
１２、スポンサー情報データベース１２８、キャリアルール１３０）から情報を収集こと
もできる。モバイル検索ホスト設備は今や、ユーザーの位置、時刻、及び／または、モバ
イル検索ホスト設備１１４が利用可能ないくつかのデータソース（たとえば、モバイル加
入者特性データベース１１２、スポンサーデータベース１２８、コンテンツ１３２、キャ
リアルール１３０、及び、オープンウェブコンテンツ１３８）に関連する他の情報と共に
、モバイル検索ホスト設備１１４内のパーソナルフィルターに基づいて検索を実行する準
備ができている。これらの全ての情報は、今が、ユーザー１１０４が食事（ディナー）を
するおおよその時間であることを示すことができ、これによって、モバイル検索ホスト設
備１１４は、食事に関する結果をモバイル通信設備１０２に提供することができる。これ
らの結果において、スポンサーは、該スポンサーの情報をユーザーのモバイル通信設備１
０２に送ろうとして、検索売買オークション（検索マーケティングオークション）に参加
したかもしれない。たとえば、ビル１１０２Ｃ内にあるレストランは、ユーザー１１０４
がいる別のビル１１０２Ｃから５マイル以内にある、食事に関連するキーワードオークシ
ョンに対する高額入札者である場合あり、その場合、ユーザー１１０４が提供された該レ
ストランの情報と相互作用（アクセスなど）すると、該レストランがスポンサーとなり、
モバイル通信設備１０２に表示されることを望む情報が表示されることになる。この情報
は、ユーザーが検索結果を見ることを決定するまで提示されないようにすることができる
（提示されないということはこれまでなかったかもしれないが）。ユーザー１１０４が、
モバイル通信設備１０２にダウンロードされたスポンサー提供の結果と相互作用しない場
合に、該スポンサーが、スポンサー提供コンテンツの料金を無線プロバイダー１０８に支
払わなければならないようにしても、支払う必要がないようにしてもよい。ユーザー１１
０４が、モバイル通信設備１０２にダウンロードされたレストラン情報と相互作用しない
場合に、該レストランが、無線プロバイダー１０８に料金を支払わなければならないよう
にしても、支払う必要がないようにしてもよい。
【０２９６】
　図１１に関連して暗黙的検索を伴ういくつかの実施形態を説明したが、同じかまたは類
似の技術を明示的検索に提供できることが理解されよう。たとえば、ユーザー１１０４は
、オフィスビル１１０２Ａのエリアにいて、オフィスビル１１０２Ａを探している場合が
ある。ユーザー１１０４は、オフィスビル１１０２Ｂの名称を含む検索クエリーを入力す
ることができ、該ユーザーに対する検索結果をより良好に絞り込むために、該オフィスビ
ルの名称をユーザーの位置及び時刻と組み合わせることができる。
【０２９７】
　いくつかの実施形態では、サードパーティ（第三者）の着信課金型広告の在庫品目をＸ
ＭＬフィードの形態で提供することができ、その各々は、キーワード一致、広告主及び広
告情報、入札価格、地理的フィルター（geographic filter）設定に関する特定の結果デ
ータをクエリー毎に返す。次に、この情報を解析して、「自然な」イエローページのリス
トの最上部に積み重ねられた結果セット（結果の組）にまとめることができる。収率最適
化（yield optimization）アルゴリズムを用いて、各クエリーが、関連する現金化可能（
または収益を得ることが可能）な有料コンテンツの組でもって応答されることを確実にす
ることができる。収率最適化アルゴリズムは、関連性、地理、クリックスルー／コールス
ルー（call through）レート、及び入札価格を含むいくつかの変数を考慮して、配置とラ
ンク（階級）を同時に決定する。関連性を、部分的に、キーワード、位置、並びに、広告
及び／または割り当てられたビジネスカテゴリー（業態）において提供された情報と突き
合わせることが可能な究極的には人口統計学的／行動に関する因子を含むクエリー文字列
によって決定することができる。地理に関しては、広告主によって指定されたそれぞれの
地理的領域（郵便番号、都市、州（または国））にサービスを提供するビジネスのみを提
示することができる。クリックスルー／コールスルーレート用のアルゴリズムは、クエリ
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ーに最も良く合致するものを決定する際に、ユーザーが広告主に実際に電話をかける頻度
を考慮することもできる。入札価格は、広告主によって支払われた金額によって部分的に
決定される所与の広告の配置及びランクを参照する。
【０２９８】
　いくつかの実施形態では、広告主は、広告の生成を可能にし、広告、及び／または、該
広告にアクセスできる１つ以上のサービス・エリアに関連付けるためのキーワードの選択
を可能にするユーザーインターフェースを介して、自身のモバイル検索着信課金型（ペイ
パーコール）広告キャンペーンを生成し管理すること、及び、該サービスに入札すること
ができる。たとえば、広告主は、広告タイトル、「Landing page（ランディングページ）
」のＵＲＬ／アドレス（ユーザーに表示されるのではなくユーザーが導かれるページ）、
「Display（表示）」のＵＲＬ／アドレス（広告内に表示されるアドレス）、及び、広告
の説明（１～２行。広告の表示用）を含む、独創的な広告コンテンツを入力することから
始めることができる。次に、広告主は、その広告を出現させるべきキーワード（検索語句
）を入力することができる。キーワードの入力には、手入力（広告主は、キーワードを手
でタイプ／コピーすることができる）、キーワード提案ツール／シソーラスの使用（広告
主は、推測される月々の検索量及び最高入札額と共に、同義語（または類義語）または関
連するキーワードを見ることができる）、及び／または、一括アップロード（bulk uploa
d）（広告主は、大量のキーワードを取り扱うときにキーワードをまとめてアップロード
することができる）を含むいくつかのやり方がある。最後に、広告主は、特定の地理的領
域にいる（または居住している）ユーザーだけ、人口統計学的ユーザー特性の組に合致す
るもののみ、及び／または、特定のモバイル通信設備１０２を有するユーザーのみ、とい
ったユーザーのサブセット（部分集合）だけを広告の対象とすることを望むことができる
。
【０２９９】
　広告主が１つ以上の上記条件を選択すると、広告主は、自身のウェブサイトへのクリッ
クスルーに支払う用意がある特定のまたは最大の価格を設定することができる。入札を、
所与の広告に関連する各キーワード、または、他の任意の条件（または基準）、または、
広告主の広告の配置を目的として該広告主によって使用された条件（または基準）の組み
合わせに対するものとすることができる。キーワード毎に個別に入札を行うことができ、
または、広告主は、新しい広告用の新しい全てのキーワードにわたって１つの入札価格を
適用することができる。広告主は、キーワードの競争を評価し、及び、自身の広告が所望
の位置に確実に現れるようにするために、ユーザーインターフェースを介して各キーワー
ドに対する最高入札額を直接見ることもできるだろう。入札のプロセスは、プラットフォ
ームが広告主の入札を直接管理できるようにする「Auto-Bid（自動入札）」機能を含むこ
ともできる。たとえば、広告の所望の位置、及び、広告主が各クリックに対して支払う用
意がある最高金額を指定することによって、広告主は、システムが、競合的な景観を監視
して、所望の場所（スポット）を確保するために必要な最小金額（最高でも、指定された
最高金額まで）だけを支払うように広告主の入札を調整できるようにすることができる。
【０３００】
　いくつかの実施形態では、広告主は、広告の生成を可能にし、広告、及び／または、該
広告にアクセスできる１つ以上のサービス・エリアに関連付けるための細目の選択を可能
にするユーザーインターフェースを介して、自身のモバイル検索着信課金型（ペイパーコ
ール）広告キャンペーンを生成し管理すること、及び、該サービスに入札することができ
る。広告主は、ビジネス名（または商号）、メールアドレス（または郵便の宛先）／連絡
先住所、電話番号（広告主が電話を受けることを希望する番号、広告は、システムが生成
したフリーダイヤル番号を表示できる）、及び／または広告の説明を含むビジネス用の一
般的な連絡先情報を入力することから始めることができる。広告主は、毎日電話をかける
ことができる時間／スケジュール（広告主は、広告を出現させることを希望する時刻を指
定することができる）の設定を含む追加の情報、及び各広告に関連する機能を入力するこ
と、会社ロゴをアップロードして広告とともに出現させること、クーポン情報を入力する
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こともできる（たとえば、広告主は、特定の広告に辿り着いたユーザーにキャンペーン独
自のディスカウント（値下げ）を設定することができる）。次に、広告主は、キーワード
（検索語句）を入力することができる（このキーワードに応答して広告が出現することに
なる）。キーワードの入力には、手入力（広告主は、キーワードを手でタイプ／コピーす
ることができる）、キーワード提案ツール／シソーラスの使用（広告主は、推測される月
々の検索量及び最高入札額と共に、同義語（または類義語）または関連するキーワードを
見ることができる）、及び／または、一括アップロード（bulk upload）（広告主は、大
量のキーワードを取り扱うときにキーワードをまとめてアップロードすることができる）
を含むいくつかのやり方がある。広告主は、特定の地理的領域にいる（または居住してい
る）ユーザー、人口統計学的ユーザー特性の組に合致するもの、及び／または、特定のタ
イプのモバイル通信設備１０２を有するユーザー、といったユーザーのサブセット（部分
集合）だけを広告の対象とすることを選択することができる。広告主は、着信課金型（ペ
イパーコール）システムを通じて電話を受けるたびに請求されることになる特定の価格を
設定することができる。広告主は、自身の広告が所望の位置に確実に現れるようにするた
めに、及び、彼らの実績を最大にするために、カテゴリー毎の競争相手の価格をリアルタ
イム（実時間）で見ることができる。
【０３０１】
　いくつかの実施形態では、キーワード売り上げスポンサー提供リスト（keyword sales 
sponsored listing）（ペイパークリックとペイパーコールの両方）は、広告が、広告主
によって選択されたビジネス及びカテゴリーに関連していること、及び、該広告が、収率
最適化アルゴリズムによって適切に関連していると判断されることを保証するために、管
理上の及び編集上の検査（レビュー）を受けることができる。
【０３０２】
　いくつかの実施形態では、モバイル通信設備１０２のインターフェースを介して正常に
なされた（電話などによる）呼び出しに対してだけ広告主が課金されるという点で、ペイ
パークリック及びペイパーコール広告に、「ペイフォーパフォーマンス（pay for perfor
mance）」として値段を付けることができる。繰り返された呼び出し、ショートコール（
短時間の呼び出し。例えば、番号違いの電話や他の過失による呼び出し）、及び／または
、ハングアップまたは（回線）切断の場合には、広告主が課金されないようにプラットフ
ォームを構成することが可能である。均一の通話毎課金に加えて、ある特定の通話（たと
えば、所与の時間閾値を超えた通話）に超過料金を課すことができる。
【０３０３】
　図１２は、モバイル通信設備１０２のアドレスバー１７４に入力された誤情報に関連す
る予測プロセスを示す。この予測プロセスでは、ユーザーは、モバイル通信設備（ＭＣＦ
）のアドレスバー１７４にテキスト（文字や文など）を入力する（１２０２）ことができ
る。テキストの入力後、ユーザーは、テキストに関連するＵＲＬの検索を開始する（１２
０４）ことができる。検索要求に続いて、モバイル通信設備は、関連するサイトを提示（
または生成）する（１２１４）ことができ、または、ＵＲＬが見つからないか利用できな
い場合にはエラーが提示（または生成）される（１２１２）ことができる。エラーが返さ
れたときには、所望のサイトを予測するように設計された設備を利用することができる。
このサイト予測設備は、たとえば、モバイル通信設備、無線プロバイダー、または、他の
関連する設備内に存在することができる。
【０３０４】
　ステップ１２１８に関連する予測を、（たとえば、図１に関連して本明細書で説明され
ている）一義化設備、（たとえば、図１に関連して本明細書で説明されている）訂正設備
、または、ユーザーがどのようなサイトを訪れるつもりであるかを予測するように設計さ
れた他の設備に基づくものとすることができる。たとえば、アドレスバー１７４に入力さ
れたテキストは、「.com」が含まれていなかった、該テキストをミスタイプした、または
、スペルミスがあった、または、正しい拡張子は「.net」であった、または、該テキスト
が間違った拡張子情報を含んでいたという事実があった場合を除いて、正確にＵＲＬに関
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連付けられた可能性がある。ステップ１２１８に関連する予測設備は、関連するウェブサ
イトを見つけるために拡張子を含めるか、拡張子を置き換えるプロセスを経る（または実
施する）ことができる。アドレスバー１７４に含められた誤情報の別の例として、テキス
トが、接頭語（プレフィックス）に関連するミスタイプなど（たとえば、「www．」では
なく「wwe.」をタイプした、またはＵＲＬの前にピリオドではなくコンマを入力した）を
含んでいた場合がある。ステップ１２１８に関連する予測設備は、関連するウェブサイト
を見つけるために、接頭語情報を含めるか、接頭語情報を置換するプロセスを経る（また
は実施する）ことができる。アドレスバー１７４に含められた誤情報のさらなる例として
、ユーザーが、ＵＲＬをミススペルした、短縮されたＵＲＬを入力した、ＵＲＬではなく
検索語を入力したなどの場合がある。ステップ１２１８に関連する予測設備は、テキスト
のスペル（綴り）をチェックして（調べて）、意図された目的サイトとして認められたも
ので該テキストを訂正するプロセスを経る（または実施する）ことができる。誤った指示
を与えるテキスト入力に関してテキストを予測し訂正する過程において、予測設備は、ユ
ーザーを支援するための他の技術を使用することができる。それらの技術には、たとえば
、本明細書において（たとえば、図１に関連して）記載した、訂正、一義化（曖昧さの除
去）に関連して説明した技術や、検索クエリーにより良く的を絞る際にユーザーを支援す
る技術がある。
【０３０５】
　サイトがステップ１２１８によって予測されると、その予測されたサイトを入力して（
１２２０）、モバイル通信設備１０２に提供（または提示）することができる。所望のサ
イトを予測するプロセス１２１８は、サイトを予測するステップと、その後、該予測した
サイトを検索（または探索）するステップ１２２４を含むこともできる。予測したサイト
が存在しないか応答しない場合には、予測ステップ１２１８に関連する予測設備は、予測
を改善して再度検索を行うことができる。このプロセスを、たとえば、予測されたサイト
が突き止められるまで、または、予め設定されたあるタイムアウト時間のためにプロセス
がタイムアウトするまで、何回か実行することができる。
【０３０６】
　いくつかの実施形態では、モバイル通信設備のアドレスバー１７４に入力された誤情報
から所望のサイトを予測するプロセスは、この誤情報に対するサイトが存在しないか、ま
たはこの誤情報に応答するサイトがないという指標を受け取った（１２１２）後、所望の
サイトを予測するステップ１２１８を含むことができる。この予測１２１８は、本明細書
に記載されている、訂正、一義化、または、他のそのような技術を含むことができる。た
とえば、予測は、モバイル通信設備に関連する情報（たとえば、モバイル加入者特性情報
）を使用して、誤情報の一義化または訂正を支援するステップを含むことができる。予測
がなされると、たとえば、予測をテストする（１２２４）ことができ（たとえば、関連す
るＵＲＬの検索を実行することができる）、予測結果を提案としてユーザーに提示する（
１２２２）ことができ、または、予測に関連するサイトに入って提示する（１２２０）こ
とができる。
【０３０７】
　図１３は、モバイル通信設備１０２に関連するアドレスバー１７４に入力された誤情報
に基づく検索プロセス１３００を示す。この検索プロセスでは、ユーザーは、モバイル通
信設備のアドレスバー１７４にテキストを入力する（１２０２）ことができる。テキスト
の入力後、ユーザーは、該テキストに関連するＵＲＬの検索を開始する（１２０４）こと
ができる。検索要求に続いて、モバイル通信設備は、関連するサイトを提示（または生成
）する（１２１４）ことができ、または、ＵＲＬが見つからないか利用できない場合には
エラーが提示（または生成）される（１２１２）ことができる。エラーが返されたときに
は、所望のサイト、または、入力されたテキストに関連する他の情報を検索するように設
計された設備を利用することができる。このサイト検索設備は、たとえば、モバイル通信
設備、無線プロバイダー、または、他の関連する設備内に存在することができる。
【０３０８】
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　エラー１２１２、または、所望のサイトが利用できないことを示す他の指標が生成され
ると、アドレスバー１７４に入力されたテキストを検索クエリーとして（たとえば、該テ
キストが、図１に関連して説明したように検索クエリー設備に入力されたのと類似のやり
方で）使用する（１３０２）ことができる。たとえば、テキストが曖昧（不明瞭）な場合
は、該テキストを一義化することができ、該テキストを訂正することができ（たとえば、
スペルをチェックして訂正することができる）、または、該クエリーに関連する提案、一
義化されたクエリー、もしくは、訂正されたクエリーをユーザーに対して生成（または提
示）することができる。検索クエリー、訂正された検索クエリー、または、一義化された
検索クエリーが決定されると、これらを用いて結果の検索を実行する（１３０４）ことが
できる。この検索は、結果を生成し、及び／または、提案もしくは他の関連する情報を生
成する（１３０８）ことができる。たとえば、本明細書において他の実施形態に関連して
（たとえば図１に関連して）開示されているように、検索結果または提案を、モバイル通
信設備１０２に関連する情報（たとえば、モバイル加入者特性情報）と協調（または連係
）させて生成することができる。いくつかの実施形態では、ユーザーが何を探しているか
をより良く予測するために、（たとえば、図１に関連して説明した）アルゴリズム設備１
４４をモバイル通信設備に関連する情報と関連させて用いることができる。
【０３０９】
　いくつかの実施形態では、モバイル通信設備のアドレスバー１７４に入力された誤情報
に関連する情報を検索するプロセスは、この誤情報に対するサイトが存在しないか、また
はこの誤情報に応答するサイトがないという指標を受け取った（１２１２）後、アドレス
バー１７４に入力されたテキストから検索クエリーを生成するステップ１３０２を含むこ
とができる。この検索クエリー（１３０２）は、本明細書に記載されている、訂正、一義
化、または、他のそのような技術を含むことができる。たとえば、検索クエリーの生成（
または展開）は、モバイル通信設備に関連する情報（たとえば、モバイル加入者特性情報
）を使用して、誤情報の一義化または訂正を支援するステップを含むことができる。検索
クエリーが作成されると、検索結果、及び／または、提案、または、推奨（または推薦）
、及び／または、アドレスバー１７４に入力されたテキストに関連する他の情報を、モバ
イル通信設備のユーザーに提示することができる。
【０３１０】
　図１４は、モバイル通信設備１０２に関連するアドレスバー１７４に入力された誤情報
に基づく処理された検索クエリーのプロセス１４００を示す。この検索プロセスでは、ユ
ーザーは、モバイル通信設備のアドレスバー１７４にテキストを入力する（１２０２）こ
とができる。テキストの入力後、ユーザーは、該テキストに関連するＵＲＬの検索を開始
する（１２０４）ことができる。検索要求に続いて、モバイル通信設備は、関連するサイ
トを提示（または生成）する（１２１４）ことができ、または、ＵＲＬが見つからないか
利用できない場合にはエラーが提示（または生成）される（１２１２）ことができる。エ
ラーが返されたときには、所望のサイト、または、入力されたテキストに関連する他の情
報を検索するように設計された設備を利用することができる。このサイト検索設備は、た
とえば、モバイル通信設備、無線プロバイダー、または、他の関連する設備内に存在する
ことができる。
【０３１１】
　アドレスバー１７４から入力されたテキストを、一義化設備、訂正設備、または、モバ
イル通信設備での検索により適した形態にテキストを変更するように構成された他の設備
によって処理する（１４０２）ことができる。次に、処理済みのクエリーを検索クエリー
として用いる（１４０４）ことができ、検索を実行することができる。結果、提案、及び
／または、処理済みのクエリーに関連する他の情報を生成して、モバイル通信設備１０２
に関連するディスプレイに表示することができる。
【０３１２】
　図１５は、モバイル通信設備１０２に関連するアドレスバー１７４に入力された誤情報
に基づくリダイレクションプロセス１５００を示す。このリダイレクションプロセスでは
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、ユーザーは、モバイル通信設備のアドレスバー１７４にテキストを入力する（１２０２
）ことができる。テキストの入力後、ユーザーは、該テキストに関連するＵＲＬの検索を
開始する（１２０４）ことができる。検索要求に続いて、モバイル通信設備は、関連する
サイトを提示（または生成）する（１２１４）ことができ、または、ＵＲＬが見つからな
いか利用できない場合にはエラーが提示（または生成）される（１２１２）ことができる
。エラーが返されたときには、所望のサイト、または、入力されたテキストに関連する他
の情報を検索するように設計された設備を利用することができる。このサイト検索設備は
、たとえば、モバイル通信設備、無線プロバイダー、または、他の関連する設備内に存在
することができる。
【０３１３】
　エラー、または、サイトが利用できないことを示す他の指標（１２１２）に続いて、リ
ダイレクトされたサイトを選択する（１５０２）ことができる。このリダイレクション（
１５０２）を、テーブル、アルゴリズム、または、元々利用できないサイトに関連する、
正しいサイトを示す情報に基づくものとすることができる。たとえば、利用できないサイ
トは、関連するサイトがあることを示す情報を生成することができる。たとえば、参照さ
れたＵＲＬを提供することができる。このリダイレクション情報が与えられると、モバイ
ル通信設備を新しいサイトにリダイレクト（たとえば接続する）ことができる。
【０３１４】
　いくつかの実施形態では、モバイル通信設備に関連する情報を用いて、ユーザーをリダ
イレクトされたサイトにリダイレクトすることができる。たとえば、ユーザーは、ＵＲＬ
のスペルを間違う場合があり、モバイル通信設備に関連する情報は、ユーザーが何を入力
するつもりであったかを示すことができる。たとえば、モバイル特性情報は、ユーザーが
、ミスタイプして入力したＵＲＬに非常によく似たＵＲＬのサイトを最近閲覧したことを
示す情報を含むことができ、この場合、その以前に訪れたサイトをユーザーに提示するこ
とができる。いくつかの実施形態では、入力されたＵＲＬが利用できないものであって、
代替物を提案するプロセスが使用されたことを示す指標をユーザーに提示することもでき
る。
【０３１５】
　いくつかの実施形態では、リダイレクション、検索、テキスト処理、結果の提示、提案
、または、モバイル通信設備のアドレスバーに入力された情報を管理する他の方法を、ア
ルゴリズム設備１４４によって支援することができる。アルゴリズム設備１４４は、ユー
ザーが最も関心がある情報が何かを決定するプロセスにおいて、モバイル通信設備１０２
に関連する情報を使用することができる。アルゴリズム設備を、たとえば、協調フィルタ
ーまたは個人用のものとすることができ、これらのフィルターは、ユーザーに目的とされ
た結果を配信するプロセスにおいて、モバイル特性データベースからの情報を使用するこ
とができる。
【０３１６】
　本発明の別の側面は、モバイル通信設備に入力された検索クエリー及びアドレスクエリ
ーに関連するエラーを処理することに関連する。いくつかの実施形態では、エラー処理を
、モバイル通信設備上のソフトウェアによって実施することができる。いくつかの実施形
態では、エラー処理を、モバイル通信設備から離れたところにある（たとえば、無線プロ
バイダー１０８に関連するサーバーにある、または、無線通信設備１０４に関連するサー
バーにある）ソフトウェアによって実施することができる。いくつかの実施形態では、エ
ラー処理を、部分的に、モバイル通信設備でのソフトウェア処理を用いて、及び、部分的
に、モバイル通信設備から離れたプラットフォームでのソフトウェア処理を用いて行うこ
とができる。
【０３１７】
　図１６は、エラー処理が、少なくとも部分的にモバイル通信設備１０２で実行されると
ころのエラー処理方法１６００を示す。この実施形態では、モバイル通信設備を用いて、
（たとえば、モバイル通信設備のアドレス検索バーに入力されたアドレスに関連する）ア
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ドレス検索要求をサーバー設備１６０２に伝えることができる。サーバーを、たとえば、
無線プロバイダーに関連付けられたサーバーとすることができる。そのような検出された
アドレスまたはＵＲＬが存在しない場合、または、検出されたアドレスが非アクティブで
あるか、エラーを生じている場合には、モバイル通信設備においてそのことを示すエラー
１６０４を生成することができる。このエラーを、図１２－図１５に関連して説明したエ
ラー１２１２と同様（または類似）のエラーとすることができる。
【０３１８】
　エラー１６０４またはこれに類するものが生成されると、モバイル通信設備１０２のソ
フトウェアプラットフォームは、種々のやり方（たとえば、図１２－図１５に関連するエ
ラー処理）でこのエラーに応答することができる。たとえば、図１２－図１５に関連して
指摘したように、モバイル通信設備１０２のソフトウェアは、所望のサイトを予測する（
１２１８）ことができ、検索クエリーとしてテキストを使用する（１３０２）ことができ
、さらに、入力されたテキストを処理する（１４０２）ことができ、モバイル通信設備を
別のウェブサイトにリダイレクトする（１５０２）こと、あるいは、エラー１６０４に応
答して処理を実行することができる。エラー処理に続いて、モバイル通信設備は、情報に
対する追加の要求１６０８を生成して伝えることができる。これは、図１２－図１５に関
連して説明した情報に対する要求に類似したものとすることができる。たとえば、（図１
２に関連して説明したように）新たに予測されたウェブサイトに入るための要求を行うこ
とができる。この新たに予測されたウェブサイトに入るための要求に続いて、エラーまた
はこれに類するものを生成することができ、この処理を再度実行する（１２２４）ことが
できる。最終的には、モバイル通信設備１０２は予測されたサイトの指標（予測されたウ
ェブサイトを示すもの）を受け取ることができ、または、その予測されたサイトは提示さ
れることができる。別の例として、新しい要求１６０８を、図１３及び図１４に関連して
説明したように、検索クエリーとして、または、検索エンジンに送られることが意図され
た処理済みのクエリー（たとえば、一義化されたクエリー）として形成することができる
。さらに他の例として、新しい要求１６０８を、図１５に関連して説明したリダイレクト
された要求とすることができる。ユーザーは、意図的に、検索クエリーをロケーションボ
ックス（location box）に配置するつもりである場合があることに留意すべきである。
【０３１９】
　図１７は、エラー処理が、少なくとも部分的に、モバイル通信設備１０２から離れたと
ころで実行されるところのエラー処理プロセス１７００を示す。この実施形態では、モバ
イル通信設備を用いて、（たとえば、モバイル通信設備のアドレス検索バーに入力された
アドレスに関連する）アドレス検索要求１７０２を、無線プロバイダー１０８に関連する
サーバー設備に伝えることができる。サーバーを、たとえば、無線プロバイダーの制御下
にあるサーバーとすることができ、または、サーバーを別様に関連付けることができる。
そのような検出されたアドレスまたはＵＲＬが存在しない場合、または、検出されたアド
レスが非アクティブであるか、エラーを生じている場合には、無線プロバイダー１０８に
関連するサーバーにおいてそのことを示すエラー１７０４を生成することができる。この
エラーを、図１２－図１５に関連して説明したエラー１２１２と同様（または類似）のエ
ラーとすることができる。
【０３２０】
　エラー１７０４またはこれに類するものが生成されると、無線プロバイダー１０８に関
連するサーバーのソフトウェアプラットフォームは、種々のやり方（たとえば、図１２－
図１５に関連するエラー処理）でこのエラーに応答することができる。たとえば、図１２
－図１５に関連して指摘したように、サーバーのソフトウェアは、所望のサイトを予測す
る（１２１８）ことができ、検索クエリーとしてテキストを使用する（１３０２）ことが
でき、さらに、入力されたテキストを処理する（１４０２）ことができ、モバイル通信設
備を別のウェブサイトにリダイレクトする（１５０２）こと、あるいは、エラー１７０４
に応答して処理を実行することができる。エラー処理に続いて、サーバーは、情報に対す
る追加の要求１７０８を生成して伝えることができる。これは、図１２－図１５に関連し
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て説明した情報に対する要求に類似したものとすることができる。たとえば、（図１２に
関連して説明したように）新たに予測されたウェブサイトに入るための要求を行うことが
できる。この新たに予測されたウェブサイトに入るための要求に続いて、エラーまたはこ
れに類するものを生成することができ、この処理を再度実行する（１２２４）ことができ
る。最終的には、モバイル通信設備１０２は予測されたサイトの指標（予測されたウェブ
サイトを示すもの）を受け取ることができ、または、その予測されたサイトは提示される
ことができる。別の例として、新しい要求１７０８を、図１３及び図１４に関連して説明
したように、検索クエリーとして、または、検索エンジンに送られることが意図された処
理済みのクエリー（たとえば、一義化されたクエリー）として形成することができる。さ
らに他の例として、新しい要求１７０８を、図１５に関連して説明したリダイレクトされ
た要求とすることができる。
【０３２１】
　本発明の１つの側面はスポンサー提供のリンク（スポンサー付きのリンクのこと。以下
、スポンサー提供リンクという）を提供することに関連する。いくつかの実施形態では、
スポンサーに、該スポンサーがスポンサー情報（たとえば、入札情報、落札した場合に提
示されるコンテンツ、連絡先情報、デバイス（装置）互換情報、スポンサーが対象として
いるプロフィール、スポンサーが対象としている場所など）を入力できるようにするイン
ターフェースを提供することができる。たとえば、（たとえば、図１及び図２に関連して
説明した）スポンサーシップ設備１６２をスポンサーシップ入力設備に適合させることが
できる。スポンサーシップ設備１６２は、モバイル通信設備にスポンサー提供リンクを提
供することに関連する他の機能もまた実行することができる。たとえば、スポンサーシッ
プ設備１６２は、入札プロセスを容易にすることができ、及び／または、スポンサー提供
コンテンツをモバイル通信設備に提供（または提示）することができる。いくつかの実施
形態では、モバイル通信設備に関連する情報（たとえば、モバイル加入者特性情報）をス
ポンサー提供リンクプロセスで使用することができる。
【０３２２】
　図１８は、モバイル通信設備１０２が無線プロバイダー１０８と通信するところのスポ
ンサー提供コンテンツ設備１８００を示す。モバイル検索ホスト設備１１４の一部とする
ことができるスポンサーシップ設備１６２は、スポンサー入力設備１８０４を備えること
ができ、該設備１８０４で、スポンサーは、スポンサー提供コンテンツ、入札、検索条件
などに関連する情報を入力するプロセスを開始することができる。スポンサーシップ設備
１６２は、いくつかのスポンサー間での入札プロセスを処理するための入札設備１８１２
、スポンサー提供コンテンツに関連する支払いトランザクション（支払い取引）を処理す
るための支払いシステム１８１０、スポンサー提供コンテンツを管理及び／または提供す
るように構成されたスポンサー提供リンク／コンテンツ設備１８０８を備えることができ
る。スポンサーを、スポンサー提供コンテンツデータベース１２８及びスポンサーの支払
いシステム１８０２にアクセスするように構成されたサーバー（１３４）アプリケーショ
ンに関連付けることができる。
【０３２３】
　いくつかの実施形態では、スポンサーは、スポンサー入力設備１８０４を通じてモバイ
ル通信設備１０２にあるスポンサー提供コンテンツを提供するために、入札プロセスに入
ることができる。スポンサーは、（あるキーワードマッチ（またはキーワード一致）に対
する最高入札価格などの）入札情報、コンテンツ情報、互換性情報などを提供することが
できる。スポンサーが、スポンサー入力設備１８０４を介してスポンサープロセスに入る
と、入札価格と引き換えに、モバイル通信設備にスポンサー提供コンテンツを表示する権
利を得ることが可能になる。ユーザーは、モバイル通信設備１０２において検索クエリー
を入力することができ、該クエリーは入札設備１８１２に送られることができ、該設備１
８１２で、入札プロセスが行われて、どのスポンサー提供コンテンツがモバイル通信設備
１０２に提供されることになるかを決定することができる。入札プロセスの結果、エント
リープロセス中に独自に示した入札者情報において識別されるあるスポンサー提供コンテ
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ンツ１２８の落札が決定される。たとえば、スポンサーは、落札したときには、リンクま
たは他のコンテンツ１８０８をモバイル通信設備に提供（または提示）すべきことを表明
していたかもしれない。
【０３２４】
　スポンサーは、モバイル通信設備１０２に購入可能なコンテンツを提供することができ
、ユーザーは、モバイル通信設備１０２を介してそのコンテンツを購入して、無線プロバ
イダー１０８を介してそのコンテンツに対する支払いを行うことができる。たとえば、コ
ンテンツを、ダウンロード可能な着信音、音楽ファイル、ビデオファイル、壁紙などとす
ることができる。スポンサーは、無線プロバイダーの課金設備１８１０を介してそのよう
なコンテンツに対する課金をすることを選択することができる。これは、便利、及び／ま
たは、安全、及び／または信頼性の高いユーザートランザクション（ユーザー取引）を提
供することができる。ユーザーは、自身の無線プロバイダーが既知のソースから提供され
るものよりも多くの外観を提供できるので、該無線プロバイダーを介してコンテンツを快
適に購入することができる。これは、ユーザーの観点からの「ウォールドガーデン」につ
いての印象よりも多くのものを生成することができ、一方、ユーザーが、オープンウェブ
（または公開ウェブ）上でそのようなコンテンツを検索及び／または受け取ることができ
るようにする。スポンサーが、無線プロバイダー支払い設備１８１０を通じてコンテンツ
の支払いを許容している場合には、無線プロバイダー１０８は、課金サービス（料金請求
業務）の見返りとしてユーザーの支払いの一部（または、何か他の代償）を受け取ること
ができる。
【０３２５】
　いくつかの実施形態では、スポンサー支払い設備１８０２を用いて、落札された、及び
／または、モバイル通信設備１０２に提示されたスポンサー提供リンクに対する支払いを
行うことができる。たとえば、スポンサー提供コンテンツが落札され、及び／または、モ
バイル通信設備１０２に提示されると、課金設備１８１２は、スポンサー支払い設備１８
０２からの入札価格の支払いを要求することができる。この場合、スポンサー支払い設備
１８０２は、たとえば、無線プロバイダー支払い設備１８１０に対する支払いを処理する
ことができる。
【０３２６】
　図１９は、スポンサーがスポンサー入力設備１８０４と相互作用（対話）するときにス
ポンサーに提供することができるスポンサー入力設備ユーザーインターフェース１９００
を示す。ユーザーインターフェース１９００は条件入力設備１９０２を備えることができ
、該設備１９０２で、スポンサーは、スポンサー提供コンテンツを配置するための入札に
とって重要な条件を入力することができる。たとえば、条件入力設備１９０２に入力され
た基準（または条件）を、キーワード、語句、用語、専門用語（lingo）、ｓｍｓコード
、ユーザープロフィール、モバイル通信設備のディスプレイのタイプ（型）、モバイル通
信設備のタイプ、電話機のタイプ、モバイル通信設備、モバイル通信設備のプロセッサの
タイプまたはプロセッサの能力、モバイル通信設備のオペレーティングシステム、モバイ
ル通信設備のサードパーティのソフトウェア、モバイル通信設備のプラットフォーム特性
、モバイル通信設備のオーディオシステム、場所、ユーザーの性別、ユーザーの購入履歴
、ユーザーの年齢、好み、クリック履歴、通話（呼び出し）履歴、時刻、日付、モバイル
通信設備の市外局番（エリアコード）、ユーザーの自宅住所、職場の住所、自宅がある地
域、職場がある地域、モバイル加入者特性などに関連付けることができる。
【０３２７】
　ユーザーインターフェース１９００は、また、入札エントリー設備１９０４を含むこと
ができる。入札エントリー設備は、スポンサーに、入札価格及び対応する入札条件を入力
する能力を提供することができる。たとえば、最高入札価格を、キーワード関連性マッチ
ング（キーワード関連性一致）などの条件に関連付けることができる。いくつかの実施形
態では、最高入札価格を、単純な一致条件（たとえば、キーワードの一致など）、または
、より複雑な文字列、または、重み付けされた用語の列、イベント（事象）、または、特
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性に関連付けることができる。たとえば、スポンサーは、あるキーワード一致（キーワー
ドマッチング）に対して０．１０ドルの最高入札価格を提供することができる一方で、キ
ーワードと場所の組み合わせに対して０．１５ドルの入札価格、または、キーワードと場
所と電話機のタイプとの組み合わせに対して０．２０ドルの入札価格を提供することがで
きる。別の例として、スポンサーは、検索が暗黙的検索の場合に、場所と時刻に関連する
入札に対して０．１５ドルの入札価格を提供することができる。入札価格に関連する入札
条件のいくつかの例を提示したが、条件マッチングを、重み付け関数マッチング、アルゴ
リズムベースのマッチング、または、他の任意のタイプのルール（規則）に基づくアルゴ
リズム、発見的手法、または、他のマッチング（但し、これらに限定されない）を含む任
意のタイプのマッチングとすることができることが理解されるべきである。
【０３２８】
　いくつかの実施形態では、自身のコンテンツをモバイル通信設備に提供することを望ん
でいるスポンサーに、広告、販促用の通知、提供品（または特売品）など（但し、これら
に限定されない）を含む、スポンサーコンテンツを生成するための複数のメニューフォー
マットを提示することができる。たとえば、メニューシステムは、スポンサーにエントリ
ーメニューを提供することができ、このメニュー内で、スポンサーは、ＵＲＬ、所在地住
所、電話番号、または、他の連絡先情報を含む、スポンサーコンテンツのタイトル（また
は表題）を生成することができる。他の説明文を行単位、段落単位、及び／またはページ
単位で入力することが可能である。
【０３２９】
　いくつかの実施形態では、自身のコンテンツをモバイル通信設備に提供することを望ん
でいるスポンサーに、該スポンサーがスポンサーコンテンツを提示したいと思っているモ
バイル通信設備のタイプを選択するための複数のメニューフォーマットを提示することが
できる。たとえば、スポンサーは、スポンサーのコンテンツを最適に提示するための技術
要件のために、該スポンサーのコンテンツの提示に最も適合したモバイル通信設備のサブ
セットを選択することを望む場合がある。スポンサーは、該スポンサーがターゲット（対
象）にしたいと思っている他のユーザー特性に関連するモバイル通信設備のモデル（たと
えば、大学生の間でよく使用されていることが知られている携帯電話のモデル（または機
種））にのみ提示することを選択することができる。
【０３３０】
　いくつかの実施形態では、自身のコンテンツをモバイル通信設備に提供することを望ん
でいるスポンサーに、該スポンサーがスポンサーコンテンツを提示したいと思っているモ
バイル通信設備のプラットフォーム及び／またはソフトウェアのタイプを選択するための
複数のメニューフォーマットを提示することができる。たとえば、スポンサーは、Java（
商標）対応のデバイス（装置）を必要とするコンテンツを持っている場合がある。したが
って、スポンサーにとっては、Java対応のモバイル通信設備にのみスポンサーのコンテン
ツを提示することを選択することが望ましい場合がある。
【０３３１】
　いくつかの実施形態では、自身のコンテンツをモバイル通信設備に提供することを望ん
でいるスポンサーに、キーワード及び／またはキーフレーズを選択してスポンサーの情報
に関連付けるための複数のメニューフォーマットを提示することができる。それらのメニ
ューは、スポンサーが入札価格を入力することができる個々の単語、単語のリスト、及び
／または語句を提示することができる。入札価格を、特定の価格、ある価格範囲、または
、スポンサーが、該スポンサーのコンテンツをその言葉（言語）に関連付けるために支払
う用意がある最高価格とすることができる。
【０３３２】
　いくつかの実施形態では、自身のコンテンツをモバイル通信設備に提供することを望ん
でいるスポンサーに、スポンサーによって入力された、及び／または、選択されたキーワ
ードに基づいてキーワード提案を提示することができる。たとえば、シソーラスを利用し
て、スポンサーが入札の際に興味があることを表明したキーワードに関連する追加のキー
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ワードをスポンサーに自動的に提示することができる。
【０３３３】
　いくつかの実施形態では、自身のコンテンツをモバイル通信設備に提供することを望ん
でいるスポンサーに、地理的変数を選択してスポンサーの情報に関連付けるための複数の
メニューフォーマットを提示することができる。これらのメニューは、ユーザーによって
入力された、及び／または、ロケーション設備から得られたＧＰＳ情報に基づく、個々の
市外局番、都市名、州名、国名、場所（位置）を提示することができる。地理的情報を、
他のモバイル加入者特性に関連して提示することもできる。たとえば、ホテル業（または
旅館業）をしているスポンサーは、ユーザーが現在住んでいる町及び／または通常の勤務
地域の外にいる該ユーザーに対してのみスポンサーのコンテンツを提供することに関心が
ある場合がある。
【０３３４】
　いくつかの実施形態では、自身のコンテンツをモバイル通信設備に提供することを望ん
でいるスポンサーに、人口統計学的変数を選択してスポンサーの情報に関連付けるための
複数のメニューフォーマットを提示することができる。これらのメニューは、モバイル加
入者特性データベースに含まれる、年齢、性別、人種、住所、収入、請求（または課金）
履歴、購入履歴などの個々の人口統計学的変数を提示することができる。
【０３３５】
　いくつかの実施形態では、スポンサーのコンテンツを、該スポンサーの入札価格に基づ
いてランク（階級）が下がっていく順番で、モバイル通信設備に表示することができる。
【０３３６】
　いくつかの実施形態では、スポンサーのコンテンツを、スポンサーから得られた共有収
入の額に基づいて、ランク（階級）が下がっていく順番で、モバイル通信設備に表示する
ことができる。
【０３３７】
　いくつかの実施形態では、スポンサーのコンテンツを、条件として時間を用いることに
少なくとも部分的に基づいて、モバイル通信設備１０２に表示及び／または配列すること
ができる。
【０３３８】
　いくつかの実施形態では、スポンサーのコンテンツを、ユーザー、デバイス（装置）タ
イプ、地理、トランザクション、及び／または、履歴などのモバイル加入者特性に少なく
とも部分的に基づいて、モバイル通信設備１０２に表示及び／または配列することができ
る。
【０３３９】
　いくつかの実施形態では、スポンサーのコンテンツを、スポンサー提供コンテンツの関
連性に少なくとも部分的に基づいて、モバイル通信設備１０２に表示及び／または配列す
ることができる。たとえば、関連性を、クエリー入力設備１２０においてユーザーによっ
て入力されたスポンサーのコンテンツ及びキーワードに含まれている情報に基づくものと
することができる。関連性を、スポンサーのコンテンツ、並びに、ユーザー、デバイス（
装置）タイプ、地理、トランザクション、及び／または履歴などのモバイル加入者特性に
基づくものとすることができる。
【０３４０】
　いくつかの実施形態では、スポンサーのコンテンツを、モバイル加入者特性のグループ
分け（またはグループ）または集合に少なくとも部分的に基づいて、モバイル通信設備１
０２に表示及び／または配列することができる。たとえば、スポンサーのコンテンツを、
ユーザーの年齢範囲（たとえば、２０歳～３０歳）に基づいて表示することができる。
【０３４１】
　いくつかの実施形態では、スポンサー課金プロセスの結果として支払い可能な金額を、
無線プロバイダーの課金システム内で処理することができる。たとえば、スポンサーが無
線プロバイダーの課金システムに入ると、任意の提供されたスポンサー提供コンテンツに
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対する支払いが行われるように、該スポンサーは無線プロバイダーと契約することができ
る。この支払いを、たとえば、スポンサーから無線プロバイダーに直接なされるようにす
ることができる。いくつかの実施形態では、モバイル通信設備のユーザーは、スポンサー
提供コンテンツと相互作用して（たとえば、スポンサー提供リンクをクリックする）、ス
ポンサー提供コンテンツ内でトランザクション（取引）をすることができる（たとえば、
ユーザーは、音楽ダウンロード、着信音、壁紙などを購入することができる）。かかる実
施形態では、購入されたコンテンツの購入価格は、スポンサーから請求されるのではなく
、ユーザーの無線プロバイダーの請求書に記載されうる。
【０３４２】
　いくつかの実施形態では、スポンサーのウェブサイトを評価して、キーワード及び／ま
たはキーフレーズの出現頻度を判定することができる。キーワード及び／またはキーフレ
ーズの頻度がわかると、キーワードとスポンサーのウェブサイトのコンテンツとの関連性
を示すサイト関連性スコアを得ることができる。次に、この関連性スコアを用いて、スポ
ンサーの課金処理を支援し、スポンサーが、該スポンサーのコンテンツに対して最も大き
な関連性を有するキーワード及び／またはキーフレーズに該スポンサーの資金を集中する
ことを容易にすることができる。
【０３４３】
　いくつかの実施形態では、モバイル通信設備のユーザーの挙動を自動的に収集すること
ができ、入札システムにおける入札価格を、ユーザーの挙動を反映するように調整するこ
とができる。たとえば、ユーザの通話（または電話呼出）、クリック、クリックスルー、
購入、及び収率最適化を自動化して、キーワードに関連する最低入札価格または最高入札
価格を変更するために使用することができる。
【０３４４】
　いくつかの実施形態では、編集検査プロセスを用いて、該スポンサーによる、スポンサ
ーのコンテンツを関連付けるための条件（または基準）の選択の適切さ（妥当性）を評価
することができる。たとえば、スポンサーが、子供の関心事に一般に関連付けられるキー
ワードにアダルトコンテンツ（成人向けコンテンツ）を関連付けることは不適切である。
編集プロセスは、このような不釣り合いを突き止めて修正（または除去）することを支援
することができる。
【０３４５】
　いくつかの実施形態では、自動化スパイダツールを用いて、スポンサーのコンテンツの
変更を定期的にモニタして、スポンサーリンクの信頼性を判定することができる。たとえ
ば、入札プロセスを介してキーワードに以前関連付けられたスポンサーのコンテンツがも
はや信頼できない（すなわち、そのコンテンツは、そのリンクがユーザーを導く場所には
もはや配置されていない）ほどまでに、該スポンサーによってウェブサイトが更新される
場合がある。これが起こると、システムは、スポンサーコンテンツリンクの信頼性が十分
でないことを示す警告をスポンサーに送ることができる。それらのリンクは、システムの
全体的な信頼性を高めるように機能することができる。
【０３４６】
　図２０に示すように、モバイル通信設備１０２のクエリー設備からのウェブページ要求
の受信、モバイル通信設備１０２に関連する情報の受信、及び、モバイル通信設備１０２
に関連する情報に少なくとも部分的に基づく少なくとも１つの広告２００２ａのウェブペ
ージへの関連付け、に少なくとも部分的に基づいて、広告２００４をモバイル通信設備１
０２に提供（または提示）することができる。たとえば、モバイル通信設備１０２のユー
ザーは、音楽家の名前をつづった明示的なテキストクエリーからなる検索クエリーを開始
する（または発する）ことができる。ユーザーのモバイル通信設備１０２に提示される可
能性のある検索結果は、広告２００２ａ、２００２ｂ、音楽家のＣＤ用のウェブサイト、
該音楽家の演奏ビデオなどを含むことができる。代替的には、モバイル通信設備のユーザ
ーは、音楽家専用の特定のウェブサイトを要求するアドレス要求（たとえば、インターネ
ットのＵＲＬ）を入力することができる。このアドレス要求を、該音楽家のＣＤ、該音楽
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家の演奏ビデオなどに関連する広告及び他のウェブサイトに関連付けることができる。ど
の広告／ウェブページ２００８の結果を、ユーザーのモバイル通信設備１０２に成功裏に
提供できるかを決定するために、モバイル通信設備１０２に関する情報（たとえば、該モ
バイル通信設備のビデオストリーミング能力）を使用することができる。次に、この情報
を使用して、ウェブページと広告２００４（これらの各々を、ユーザーのモバイル通信設
備１０２のディスプレイに表示することができる）を対（または組）にすることができる
。
【０３４７】
　いくつかの実施形態では、暗黙的クエリーを、モバイル通信設備１０２のユーザーから
受け取り、広告２００４との関連性を得るために該暗黙的クエリーを少なくとも部分的に
用いることができる。たとえば、モバイル加入者特性１１２、キャリアビジネスルール１
３０、モバイル通信設備１０２の情報は、時間（または時刻）、位置（または場所）、ま
たは、類似の状況と連係（または結語）して、ユーザーに、関連する広告－ウェブページ
２００８の推奨される対（組み合わせ）を提案することができる。推奨された広告２００
２を、広告２００２の結果を表示する前、表示している最中、または、表示した後に、提
示されたウェブページと対にすることができる。コンテンツ要求を、モバイル加入者特性
１１２に少なくとも部分的に基づく暗黙的クエリー要求によって行うことができる。たと
えば、ユーザーのモバイル加入者特性１１２はユーザーの生年月日を含むことができる。
したがって、ユーザーの誕生日祝いやユーザーの誕生日における顧客用値引きなどに関連
した広告２００４を選択するために、暗黙的クエリーをユーザーの誕生日に生成すること
ができる。コンテンツ要求を、ユーザーのモバイル通信設備１０２の特性に少なくとも部
分的に基づく暗黙的クエリー要求によって行うことができる。たとえば、モバイル通信設
備１０２のタイプが人口統計学的データ（たとえば年齢）に関連付けられている場合は、
暗黙的クエリーを、モバイル通信設備１０２のタイプのユーザーに関連性を有する可能性
がある広告２００４を選択するために開始する（または発する）ことができる。
【０３４８】
　いくつかの実施形態では、ユーザーの前の検索アクティビティ（検索活動）及び検索結
果を用いて、ユーザーのための暗黙的クエリー要求を生成することもできる。前の検索ア
クティビティは、トランザクション（取引など）、検索クエリー、ウェブサイトへの訪問
、及び、モバイル通信設備１０２においてユーザーによって開始された他の行為（または
活動）を含むことができる。モバイル通信設備１０２の地理的位置（または地理的場所）
は、ユーザーの現在の場所に地理的に近いところにある製品及びサービス（但し、これら
に限定されない）を含む暗黙的クエリーの生成を促進することができる。暗黙的クエリー
を生成するために、現在時刻を、他の情報と独立に、または、他の情報と共に用いること
ができる。たとえば、今が真昼であるという独立した事実は、ランチを提供するレストラ
ンに対する暗黙的クエリーを開始することができる。このレストランの例と同様に、意義
のある推奨を生成するための類似のプロセスを、運送、食物、劇場、スポーツ、エンター
テイメント（娯楽）、映画、法人、仕事、銀行、郵便局、郵便施設、ガス、方向、複数の
場所、場所、ナビゲーション（または航行）、タクシー、バス、列車、車、空港、ベビー
シッター、サービス提供者、商品提供者、ドラッグストア、ドライブスルー、バー、クラ
ブ、映画の時間、エンターテイメント（娯楽）の時間、ニュース、局所的な情報を含む、
他のサービス及び製品に適用することができる。
【０３４９】
　いくつかの実施形態では、広告２００２を、モバイル加入者特性１１２に関連する情報
に少なくとも部分的に基づいて、モバイル通信設備１０２に提供することができる。この
情報は、年齢、性別、人種、宗教、市外局番、郵便番号、自宅住所、勤務先住所、請求先
住所、信用情報、家族情報、所得範囲、生年月日の範囲、出生地、雇用者、職種（または
肩書き）、就労期間、所属組織、または、本明細書に記載されている他のそのような情報
などの、モバイル加入者特性データベース１１２に含まれているユーザー個人の人口統計
学的変数を含むことができる。モバイル加入者特性１１２をパーソナルフィルターに関連
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付けることができる。モバイル加入者特性を、協調フィルターと共に用いることができる
。モバイル加入者特性１１２は、ユーザー特性の集合を含むことができ、または、ある値
の範囲を含むことができる。ユーザー特性の該値の範囲を、ユーザーの人口統計学的デー
タの範囲とすることができる。ユーザー特性の該値の範囲を、挙動の範囲、または、年齢
の範囲とすることができる。
【０３５０】
　いくつかの実施形態では、モバイル加入者特性１１２は、広告２００２の検索結果を、
あるモバイル加入者特性１１２または複数の特性のプロフィールに関連するものに限定す
るパラメータを生成することができる。したがって、広告２００２結果の（１つ以上の）
集合の表示において、モバイル加入者特性１１２の存在または不存在に基づいて、情報を
省くこと、情報に優先順位を付ける（たとえば、スポンサーリンクを他の全てものに優先
して表示する）こと、検索結果の集合のサブセット（副集合）を強調すること、または、
情報の表示順を並べ替える（または決定する）ことができる。モバイル加入者特性データ
ベース１１２内に格納することができる代表的な要素の例には、ユーザーに関連する場所
、個人情報、ウェブインタラクション（ウェブとの相互作用）、電子メールインタラクシ
ョン（または電子メールによる相互作用）、メッセージングインタラクション（またはメ
ッセージによる相互作用）、課金（または請求）履歴、支払い履歴、典型的な請求料金、
時刻、オンラインインタラクション（オンライン相互作用）の継続時間、オンラインイン
タラクションの回数、家族状態、職業、トランザクション（取引など）、以前に入力され
た検索クエリー、場所（または位置）の履歴、電話番号、デバイス（または装置）の識別
子、以前にダウンロードしたコンテンツのタイプ、以前に閲覧したコンテンツ、及び、訪
問したサイトが含まれる。
【０３５１】
　いくつかの実施形態では、少なくとも１つの広告２００４を、モバイル加入者特性１１
２とモバイル通信設備１０２の特性との組み合わせに関連する情報に少なくとも部分的に
基づいて、少なくとも１つのウェブページに関連付けることができる。この情報は、ユー
ザーが所与の時刻及び場所において探しうるものに関する指標を提供することができる。
たとえば、ユーザーは、輸送、食べ物、劇場、スポーツ、エンターテイメント（娯楽）、
映画、法人（会社など）、仕事、銀行、郵便局、郵便施設、ガス、方向、複数の場所、場
所、ナビゲーション（または航行）、タクシー、バス、列車、車、空港、ベビーシッター
、サービス提供者、商品提供者、ドラッグストア、ドライブスルー、バー、クラブ、映画
の時間、エンターテイメント（娯楽）の時間、ニュース、及び局所的な情報を探すことが
できる。
【０３５２】
　いくつかの実施形態では、広告２００４を、モバイル通信設備１０２に関連する情報に
少なくとも部分的に基づいて、モバイル通信設備１０２に提供（または提示）することが
できる。この情報は、広告２００２の検索結果を、所与のタイプのモバイル通信設備１０
２への提示に適合した（または互換性のある）、または、該提示に関連する、または、該
提示に好適なものに限定するパラメータを生成することができる。したがって、広告２０
０２結果の（１つ以上の）集合の表示において、モバイル通信設備１０２の存在もしくは
不存在、または、モバイル通信設備１０２の特性に基づいて、情報を省くこと、情報に優
先順位を付ける（たとえば、スポンサーリンクを他の全てものに優先して表示する）こと
、検索結果の集合のサブセット（副集合）を強調すること、または、情報の表示順を並べ
替える（または決定する）ことができる。モバイル加入者特性データベース１１２内に格
納することができる代表的な要素の例には、検索履歴、ペアレンタルコントロール、キャ
リアビジネスルール１３０、表示解像度、処理速度、オーディオ能力、映像能力、及び他
の技術的特性が含まれる。たとえば、広告２００４を、最適に提示するためのコンテンツ
に対する技術的要件のゆえに、コンテンツ２００４のコンテンツの提示に最も適したモバ
イル通信設備１０２のモデルのサブセットにだけ関連付けることができる。たとえば、広
告２００４は、Java対応デバイス（装置）を必要とするコンテンツを有する場合がある。
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したがって、その広告２００４については、そのコンテンツを、Java対応のモバイル通信
設備にのみ提示するのが望ましい場合がある。
【０３５３】
　いくつかの実施形態では、広告及びウェブページコンテンツとモバイル通信設備１０２
のタイプとの適合性を、かかるコンテンツとの複数のモバイル通信設備１０２のインタラ
クション（相互作用）を追跡することによって少なくとも部分的に決定することができる
（または該追跡に少なくとも部分的に基づいて決定することができる）。該広告及びウェ
ブインタラクションに関連する情報をデータベースに格納することができ、この場合、該
情報の一部は、複数のモバイル通信設備から少なくとも１つのモバイル通信設備１０２を
識別する識別子を含み、該情報は、どれだけ多くのコンテンツインタラクション（コンテ
ンツ相互作用）があったかに部分的に基づいて、モバイル通信設備１０２と該コンテンツ
との適合性を予測する。モバイル通信設備１０２とコンテンツとの適合性の予測を、ユー
ザーの過去においてどれだけ多くのインタラクション（相互作用）があったかに部分的に
基づくものとすることができる。コンテンツを、ダウンロードしたもの、プログラム、フ
ァイル、実行可能なファイル、ZIP形式の（圧縮）ファイル、圧縮されたファイル、オー
ディオ、ビデオとすることができる。広告またはウェブインタラクションを、ハイパーリ
ンクのクリック、ダウンロードしたコンテンツの指示（またはダウンロードするコンテン
ツの指示）、及び／または、ダウンロードしたプログラムの指示（またはダウンロードす
るプログラムの指示）とすることができる。
【０３５４】
　いくつかの実施形態では、広告コンテンツを、ウェブページコンテンツ、及び、少なく
とも１つのモバイル加入者特性１１２、及び／または、少なくとも１つのモバイル通信設
備１０２の特性に関連付けることができる。
【０３５５】
　いくつかの実施形態では、広告２００４を、モバイル通信プロバイダー関連する情報に
少なくとも部分的に基づいて少なくとも１つのウェブページに関連付けることができる。
モバイル通信プロバイダーに関連する情報は、グラフィカル（図的）なトレードマーク（
商標）、可聴信号、モバイル通信プロバイダーの標語トレードマーク（slogan trademark
）を読んでいる人の声を録音したもの、モバイル通信プロバイダーに関連する独特な音声
トーンまたはトーンの組み合わせ、または、オーディオ－ビジュアルなコマーシャルなど
のビデオストリーム（但し、これらに限定されない）を含むことができる。
【０３５６】
　いくつかの実施形態では、モバイル通信設備に関する過去の動作または他の情報を、リ
モートのサーバー１３４及びデータベース１３８、無線プロバイダーデータ設備１２４、
モバイル通信設備、または、他の類似の設備において、格納し、集積して、分析すること
ができる。過去の動作は、過去のコンテンツインタラクション、ダウンロードされたコン
テンツ、オーディオコンテンツストリーミング、ビデオコンテンツストリーミング、Java
クッキーに含まれているコンテンツ、モバイル通信設備に格納された一時的なインターネ
ットファイルに含まれているコンテンツ、過去のトランザクション情報など（但し、これ
らには限定されない）を含むことができる。
【０３５７】
　いくつかの実施形態では、アルゴリズム設備１４４は、モバイル通信設備の過去の動作
に関する情報、または、モバイル通信設備に関連する他の情報を関連付けるためのアルゴ
リズムを含むアルゴリズムを実行することができる。たとえば、アルゴリズム設備は、単
一のモバイル通信設備１０２内、または、モバイル通信設備のグループ内の所与の過去の
動作（たとえば、ＭＰ３ファイルのダウンロード）の累積度数を判定するためのアルゴリ
ズムを含むことができる。コンテンツをイエローページのような分類に分類することがで
き、この分類を、モバイル通信設備１０２またはモバイル通信設備のグループの過去の動
作にマッピングすることができる。この分類を、次に、モバイル通信設備またはモバイル
通信設備のグループに関連する累積ランクの（累積階級）の降順にしたがって並べること
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ができる。たとえば、かかるアルゴリズムをユーザーのモバイル通信設備の過去の動作に
適用すると、ＭＰ３：９２、着信音：４３、オンライン楽器サイト：１６、新聞サイト２
、ビジネス週刊誌：１（たとえば、各番号は、累積した個別のコンテンツインタラクショ
ンを表している）といった（またはこれに類似の）コンテンツ分類累積度数ランクが生成
される。このデータの配列に基づいて、コンテンツの関連性を推測することができ、その
結果、音楽（聞いたり演奏したりすること）に関するコンテンツに、ニュースに関するコ
ンテンツよりも高い優先順位を与えることができる。
【０３５８】
　いくつかの実施形態では、あるアルゴリズムを、単一のモバイル通信設備１０２または
モバイル通信設備のグループ内の過去の動作に相互に関連付けることができる。たとえば
、アルゴリズムは、相関係数を計算して、モバイル通信設備１０２を用いたＭＰ３ファイ
ルのダウンロードという過去の動作とコンサートチケットのオンライン購入という過去の
動作の間の関連付けを記述することができる。この係数は、モバイル通信設備１０２に提
示するためのコンテンツの並べ替え（または配列）の基礎を形成することができる。たと
えば、単一のモバイル通信設備、またはかかる設備のグループの過去の動作において、Ｍ
Ｐ３ファイルのダウンロードは、コンサートチケットのオンライン購入に、０．２３の係
数でもって正の相関で相互に関連付けられているが、ＭＰ３ファイルのダウンロードは、
不動産リストのダウンロードとはわずか０．０４の係数でもって正の相関で相互に関連付
けられていることが見い出される場合がある。この情報を用いて、ＭＰ３のダウンロード
という動作を過去に行った人には、コンサートチケットの購入に関連するコンテンツが、
不動産リストに関連するどのコンテンツよりも頻繁にかつ優先して提示されるようにコン
テンツの関連性をランク付けることができ、この場合において、コンサートチケットの購
入に関連するコンテンツが、不動産リストに関連するどのコンテンツよりもモバイル通信
設備のディスプレイ１７２内の優先順位の高い場所に表示したり、不動産リストに関連す
るどのコンテンツも排除して該ディスプレイに表示したりなどされる。この情報を用いて
、コンテンツインタラクションの妥当性（または適切さ）及び可能性を予測することもで
きる。たとえば、過去に多くのＭＰ３ダウンロードという動作を行っているが、オンライ
ンコンサートチケット購入はしていないモバイル通信設備１０２を、チケット購入コンテ
ンツを受け取る第１位の候補とすることができ、及び／または、該設備１０２は、ニュー
スコンテンツなどに対して優先度の高いチケット購入コンテンツを受け取ることができる
。
【０３５９】
　いくつかの実施形態では、上述したアルゴリズムのタイプを用いて、モバイル通信設備
に関連する情報、モバイル通信設備の能力、モバイル通信設備に関連するユーザー、モバ
イル通信設備の所有者、モバイル加入者特性、キャリア情報、または、スポンサー提供コ
ンテンツとのインタラクション（相互作用）の可能性の予測手段として使用できる他の情
報に基づいて、コンテンツの関連性、優先順位（または優先度）、位置決め、配置（また
は配列）などを評価することもできる。モバイル通信設備の能力には、オーディオ能力、
ビデオ能力、視覚能力、処理能力、画面能力（スクリーン能力）など（但し、これらには
限定されない）を含めることができる。ユーザー特性には、ユーザー履歴情報、人口統計
学的情報、トランザクション（取引などの）履歴、位置情報、ユーザー課金情報、パーソ
ナルフィルターなど（但し、これらには限定されない）を含めることができる。モバイル
加入者特性には、ユーザーのトランザクション履歴、ユーザーの位置、ユーザーに関する
個人情報、ユーザーのウェブインタラクション（ウェブとの相互作用）、電子メールイン
タラクション（または電子メールによる相互作用）、メッセージングインタラクション（
またはメッセージによる相互作用）、課金（または請求）履歴、支払い履歴、典型的な請
求料金、時刻、オンラインインタラクション（オンライン相互作用）の継続時間、オンラ
インインタラクションの回数、家族状態、職業、以前の検索クエリー、場所（または位置
）の履歴、電話番号、デバイス（または装置）の識別子、以前にダウンロードしたコンテ
ンツのタイプ、以前に閲覧したコンテンツ、及び、訪問したウェブサイトなど（但し、こ
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れらには限定されない）を含めることができる。モバイル加入者特性には、また、人口統
計学的情報を含めることができる。人口統計学的情報には、年齢、性別、人種、宗教、市
外局番、郵便番号、自宅住所、勤務先住所、請求先住所、信用情報、家族情報、所得範囲
、生年月日の範囲、出生地、雇用者、職種（または肩書き）、就労期間、または所属組織
など（但し、これらには限定されない）を含めることができる。モバイルサービスプロバ
イダー（サービス提供者）特性には、キャリアビジネスルール、顧客がモバイルサービス
プロバイダーのサービスを利用できる地理的場所、ウォールドガーデンコンテンツなど（
但し、これらには限定されない）を含めることができる。
【０３６０】
　本発明の１側面は、モバイルキャリアゲートウェイ１１０からウェブサイト要求１００
を受け取り、該要求されたウェブサイト要求１００に関するコンテキスト情報１２０を受
け取り、該受け取ったコンテキスト情報１２０をモバイルコンテンツ１３０に関連付け、
モバイル通信設備１５０に該ウェブサイト１８０と共に該モバイルコンテンツ１３０を表
示するための方法を含む。
【０３６１】
　ウェブサイト要求１００を行うために使用されるモバイル通信設備１５０を１つ以上の
電話機、携帯電話、セルラーフォン、ＧＳＭフォン、ＧＰＲＳフォン、ＷＡＰ対応電話機
、衛星電話機、ＷｉＦｉ電話機、無線装置、ページャ（ポケットベル）、個人用携帯型情
報機器などとすることができる。ウェブサイト要求１００をモバイルキャリアゲートウェ
イ１１０を通じて送信することができ、次に、該ゲートウェイ１１０は、要求されたウェ
ブサイト１８０のコンテキストレビュー（コンテキスト検査）要求１６０を開始する（ま
たは発する）。要求されたウェブサイト１８０を、ウェブページ、文書、画像、ビデオ、
オーディオ、または、他の何らかのウェブサイトのうちの１つ以上とすることができる。
サーバー１４０は、ウェブサイト１８０にアクセスして、ウェブサイト１８０のコンテキ
ストレビュー１７０を実行することによってコンテキストレビュー要求１６０に応答する
ことができる。コンテキストレビュー１７０の結果、ウェブサイト１８０に関連するコン
テキスト情報１２０を識別（または特定）することができる。次に、識別されたコンテキ
スト情報１２０をサーバー１４０に送り返すことができる。コンテキスト情報１２０には
、リンク、リンク構造、該ウェブサイトへのインバウンドリンク、該ウェブサイトからの
アウトバウンドリンク、相互リンク、テキスト（文字や文）、キーワード、メタデータ、
ウェブサイトの使用形態、ウェブサイトの使用統計などのうちの１つ以上を含めることが
できる。たとえば、モバイル通信設備１５０のユーザーは、マサチューセッツ州のボスト
ン（Boston）からニューヨーク（New York）州のニューヨーク市までのアムトラック（Am
trak：全国鉄道旅客公社）の時刻表（または運行スケジュール）を含むウェブサイト１８
０に対するウェブサイト要求１００を実行することができる。アムトラックの時刻表ウェ
ブサイトに関連付けられたコンテキスト情報１２０には、たとえば、「旅行」、「列車」
、「休暇」、「Boston」、「New York」などのキーワード、ボストン及びニューヨーク市
の局地気象に対するアウトバウンドリンク、または、旅行会社のウェブサイトからのイン
バウンドリンクを含めることができる。識別されると、アムトラックの時刻表ウェブサイ
トに関連する１つ以上のコンテキスト情報１２０をサーバー１４０に送り返すことができ
る。
【０３６２】
　サーバー１４０は、コンテキスト情報１２０を受け取って、それを、モバイルコンテン
ツ１３０に関連付けることができる。オプションとして、サーバー１４０は、同じかまた
は異なるモバイル加入者からの後続のコンテキストレビュー要求１６０の発生を容易にす
るために、特定のウェブサイト１８０に関連するコンテキスト情報１２０を格納すること
ができる。モバイルコンテンツ１３０を、広告、スポンサー提供コンテンツ、スポンサー
提供（電話）呼び出し（またはスポンサーによって資金援助された通話）、画像、ビデオ
、テキスト（文字や文）、検索ボックス、ペイパークリックリンク、ペイパーコールリン
ク、または、他の何らかのモバイルコンテンツ１３０のうちの１つ以上に関連付けるがで
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きる。たとえば、コンテキスト情報１２０が「休暇」というキーワードである場合には、
関連するモバイルコンテンツ１３０を、航空運賃のメタ検索エンジン、カンクーン（Canc
un）にある包括的リゾート地の広告、または、エキゾチックな目的地の調査（レビュー）
のための検索ボックスとすることができる。モバイルコンテンツ１３０が検索ボックスで
ある場合には、該検索ボックスを局所サイト検索ボックス、広告検索ボックス、キャリア
ポータル検索ボックス、または、他の何らかのそのような検索ボックスに関連付けること
ができる。たとえば、局所サイト検索ボックスは、要求されたウェブサイト１８０だけに
クエリーを出す（または問い合わせを行う）ことができ、キャリアポータル検索ボックス
は、ウェブサイトのより大きな集合にクエリーを出すことができる。
【０３６３】
　オプションとして、無線キャリア（無線通信事業者）のブランド（または商標）を用い
て、モバイルコンテンツ１３０にブランドを付けることもできる。たとえば、モバイルコ
ンテンツ１３０を、サードパーティの検索エンジンの技術を利用するが、名称、ロゴ、ト
レードマーク（商標）、スローガン（標語）、グラフィック（図など）、オーディオ、ビ
デオ、画像、または、無線キャリアのブランドの他の何らかの表現を含む検索ボックスと
することができる。
【０３６４】
　関連するモバイルコンテンツ１３０を要求されたウェブサイトと共にモバイル通信設備
１５０に送るために、受け取ったコンテキスト情報１２０とモバイルコンテンツ１３０と
の関連付けを、ある関連性に少なくとも部分的に基づくものとすることができる。たとえ
ば、該関連性を、モバイル加入者特性に関連付けることができる。たとえば、高齢の市民
である加入者があるウェブサイト１８０を要求し、該ウェブサイトについて得られたコン
テキスト情報１２０が「休暇」という言葉を含んでいる場合には、関連するモバイルコン
テンツ１３０を、カンクーンでの春休みのための広告ではなく、高齢者用のクルージング
の広告とすることができる。
【０３６５】
　関連性を、コンテキスト情報１２０とモバイルコンテンツ１３０との間の関係に少なく
とも部分的に基づくものとすることもできる。たとえば、この関係を、コンテキスト情報
１２０とモバイルコンテンツ１３０の類似性または非類似性（または相違点）とすること
ができる。他のモバイルコンテンツ１３０よりもコンテキスト情報により大きな類似性を
示すモバイルコンテンツ１３０をより大きな関連性があるとみなすことができ、したがっ
て、より大きな類似性を示す該コンテンツは、ウェブサイト１８０と共にモバイル通信設
備１５０に表示される可能性がより高くなりうる。これとは対照的に、コンテキスト情報
１２０と類似していないモバイルコンテンツ１３０を、関連性があるとは考えず、表示の
優先順位をより低くすることができる。たとえば、コンテキスト情報１２０を、書店のウ
ェブサイト（たとえば、Barnes & Noble、Border's）へのアウトバウンドリンクとするこ
とができる。書店へのリンクを、Amazon.com検索ボックスまたは人気のある作家の最近の
作品の広告を含むモバイルコンテンツ１３０に類似しているとみなすことができる。書店
へのリンクを、平面型テレビ（または、薄型テレビ）の広告を含むモバイルコンテンツ１
３０に類似していないとみなすことができる。
【０３６６】
　関連性を、格納されているコンテキスト情報１２０、及び／または、モバイル加入者に
よる以前のウェブサイト要求１００から生じたモバイルコンテンツ１３０と、現在プール
されているモバイルコンテンツ１３０との関係に少なくとも部分的に基づくものとするこ
ともできる。モバイル通信設備１５０に配信されることになるモバイルコンテンツ１３０
を、以前閲覧されたウェブサイト１８０からのコンテキスト情報１２０との関連（付け）
によって関連性を有するものとして識別することができる。たとえば、現在のウェブサイ
ト要求１００が国際ニュースウェブサイトに対するものであっても、配信されるモバイル
コンテンツ１３０を、「ショッピング」及び「家財道具」を含んでいた以前得られたコン
テキスト情報１２０に基づいて、Targe.comに対する検索ボックスとすることができる。
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【０３６７】
　モバイルコンテンツ１３０が受け取ったコンテキスト情報１２０に関連付けられると、
モバイルコンテンツ１３０を、ウェブサイト１８０と共にモバイル通信設備１５０に表示
することができる。モバイルコンテンツ１３０を、すきまをぬって（たとえば、ウェブサ
イトがロードされている間に）表示し、または、ウェブサイト１８０と共に（またはウェ
ブサイトに付随させて）表示することができる。オプションとして、表示されたモバイル
コンテンツ１３０をサーバー１４０に格納することができる。
【０３６８】
　方法のいくつかの実施形態では、ウェブサイト１８０に関連するエンティティにオプト
イン機能を提供することができ、この場合、このオプトイン機能は、自動コンテキストシ
ンジケーションのためのウェブサイト１８０を登録する。コンテキスト情報１２０を、ウ
ェブサイト１８０をモバイル通信設備１５０に送ることに関わるサーバー１４０によって
提供することができる。サーバー１４０を、ＷＡＰサーバー、モバイルアプリケーション
ゲートウェイ、ＷＡＰゲートウェイ、プロキシサーバー、ウェブサーバーなどのうちの１
つ以上とすることができる。
【０３６９】
　サーバーを用いて、モバイルコンテンツを配信するために、モバイルコンテンツがユー
ザーに関連性を有するようにモバイルコンテンツを選択することができる。１つの例では
、ユーザーの履歴には、ユーザーがモバイル通信設備１０２から開始したいくつかのまた
は実質的に全てのトランザクション（取引など）を含めることができる。このユーザー履
歴において、ユーザーは、ジャズ音楽に関連するモバイルコンテンツを好むこと、または
該コンテンツと相互作用（対話など）をする傾向を表明したかもしれない。ユーザーはま
た、ジャズ音楽に関連する複数のクエリーを実行したかもしれない。したがって、ジャズ
音楽に関連するモバイルコンテンツの配信は、該ユーザーと関連性を有しうる。サーバー
１３４は、かかるタイプ（種類）の関連性に基づいて種々のモバイルコンテンツを選択し
て格納することができ、及び、該モバイルコンテンツを無線プロバイダー１０８が利用で
きるようにして、関連するモバイルコンテンツのユーザーへの配信を容易にすることがで
きる。
【０３７０】
　関連性を確立するためにモバイルコンテンツを関連付けることができる挙動情報は、個
々のユーザーまたはユーザーのグループに基づくものとすることができる。ユーザーのグ
ループを、１つ以上の特性を共有するユーザーとすることができる。この特性を、ユーザ
ー（ユーザーの特性）、モバイル通信設備１０２、モバイル通信設備１０２の位置（場所
）、時刻、または、他の何らかの特性に関連付けることができる。
【０３７１】
　関連するモバイルコンテンツを、広告、または、スポンサー提供コンテンツ、スポンサ
ー提供（電話）呼び出し（またはスポンサーによって資金援助された通話）、検索ボック
スなどの他のタイプのモバイルコンテンツとすることができる。関連するモバイルコンテ
ンツのフォーマット（形式）を、ユーザーの挙動情報との関連性に少なくとも部分的に基
づいて選択することができる。ユーザーは、明示的に、または、モバイル通信設備１０２
に対する特定のアクション（行為）を介して、オーディオとビデオの両方を含むモバイル
コンテンツを好むことを示したかもしれない。このユーザの挙動情報を用いて、類似のモ
バイルコンテンツの中から最も関連するモバイルコンテンツを選択して、ユーザーに提供
することができる。
【０３７２】
　本明細書で開示しているように、モバイルコンテンツを、モバイル通信設備１０２のユ
ーザーに関連する挙動情報に関連付けるための方法及びシステムを、ウェブサイトと関連
してモバイルコンテンツを選択することに適用することもできる。
【０３７３】
　いくつかの実施形態では、モバイル通信設備に関するインタラクション（相互作用）情
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報を用いて、コンテンツを重み付けすることができ、その重み付けに少なくとも部分的に
基づいて、該コンテンツをモバイル通信設備１０２に表示する順序を決めることができる
。たとえば、インタラクション情報を、トランザクションイベント、購入履歴、ユーザー
履歴、ユーザー特性、ユーザー装置、地理的位置（地理的場所）、時刻、専門知識、職業
、所得階層、自宅住所などに基づくものとすることができる。この一週間の間に、野球に
関する書籍をいくつかオンライン購入したユーザーは、その一週間の挙動の結果として、
スポーツのコンテンツを都合良く重み付けして、該ユーザーのモバイル通信設備１０２へ
の該コンテンツの配置を優先させることができる。このインタラクション情報を用いて、
野球の本を購入した該ユーザーといくつの属性または複数の属性（たとえば、年齢、収入
など）を共有する他のモバイル通信設備のユーザーのためにコンテンツを重み付けし、該
コンテンツに優先順位を付けることもできる。インタラクション情報が収集されると、モ
バイル加入者特性やモバイル通信設備の特性に関する情報、及び、ユーザーに関する他の
情報に基づいて、モバイルコンテンツの重みを得て、コンテンツ提示（または表示）の優
先順位を付けるために、該インタラクション情報を格納して全体として分析することがで
きる。
【０３７４】
　無線プラットフォーム１００内で自身の製品またはサービスを販売するためにモバイル
コンテンツを使用するスポンサーは、モバイルコンテンツのスポンサーとなっているため
に得ることができる期待値に関する情報を有することが有利であることを理解する場合が
ある。モバイルコンテンツに関する期待値を知ることによって、スポンサーは、収益を得
る可能性が最も高い、スポンサーシップの機会（スポンサーとなる機会。たとえば資金提
供をする機会）を選択することが可能になる。期待値は、スポンサーが、広告プログラム
（または広告計画。以下同じ）から得ることが期待される全収益に基づいて広告プログラ
ムのための予算を立てる際の手助けとなりうる。クリックスルー量やコンバージョンの量
などの挙動に関する評価基準（以下、挙動評価基準という）を用いて、モバイルコンテン
ツとのさらなる消費者（購買者）のインタラクション（相互作用）を予測することができ
る。製品価格、利ざやなどの金銭に関する評価基準を用いて、所与の製品をモバイルコン
テンツに関連する挙動評価基準に関連付ける財務的結果（または決算）を示すことができ
る。期待値の計算は、広告主、無線情報提供者、無線キャリア、無線オペレータ、電気通
信プロバイダーなどのスポンサーにとって有益となりうる。
【０３７５】
　いくつかの実施形態では、期待値の計算は、広告プログラムなどのスポンサーシップ（
資金提供など）から受け取ることを予測できる期待収益をスポンサーに示すことができる
。そのような期待収益の計算を、モバイルコンテンツに関連付けられたコンバージョンに
よって該コンテンツに関連付けられたクリックスルーパラメータに、コンテンツの主題で
ある製品の購入価格を乗じることによって実行することができる。この計算では、クリッ
クスルーパラメータは、コンテンツがアクセスされた（すなわち、「クリックされた」）
累積回数、または、クリックスルーレート、または、コンテンツとの相互作用（または対
話式利用）に関連付けられた他のパラメータを表すことができる。コンバージョンは、購
入などのコンテンツに関連するトランザクションの累積回数、該コンテンツに関連するト
ランザクションレート（トランザクション率）、または、該コンテンツに関連するトラン
ザクションに関連付けられた他のパラメータを表すことができる。購入価格を、メーカー
の希望小売価格、コンテンツプロバイダーによって明示的に設定された価格、特定のユー
ザーコンバージョンに固有の価格、または、他の何らかの価格設定手順から得られた製品
価格とすることができる。期待収益を、期待収益に入札額を乗じるところの入札額で重み
付けされた収益として計算することもできる。
【０３７６】
　いくつかの実施形態では、期待値の計算は、広告プログラムなどのスポンサーシップか
ら受け取ることを予測できる期待利ざや（利ざやの期待値）をスポンサーまたは無線キャ
リアに示すことができる。そのような期待利ざやの計算を、モバイルコンテンツに関連す
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るコンバージョンによって該コンテンツに関連付けられたクリックスルーに、該コンテン
ツの主題である製品の利ざやを乗じることによって実行することができる。利ざやには、
広告主の期待利ざや、無線キャリアの期待利ざや、製品に関連する利ざやなど（但し、こ
れらには限定されない）を含めることができる。期待利ざやを、期待利ざやに入札額を乗
じるところの入札額で重み付けされた利ざやとして計算することもできる。
【０３７７】
　いくつかの実施形態では、期待値の計算は、広告プログラムなどのスポンサーシップか
ら受け取ることを予測できる予想利回り（または、予想収益。以下同じ）をスポンサーま
たは無線キャリアに示すことができる。そのような予想利回りの計算を、モバイルコンテ
ンツに関連付けられた入札額に、該コンテンツに関連付けられたクリックスルーを乗じる
ことによって実行することができる。同様に、予想コンバージョン収率を、モバイルコン
テンツに関連付けられた収率に該コンテンツに関連付けられたコンバージョンを乗じるこ
とによって計算することができる。
【０３７８】
　いくつかの実施形態では、期待値の計算は、目的とするウェブサイトで費やした平均時
間、目的とするウェブサイトを訪れているユーザーによる該ウェブサイトの平均使用深さ
を、スポンサー、無線キャリア、無線オペレータ、または、電気通信プロバイダーに示す
ことができる。
【０３７９】
　いくつかの実施形態では、モバイルコンテンツに関連する期待値の計算を、モバイル通
信設備に関連付けられた特性によって分割（またはセグメントに分ける）ことができる。
たとえば、期待値を、表示能力、表示サイズ、表示解像度、処理速度、オーディオ能力、
ビデオ能力、キャッシュメモリの大きさ、記憶能力、記憶容量など（但し、これらには限
定されない）を含む特性によって分割することができる。いくつかの実施形態では、期待
値を、年齢、性別、人種、宗教、市外局番、郵便番号、自宅住所、勤務先住所、請求先住
所、信用情報、家族情報、所得範囲、生年月日、出生地、雇用者、職種（または肩書き）
、就労期間、ユーザー履歴、ユーザートランザクション、地理的場所、時刻など（但し、
これらには限定されない）を含むモバイル加入者特性によって分割することもできる。分
割された期待値は、分割後の所与の区分（セグメント）内の期待値に関する情報を提供す
ることができる。
【０３８０】
　期待値をスポンサーがどのように使用できるかについての可能性のある多くの例のうち
の１つ例を下記する。コンテンツのスポンサーは、該スポンサーの製品またはサービスに
十分な関心をもった人またはエンティティ（事業体など）によって最もアクセスされる（
これによって、コンバージョン（たとえば、購入）が行われる）可能性が高いと信じるス
ポンサーコンテンツを探し求める場合がある。市場調査の主要な役目の１つは、過去のコ
ンバージョンに最も関連する消費者のプロフィールを見抜く力を得ることと、プロバイダ
ー（提供者）の製品を現在のところはよく知らないが、該製品を購入する可能性がある消
費者の未開発の市場占有率を表すことができる他の消費者プロフィールに関する情報を提
供することである。たとえば、テレビなどの伝統的なメディアにおいて、スポンサーは、
特定のゴールデンタイムのホームコメディに関連する、人口統計学的プロフィール（また
は人口統計学的プロフィール、または、視聴者層のプロフィール）、閲覧回数、平均閲覧
時間などに関する市場調査を取得（または買う）ことができる。スポンサーの過去の購買
者（消費者）のプロフィールに関して該スポンサーが有することができる前の市場調査に
基づいて、該スポンサーは、ホームコメディの視聴者と該スポンサーの過去の購買者との
一致の程度に基づいて、該ホームコメディの間コンテンツのスポンサーとなる（たとえば
広告をする）ことの妥当性について知識（及び／または経験）に基づく推測をすることが
できる。一致の程度が高いほど、広告から購入が行われる可能性が大きくなり、かつ、会
社が、その広告費に関して受け取ることを想定することができる期待値は大きくなる。さ
らに、消費者のプロフィールを記述することができる特定性（または特異性）が大きくな
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る（たとえば、「カリフォルニア」ではなく「市外局番＝９０２１０」）と、スポンサー
はより正確に自分の意図する消費者に的を絞ることが可能になり、かつ、該スポンサーの
期待値を大きくすることができる。
【０３８１】
　モバイル通信設備１０２のユーザーによって開始されたモバイルコンテンツ検索に応答
して、モバイルコンテンツプロバイダーは、検索クエリーに対する関連性に少なくとも部
分的に基づいて、スポンサー提供コンテンツ、広告、スポンサー提供呼び出し番号（spon
sored call number。または、スポンサー提供請求番号。以下同じ）、または、モバイル
通信設備１０２に対する他のスポンサー提供コンテンツを配信することができる。種々の
スポンサー提供広告の中から選択することに加えて、モバイルコンテンツプロバイダーは
、種々のソースまたはモバイルコンテンツの在庫（品目）から広告などのスポンサー提供
コンテンツを選択することもできる。スポンサー提供コンテンツのそれぞれのソースは、
コスト、得られた収益、ウォールガーデン制限、ブラックリストに載せられたコンテンツ
、ホワイトリストに載せられたコンテンツなどに関する独自の配列を有することができる
。したがって、モバイルコンテンツプロバイダーが、該モバイルコンテンツプロバイダー
の利益を最大に（または最適化）することに少なくとも部分的に基づいて、利用可能なモ
バイルコンテンツの在庫（品目）からモバイルコンテンツを選択することは有利でありう
る。
【０３８２】
　いくつかの実施形態では、交差在庫収率最適化法（cross inventory yield optimizati
on method）は、どのモバイルコンテンツ在庫（品目）が、最も大きなクリックスルー値
を提供するかを決定することを含むことができる。一例として、第１のモバイルコンテン
ツ在庫（品目）は、広告インプレッション（インプレッション：広告の表示回数）の入札
の率（または手数料）が第２の在庫（品目）よりも高い。したがって、第１の在庫（品目
）からモバイルコンテンツを選択することによって、該コンテンツをモバイル通信設備に
提示するときにより大きな収益を得ることができる。
【０３８３】
　モバイルコンテンツの交差在庫収率の最適化は、該コンテンツの提供者に対して、最適
化されていないコンテンツよりも大きな収益を生み出すのを支援することができる。モバ
イル通信設備１０２へのモバイルコンテンツの提示の収率を最適化する方法及びシステム
は種々の要因を含むことができる。それらの要因の１つ以上を、最適化の目的のコンテキ
スト（文脈または状況など）において評価することができる。たとえば、収率の最適化の
１つの目的を、モバイルコンテンツの提示に関連するクリックスルー収益を受け取る最も
高い可能性を生成することとすることができる。それで、コンテンツを、モバイルコンテ
ンツに関連するクリックスルーレート、モバイルコンテンツのクリック毎に得られる収益
、コストパーサウザンド（cost-per-thousand）収益、顧客獲得単価（cost peracquisiti
on）などの、この目的を推進する要因に少なくとも部分的に基づいて優先的に選択するこ
とができる。別の例では、交差在庫収率最適化の目的を、画面解像度、記憶容量、ビデオ
能力などの基準に基づいて、モバイル通信設備１０２に最も適合したモバイルコンテンツ
を優先的に選択することとすることができる。
【０３８４】
　複数のコンテンツ在庫（品目）のどれが最も大きな値を提供するかを決定するための方
法は、各在庫（品目）プロバイダー（在庫（品目）提供者）からのインプレッション入札
額を比較することと、最も高い入札額を選択することを含むことができる。代替的には、
インプレッション収益がより少ない広告がより多くのクリックスルー収益をもたらし、か
つ、そのクリックスルーレートがより大きな収益を生ずる場合には、その広告を選択する
ことができる。これらの例では、広告に関連するどの要因が好ましいかに、最適化の目的
がどのように影響を与えるかを評価することができる。
【０３８５】
　異なる製品またはサービスに対して、広告などのモバイルコンテンツを選択することが
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でき、該コンテンツの各々が、モバイル検索に対する関連性を有することができる。どの
広告が最も多くの収益を生ずることができるかを決定することには、該広告に関連する要
因を含めることができる。要因には、複数の広告、クリックスルーレート、及び、コンテ
ンツや広告の新鮮さ、または、呼び出し番号など（但し、これらには限定されない）を含
めることができる。１例として、該検索に関連する非常に人気のある広告は、該人気のあ
る広告が閲覧され、相互作用され、クリックスルーなどを生じる可能性が高くなったため
に、該広告より人気はないが関連する広告よりもより最適な収益の機会を提供することが
できる。別の例では、より高いクリックスルーレートを有する広告は、広告主が、より率
（または手数料）の高いインプレッションの代価としてクリックスルー入札額（clickthr
ough bid）を支払うので、該広告よりクリックスルーレートが低い広告よりもより最適な
収益の機会を提供することができる。広告、スポンサー提供呼び出し番号、または、最も
新しい（すなわち、つい最近更新または検証された）他のスポンサー提供コンテンツは、
より大きな収益の機会を提供することもできる。１例として、広告は、最近開催地（また
は発生場所）が変わったイベントを提示することができる。開催地の変更以後に更新され
た広告は、過去のものとなった開催地を提示する広告よりも多くのクリックスルー収益を
提供する可能性が高い。したがっって、交差在庫収率を最適化するための方法は、広告の
人気度、クリックスルーレート、または、コンテンツの新鮮度（新しさ）を評価すること
を含むことができる。
【０３８６】
　交差在庫収率を最適化することには、本明細書に記載されているユーザー特性などのモ
バイル通信設備１０２のユーザーに関連する要因を含めることができる。交差在庫収率の
最適化において使用されるユーザー履歴を以下の例で説明する。ユーザー履歴には、広告
、スポンサー提供コンテンツ、及び／またはスポンサー提供呼び出し番号を提示されたと
きのユーザーのアクションに関連する基準（または指標）を含めることができる。この履
歴は、ユーザーが、スポンサー提供の広告よりもスポンサー提供呼び出し番号の方でやり
通すことが多いことを示す場合がある。したがって、このユーザーに対してはスポンサー
提供呼び出し番号を提示することによって、もたらされる収益を最適化することができる
。その結果、交差在庫収率最適化法は、このユーザーには、呼び出し番号に基づかないモ
バイルコンテンツアイテムではなく、スポンサー提供呼び出し番号を提示することを優先
的に選択することができる。
【０３８７】
　モバイル通信設備１０２のユーザーが検索クエリーを入力するモードを、交差在庫収率
の最適化の際に考慮することもできる。モバイル通信設備１０２は複数の別個の入力モー
ド（たとえば、音声、キーパッド、タッチスクリーン、カメラなど）を有することができ
るので、モバイルコンテンツ、広告、スポンサー提供コンテンツ、スポンサー提供呼び出
し番号の選択を、クエリー入力のモードに少なくとも部分的に基づいて最適化することが
できる。たとえば、キーパッド入力を用いて検索クエリーを発したユーザーは、モバイル
通信設備１０２を聞くよりも該設備１０２を見る可能性が高いであろう。その結果、表示
コンテンツがわずかでオーディオコンテンツ（音声コンテンツ）がかなり部分を占める広
告は、よりビジュアル的な（目で見える部分の多い）モバイルコンテンツに比べてコンテ
ンツに関連する収率を低くしうる。しかしながら、検索クエリーの音声入力は、ユーザー
がオーディオベースのモバイルコンテンツを好むことを示すことができる。
【０３８８】
　交差在庫収率最適化のための方法及びシステムは、モバイルコンテンツ、広告、スポン
サー提供コンテンツ、または、スポンサー提供呼び出し番号の提示に対する収益を最適化
するために要因を組み合わせることができる。収率の最適化には、ユーザー、モバイル通
信設備１０２、場所（位置）、広告／コンテンツ／番号、収益（たとえば、インプレッシ
ョン及びクリックスルーの入札額（または買値））、支払期間などに関連する要因を含め
ることができる。１例では、英語を話すユーザーが、パリを訪れており、検索クエリーを
入力する場合がある。最適化法は、ユーザーの言語の好み（英語）、場所（パリ）、（US
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Dで支払う）支払期間、評判となっているもの（フランスの現在のイベント）、収益（イ
ンプレッションの入札額（または買値））などの要因を組み合わせることができる。これ
は、ほんの１例であり、他の多くの要因の組み合わせが可能であり、交差在庫収率最適化
のための方法及びシステムの一部として、それらを単独または組み合わせて用いることが
できる。
【０３８９】
　前述したように、無線検索プラットフォーム１００を複数のデータセットに関連付ける
ことができ、該データセットから、対象とするコンテンツ（たとえば、広告、スポンサー
提供コンテンツ、スポンサー提供呼び出し番号）を決定する際に、並びに、コンテンツに
関連する期待値、及び、モバイル通信設備に関連する情報によって（いくつかの区分に）
分割されたコンテンツの期待値を見積もる際に使用するための消費者のプロフィールを得
ることができる。コンテンツに関連するクリックスルー量及びコンバージョン量に関する
情報を受け取ることによって、スポンサーは、自身の製品購入価格、利ざやなどに基づい
て、該スポンサーが該コンテンツのスポンサーとなることから得るであろうコンテンツの
適切な入札価格及び可能性のある財務的結果（または決算）を予想することができる。無
線プラットフォーム１００は、無線プロバイダー１０８、モバイル通信設備１０２、モバ
イル加入者特性１１２，場所（位置）１１０などに関する情報を含むことができる。した
がって、スポンサーは、最も利益になる（消費者の）集団（この集団内でコンテンツのス
ポンサーとなる）を特定するために、モバイル通信設備に関連する情報によって（セグメ
ントに）分割されるモバイルコンテンツであって該スポンサーがスポンサーとなる（すな
わち資金提供を行う）ことを望むモバイルコンテンツの期待値を受け取ることができる。
【０３９０】
　たとえば、ボストン・レッドソックス（Boston Red Sox）のグッズ（記念品など）を専
門に扱うスポンサーは、どのコンテンツ及びモバイルユーザーのどの集団を最大の期待値
に関連付けることができるかを予測するために、ユーザー装置（デバイス）の特性、人口
統計学的情報、及び現在の場所（位置）などの情報によって（いくつかの区分に）分割さ
れた期待値データを使用することができる。そのグッズ会社は、「年収が100,000ドルを
超える」「男たち」であって、かつ、彼らの現在の場所がボストンの「郵便番号」である
「男たち」の中に、高いクリックスルー及びコンバージョン量に関連付けられたコンテン
ツのスポンサーとなることに対する高い期待値が存在することを見出すかもしれない。こ
のレベルの期待値の区分化（セグメント化）によって、該会社は、金銭的利益を得る可能
性がより高いコンテンツを識別して該コンテンツのスポンサーとなること、及び、該会社
への利益にほとんど関連しないかまたは全く関連しないコンテンツのスポンサーとなるこ
と（すなわち、該コンテンツに資金提供すること）を最小限にすることができる。
【０３９１】
　いくつかの実施形態では、スポンサーは、コンテンツの配置に関連する予想された期待
値に基づいて、モバイル通信設備のディスプレイ１７２に該コンテンツを配置するための
入札を行う機会、及び、ユーザーインターフェースを提供されることができる。そのよう
な入札は、オークション（競売）、逆オークション（reverse auction）、または、部分
的に無作為化されたオークション（partiallyrandomized auction）の形態で行うことが
できる。入札プロセスの主題であるコンテンツは、広告、スポンサー提供のリンク（ＵＲ
Ｌ、電子メールアドレス、ＦＴＰアドレス、または電話呼び出しなど）及び広告、スポン
サー提供の呼び出し（または電話）、オーディオストリーム、ビデオ、グラフィック（図
形）要素など（但し、これらには限定されない）を含むことができる。
【０３９２】
　いくつかの実施形態では、入札プロセスの主題であるコンテンツを、クエリーページ、
ホームページ、検索ページ、ユーザーインターフェースのスポンサー提供リンク部、また
は、検索結果の組または特定の結果に関連付けることができるユーザーインターフェース
のページに配置することができる。
【０３９３】
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　予想された期待値を、期待値推定設備によって決定することができる。期待値推定設備
は、たとえば、入札額、ユーザーインターフェース中のメディアアイテム（media item）
の位置（場所）、ユーザーインターフェースにおけるメディアアイテムの提示期間、該メ
ディアアイテムがユーザーインターフェース中に配置されている場合に、ユーザーが該メ
ディアアイテムを見る可能性、該メディアアイテムがユーザーインターフェース中に配置
されている場合に、ユーザーが該メディアアイテムと相互作用する可能性、ユーザーが該
メディアアイテムに関連するトランザクションを見る可能性、及び／または、該トランザ
クションと相互作用する可能性、及び／または、該トランザクションを実行する可能性、
及び、入札者に対するトランザクションの価値（または重要性）からなるグループから選
択された１つまたは複数の変数に関連する期待値計算に基づくものとすることができる。
いくつかの実施形態では、入札額が変わると、この新たな経済的データに基づいて期待値
の予測値が自動的に調整されるという点で、期待値推定設備は動的でありうる。
【０３９４】
　いくつかの実施形態では、入札者は、コンテンツを配置しようとしているモバイル通信
設備のディスプレイ１７２内の位置を予め選択することができる。同様に、コンテンツを
表示する時間期間も選択することができる。
【０３９５】
　いくつかの実施形態では、ユーザーが、コンテンツに関連するトランザクションを閲覧
し、及び／または、該トランザクションと相互作用し、及び／または、該トランザクショ
ンを実行する可能性（確率）は、モバイル加入者特性１１２、モバイル通信設備１０２の
タイプ、モバイル通信設備１０２の特性、及び、無線プラットフォーム１００の一部とす
ることができるか、または、該プラットフォーム１００に関連付けることができる他のデ
ータタイプに基づくものとすることができる。モバイル加入者特性の例には、年齢、性別
、人種、宗教、市外局番、郵便番号、自宅住所、勤務先住所、請求先住所、信用情報、家
族情報、所得情報、生年月日、出生地、雇用者、職種（または肩書き）、就労期間など（
但し、これらには限定されないが）が含まれる。モバイル通信設備１０２のタイプの例に
は、電話機、セルラーフォン、携帯電話、ＧＳＭフォン、個人用携帯型情報機器、及び／
または、「ポケット型」パーソナルコンピュータ（但し、これらには限定されないが）が
含まれる。モバイル通信設備１０２の特性の例には、表示能力、表示サイズ、表示解像度
、処理速度、オーディオ能力、ビデオ能力、キャッシュメモリのサイズ、記憶能力、記憶
（メモリ）容量など（但し、これらには限定されないが）が含まれる。
【０３９６】
　いくつかの実施形態では、入札者に対するトランザクションの価値（すなわち、入札者
に対する期待値）を、メディアアイテムに記載されたアイテムの１つ以上の価格、メディ
アアイテムに記載されたアイテムの正味の価格、メディアアイテムに記載されたアイテム
のコスト、メディアアイテムに対するユーザーの注目の価値、メディアアイテムに提示さ
れたブランドの価値、モバイル加入者の信用（または好意）に起因する価値、メディアア
イテムに提示された複数のアイテムに起因する価値、メディアアイテムとの相互作用に関
連してモバイル加入者によって実行されるトランザクションに関連する収益、メディアア
イテムとの相互作用に関連してモバイル加入者によって実行されるトランザクションに関
連する正味の収益、メディアアイテムに関連するあるトランザクションの実行が該入札者
との別のトランザクションを引き起こす可能性（確率）、に基づくものとすることができ
る。価値を、現在の正味の価値、割引率、または、割引価格として表すことができる。入
札者は、個人的に割引率を調整することができる。
【０３９７】
　いくつかの実施形態では、入札者は、１つ以上の入札額、ユーザーインターフェースに
おけるメディアアイテムの位置、ユーザーインターフェースにおけるメディアアイテムの
提示期間、メディアアイテムがユーザーインターフェース中に配置されている場合に、ユ
ーザーが該メディアアイテムを見る可能性（確率）、メディアアイテムがユーザーインタ
ーフェース中に配置されている場合に、ユーザーが該メディアアイテムと相互作用をする



(81) JP 2010-531626 A 2010.9.24

10

20

30

40

50

可能性（確率）、ユーザーが、メディアアイテムに関連するトランザクションを実行する
可能性（確率）、及び、入札者に対するトランザクションの価値、に関連するデータアイ
テムを入力することができる。
【０３９８】
　コンテンツの表示に関連する予想された期待値に少なくとも部分的に基づいてコンテン
ツの提示に関して入札をするプロセスについて上述したように、入札プロセスは、所与の
コンテンツの表示に関連する予想収率に基づいて入札をする機会を提示することができる
。収率予測設備を、入札額、ユーザーインターフェースにおけるメディアアイテムの位置
、ユーザーインターフェースにおけるメディアアイテムの提示期間、メディアアイテムが
ユーザーインターフェース中に配置されている場合に、ユーザーが該メディアアイテムを
見る可能性（確率）、メディアアイテムがユーザーインターフェース中に配置されている
場合に、ユーザーが該メディアアイテムと相互作用をする可能性（確率）、ユーザーが、
メディアアイテムに関連するトランザクションを実行する可能性（確率）からなるグルー
プから選択された変数に関連する収率計算に基づくものとすることができる。
【０３９９】
　いくつかの実施形態では、検索エンジンによる統合された結果の組において、索引付け
し、検索し、ＷＡＰ及びＷｅｂ（ウェブ）結果（ＵＲＬ）を表示するための方法及びシス
テムを提供することができる。このために、検索結果ページは、モバイル通信設備に関す
る情報（但し、これに限定されない）を含む要因に基づいて、ＷＡＰ　ＵＲＬだけ、Ｗｅ
ｂ（ウェブ）ＵＲＬだけ、または、その両方の組み合わせから構成できる単一の統合され
た結果の組を提供することができる。ＷＡＰ　ＵＲＬとＷｅｂ（ウェブ）ＵＲＬの配列及
び混合を、検索クエリーが生じたモバイル通信設備に関する情報に少なくとも部分的に基
づくものとすることができる。個々の検索結果を、検索結果ページ上においてＷＡＰまた
はＷｅｂ（ウェブ）として識別することができる。
【０４００】
　いくつかの実施形態では、クエリー分類の方法及びシステムは、モバイル通信設備に関
連する表示ロジック（または表示論理回路）に影響を与える場合がある。１例では、検索
クエリーを、あるクエリー分類方式にしたがって分類することができる。クエリー分類方
式は、Vertical Class（バーティカルクラス）、Navigational Class（ナビゲーションに
関するクラス）、Definition Class（定義クラス）、 Category Class（カテゴリークラ
ス）、 Specific Class（特定のクラス）、Query+Modifier Class（クエリー及び修飾子
クラス）、Reference Class（参照クラス）、Adult Class（成人クラス）、または、他の
何らかのクエリークラスなどのクラス（但し、これらに限定されない）を含むことができ
る。
【０４０１】
　いくつかの実施形態では、Vertical Class（バーティカルクラス）は検索バーティカル
を含むことができる。検索バーティカルは、コンテンツの分類法に関連付けられることが
でき、及び、一般検索（または汎用検索）とすることができ、及び、検索、着信音、画像
、ゲーム、イエローページ、気候（天候）、ホワイトページ、ニュースのヘッドライン、
ＷＡＰサイト、ウェブサイト、映画の開演時間、スポーツの得点、株価、飛行機の出発時
刻、地図、方向（または指示）、価格比較、Ｗi－Ｆiホットスポット、荷物の追跡、ホテ
ルの料金、ファンタジースポーツの成績（または統計）、ホロスコープ、回答、辞書、市
外局番、郵便番号、エンターテインメント（娯楽）、ブログ、または、他の何らかの検索
バーティカルに関連付けられることができる。
【０４０２】
　いくつかの実施形態では、Navigational Class（ナビゲーションに関するクラス）を、
識別されたドメイン名、ＵＲＬ、ウェブサイト、ＩＰアドレス、または、他の何らかのナ
ビゲーションに関する位置とすることができる。
【０４０３】
　いくつかの実施形態では、Definition Class（定義クラス）を、「画定」、「定義」、
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「意味」、「手段」という用語、または、定義に対する要求に関連する他の何らかの用語
を含むクエリーに関連付けることができる。
【０４０４】
　いくつかの実施形態では、Category Class（カテゴリークラス）は、検索クエリー内に
現れるより深い分類法（たとえば、ヒップホップ、ＮＦＬ、サッカー、カメラ）に関連付
けられることができ、ユーザーがクエリーの曖昧さをなくすのを助けることができるバブ
ルアップ（bubble up）コンテンツ／トピックを含むことができる。
【０４０５】
　いくつかの実施形態では、Specific Class（特定のクラス）を、ユーザーの意図を示す
ことができる様々なカテゴリー（たとえば、射撃手、ヒンダー（Hinder）、射手座、スモ
ールヴィル（Smallville）、ニコンクールピクス（Nikon coolpix））からの、構造化デ
ータ、抽出データなどのリストとすることができる。
【０４０６】
　いくつかの実施形態では、Query+Modifier Class（クエリー及び修飾子クラス）を、サ
ブカテゴリー、ジャンル、及び／または特定のソースの組み合わせとすることができる。
【０４０７】
　いくつかの実施形態では、Reference Class（参照クラス）を、オンライン百科事典な
どの参照ソースから抽出されたデータとすることができる。
【０４０８】
　いくつかの実施形態では、Adult Class（成人クラス）を、ゲーム、賭博、ポルノ、宝
くじ、または、他の何らかの形態のアダルトコンテンツ（成人向けコンテンツ）などのア
ダルトコンテンツに関連付けることができる。
【０４０９】
　いくつかの実施形態では、クエリー分類をインジケータ入力に関連付けることができる
。インジケータ入力は、コンテンツの現在の人気度、クエリーの現在の人気度、現在発生
しつつあるクエリー、現在位置、以前の位置、ユーザー特性、編集作業、または、モバイ
ル通信設備、該設備のユーザー、及び／またはクエリーコンテンツに関連する他の何らか
のインジケータを含むことができる。
【０４１０】
　いくつかの実施形態では、検索クエリー及び／またはインジケータ入力に関連付けられ
ているクエリー分類は、モバイル通信設備に表示される結果のフォーマッティング（また
は書式設定）に影響を与えることができる。たとえば、フォーマッティングは、カテゴリ
ー結果を拡張することができ、インジケータ入力にしたがって（たとえば、人気度が下が
る順に）、または、カテゴリーによって、または、他の何らかのスキーマにしたがって、
該結果を配列（または順序付ける）ことができる。
【０４１１】
　いくつかの実施形態では、モバイル通信設備に表示される結果のフォーマッティングに
関するユーザーの挙動（たとえば、コンテンツのクリック）を分析し、クエリー分類及び
／またはインジケータ入力をさらに改善し、構築（または構造化）し、索引付けし、及び
／または配列（または順序付け）するために使用することができる。
【０４１２】
　いくつかの実施形態では、クエリーをインジケータ入力、及び／またはクエリー分類に
関連付けることによって、コンテンツとのユーザーの相互作用（インタラクション）及び
他のユーザーによる相互作用の履歴に少なくとも部分的に基づいて、ユーザーのモバイル
通信設備に表示するためのコンテンツの最適な順位を決定することができる。たとえば、
モバイル通信設備にコンテンツを提示するための（人気度ランクの）閾値を決定すること
、どのコンテンツタイプを拡大するかを決定すること、などが可能である。
【０４１３】
　いくつかの実施形態では、ビジネスルールを、クエリー分類エンジンに関連付けること
ができる。ビジネスルールは、人気度に関するルール（popularity rule）、場所に関す
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るルール（location rule）、モバイル通信設備のタイプに関するルール、キーワードマ
ッチングに関するルール、ペアレンタルコントロールに関するルール、つづり及びつづり
訂正に関するルール、ユーザー特性に関するルール、または、他の何らかのビジネスルー
ルを含むことができる。
【０４１４】
　いくつかの実施形態では、モバイル通信設備のユーザーは、モバイルコンテンツを固定
しまたは該コンテンツにタグを付けることができ、及び、「モバイルブリーフケース」と
して機能する収納（保存）場所にタグ付けされたコンテンツを格納することができる。い
くつかの実施形態では、モバイルコンテンツに関連付けられたタグは、対象物（または主
題）、位置（場所）、ジャンル、日付に関する情報、または、他の何らかの情報を含むこ
とができる。いくつかの実施形態では、モバイルコンテンツに関連付けられたタグは、コ
ンテンツにタグを付けたユーザーに関する情報、たとえば、名前、場所（位置）、人口統
計学的情報、該ユーザーが参加しているソーシャルネットワーク、または、該ユーザーに
関する他の何らかの情報を含むことができる。
【０４１５】
　いくつかの実施形態では、モバイルゲートウェイデータを用いて、モバイル検索結果の
関連性を改善することができる。ゲートウェイデータを用いて、権限スコア(authority s
core)を生成し、関連するサイトを確立し、検索結果の個人化を改善し、または、何らか
の他のやり方でモバイル検索結果の関連性を改善することができる。いくつかの実施形態
では、ゲートウェイデータの使用には、サイトアクセス及び使用統計（たとえば、訪問回
数及び訪問の長さ）に少なくとも部分的に基づく関連性、ユーザーグループに少なくとも
部分的に基づくスコーピング、ユーザーセッションの進行に少なくとも部分的に基づくコ
ンテンツ関係、コンテンツ発見（たとえば、新しいＵＲＬ／サイト）、サイトの特性（ま
たはサイトの優良性。たとえば、アクセス及び使用統計）、アクセスされているコンテン
ツに少なくとも部分的に基づいて対象とする挙動状態（または挙動条件）を決定すること
、アクセスされているコンテンツに少なくとも部分的に基づいて購入プロセスの段階（た
とえば、調査か購入か）を決定すること、クリック後のサイトとの相互作用（インタラク
ション）に少なくとも部分的に基づく広告主の特性（または広告主の優良性）、クリック
後のサイトとの相互作用に少なくとも部分的に基づくＳＰＡＭ検出、ナビゲーションの人
気度（または評判）及びクラスター、または、ゲートウェイデータの他の何らかの使用を
含めることができる。
【０４１６】
　いくつかの実施形態では、ゲートウェイデータを用いて、モバイルコンテンツの関連性
を部分的に決定することができる。関連性を決定するために、ゲートウェイデータをモバ
イル通信設備に関する情報に関連付けることができる。この情報をユーザー特性に関連付
けることができる。ユーザー特性には、ユーザーの年齢、性別、人種、宗教、市外局番、
郵便番号、自宅住所、勤務先住所、請求先住所、信用情報、家族情報、所得情報、生年月
日、出生地、雇用者、職種（または肩書き）、就労期間、及びユーザー特性に関連する他
の情報を含めることができる。たとえば、ユーザーの自宅住所にある程度（または何らか
のやり方で）関連付けられたＩＰアドレスを用いてニュースのウェブサイトに由来するニ
ュースのヘッドラインの関連性を部分的に決定するために、ユーザー特性である自宅住所
を用いることができる。
【０４１７】
　いくつかの実施形態では、ユーザー履歴に対するゲートウェイデータの関係を用いて関
連性を決定することができる。ユーザー履歴には、ユーザートランザクション、地理的場
所、地理的近さ、ユーザー装置（またはユーザーデバイス）、時間（または時刻）、及び
／または、他のユーザー特性（但し、これらには限定されない）を含めることができる。
【０４１８】
　いくつかの実施形態では、ゲートウェイデータとモバイル通信設備の特性との関係（ま
たは関連付け）を用いて関連性を決定することができる。モバイル通信設備の特性には、
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表示能力、表示サイズ、表示解像度、処理速度、オーディー能力、ビデオ能力、キャッシ
ュ（キャッシュメモリ）の大きさ、記憶能力、メモリ容量（記憶容量）、及びモバイル通
信設備の他の特性（但し、これらには限定されない）を含めることができる。モバイル通
信設備１０２に関連する情報を、無線オペレータ、無線サービスプロバイダー１０８、電
気通信サービスプロバイダー、または、モバイル通信設備１０２に関連する他のプロバイ
ダー（提供者）によって提供することができる。
【０４１９】
　いくつかの実施形態では、関連性を統計的な関係に少なくとも部分的に基づくものとす
ることができる。統計的な関係を、ゲートウェイデータと、モバイル通信設備１０２に関
する情報との間の関係に関連付けることができる。統計的な関係を、ゲートウェイデータ
とパフォーマンス（または性能）基準との間の関係に関連付けることができる。パフォー
マンス（または性能）基準には、処理速度または他の何らかのパフォーマンス（または性
能）基準を含めることができる。
【０４２０】
 　いくつかの実施形態では、ゲートウェイデータをバッチ（または一括で）でまたはリ
アルタイムで処理することができる。
【０４２１】
　いくつかの実施形態では、関連性に少なくとも部分的に基づいて、モバイル固有のコン
テンツとトランスコードされた（または変換された）ウェブページコンテンツを、コンテ
ンツリポジトリー（content repository。コンテンツの保存場所）と混合（または融合ま
たは一体化。以下同じ）することができる。いくつかの実施形態では、アルゴリズムを用
いてコンテンツを混合することができる。 いくつかの実施形態では、アルゴリズムと編
集上の検査の組み合わせを用いてコンテンツを混合することができる。
【０４２２】
　いくつかの実施形態では、混合されたコンテンツ（以下、混合済みのコンテンツという
）をリポジトリーに格納して、モバイル通信設備の特性に対する関連性にしたがって索引
付けすることができる。モバイル通信設備の特性には、表示能力、表示サイズ、表示解像
度、処理速度、オーディー能力、ビデオ能力、キャッシュ（キャッシュメモリ）の大きさ
、記憶能力、メモリ容量（記憶容量）、及びモバイル通信設備の他の特性（但し、これら
には限定されない）を含めることができる。
【０４２３】
　いくつかの実施形態では、ある関係を有するモバイルコンテンツサイトと非モバイル（
すなわちモバイルでない）コンテンツサイトを互いに関連付けることができる。関係には
、たとえば、ある新聞社のモバイルコンテンツサイト及び該新聞社の非モバイルコンテン
ツサイトといった、同一の団体（法人など）によって所有されていることを含めることが
できる。関係には、たとえば、気象情報などの共通の主題（または内容）を含めることが
できる。
【０４２４】
　いくつかの実施形態では、モバイルコンテンツサイトと非モバイルコンテンツサイトと
の間の関係を、スパイダリング(spidering)に少なくとも部分的に基づいて発見すること
ができる。自律エージェント（autonomous agent）または自律ソフトウエアはスパイダリ
ングを提供することができる。このエージェントを、ウェブクローラ（web crawler）、
ウェブスパイダ（web spider）、アント（ant）などとすることができる。たとえば、ス
パイダリングを、エージェントが、既知のＵＲＬにあるウェブページを取り出す（または
検索する）ことから開始することができる。そのウェブページは、メタデータ、ハイパー
リンク、または他のウェブページへの参照を含むことができる。スパイダリングを続けて
、該エージェントが他のウェブページを取り出す（または検索する）ようにすることがで
き、この他のウェブページもまた、メタデータ、ハイパーリンク、または他のウェブペー
ジへの参照を含むことができる。
【０４２５】
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　いくつかの実施形態では、モバイルコンテンツサイトと非モバイルコンテンツサイトの
間の関係を得るプロセスは、ゲートウェイデータ（たとえば、ＷＡＰゲートウェイデータ
、モバイルサーバーゲートウェイデータ、サーバーゲートウェイデータ、及び／または、
無線プロバイダーゲートウェイデータ）を処理することを含むことができる。ゲートウェ
イデータを、ＷＡＰゲートウェイ、または、他のそのような設備、無線通信設備１０４、
追加のサーバーまたはリモートサーバー１３４、または、無線検索プラットフォーム１０
０に関連付けられた任意の他のサーバーまたは設備に関連付けることができる。
【０４２６】
　いくつかの実施形態では、モバイルコンテンツサイトと非モバイルコンテンツサイトの
間の関係を得るプロセスは自己提示（self-submission。セルフサブミッション）を含む
ことができる。モバイルコンテンツサイトのプロバイダーは、該サイトが関係を有する非
モバイルコンテンツサイトの１つまたは複数の識別子を提示することができる。
【０４２７】
　いくつかの実施形態では、非モバイルコンテンツサイトを使用するコンテンツにアクセ
スしようとしているモバイル通信設備のユーザーを、該非モバイルコンテンツサイトがあ
る関係を有するモバイルコンテンツサイトに導くことができる。１例では、モバイル通信
設備のユーザーは、非モバイルウェブサイトであるwww.espn.comに対するクエリーを出す
ことができる。このウェブサイトを、たとえば、「mobile.espn.go.com」という対応する
モバイルコンテンツサイトに関連付けることができる。プロバイダーは、性能の劣る非モ
バイルコンテンツサイトからではなく、該モバイルサイトからのコンテンツを、該ユーザ
ーのモバイル通信設備に提示するように送ることができる。
【０４２８】
　いくつかの実施形態では、ある方法及びシステムを用いて、モバイルコンテンツウェブ
サイトを分析して、ウェブサイトで使用されている主たる言語を特定することができる。
いくつかの実施形態では、コンテンツは、モバイルコンテンツウェブサイトに提示される
キーワードを含むことができる。１例として、自動化システム（たとえば、スパイダリン
グ）は、モバイルコンテンツウェブサイトの各ページを処理することができ、この場合、
共通の言語固有の言葉（単語または句）を除去するために１つ以上のフィルターを通して
処理する。この自動化システムは、さらに、ワード（または単語）を処理して、アクショ
ンリンク（action link）、内部リンク、外部リンクなどに関連付けられた言葉などのグ
ループにすることができ、及び、モバイルコンテンツウェブサイトの主たる言語を示すこ
とができる。
【０４２９】
　いくつかの実施形態では、ゲートウェイデータを用いて、モバイルコンテンツウェブサ
イトの主たる言語を決定することができる。ゲートウェイデータには、ＷＡＰゲートウェ
イデータ、モバイルサーバーゲートウェイデータ、サーバーゲートウェイデータ、及び／
または、無線プロバイダーゲートウェイデータを含めることができる。
【０４３０】
　いくつかの実施形態では、モバイルコンテンツウェブサイトの主たる言語を、アルゴリ
ズム上の検査と編集上の検査の組み合わせを用いて決定することができる。
【０４３１】
　いくつかの実施形態では、ゲートウェイデータを用いて、ウェブサイトに配置されてい
るコンテンツの品質（または特性）を決定することができる。いくつかの実施形態では、
品質（または特性）を、使用されているマークアップ、サイトへの訪問回数、サイトへの
訪問の長さ、複数のサイト、ワード（または単語）の繰り返し、アウトバンドリンク、イ
ンバウンドリンク、ページの年齢、インバウンドリンクの年齢及び成長、インバウンドリ
ンクの使用（使用法や使用量など）、または、他の何らかの品質（または特性）インジケ
ータに関連付けることができる。いくつかの実施形態では、品質の低さを、スパム（すな
わち、望ましくない勧誘）などの望ましくないコンテンツに関連付けることができる。
【０４３２】
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　いくつかの実施形態では、たとえば、キーワード、アンカーテキスト（anchor text）
、参照サイト、内部リンク、外部リンク、及び他の情報などのウェブサイトに関する情報
を用いて、ウェブサイトに配置されているコンテンツの品質（または特性）を決定するこ
とができる。
【０４３３】
　いくつかの実施形態では、ゲートウェイデータには、ＷＡＰゲートウェイデータ、モバ
イルサーバーゲートウェイデータ、サーバーゲートウェイデータ、及び／または、無線プ
ロバイダーゲートウェイデータを含めることができる。
【０４３４】
　いくつかの実施形態では、ウェブサイトに配置されているコンテンツの品質（または特
性）を、アルゴリズム上の検査と編集上の検査の組み合わせを用いて決定することができ
る。アルゴリズム的検査には、スパイダリングなどのツールを使用することを含めること
ができる。
【０４３５】
　いくつかの実施形態では、モバイル通信設備のユーザーを、該ユーザーが定期購読（ま
たは予約購読）をしているコンテンツに関連付けることができる。いくつかの実施形態で
は、定期購読コンテンツを購読している購読者を識別し、該定期購読コンテンツをそれら
の購読者のモバイル検索結果に組み込むためのプロセスを提供することができる。いくつ
かの実施形態では、コンテンツを定期購読しているユーザーに提示されるクエリー結果に
は、定期購読コンテンツと非定期購読（すなわち、定期購読されていないまたは定期購読
用ではない）コンテンツを含めることができる。いくつかの実施形態では、非定期購読コ
ンテンツには、定期購読コンテンツを定期購読させるための勧誘を含めることができる。
勧誘には、スポンサー提供リンク、または、検索結果に含まれる他の販売促進用コンテン
ツが含まれうる。ユーザーは、該結果に含まれている勧誘に応答してコンテンツを定期購
読することができる。
【０４３６】
　いくつかの実施形態では、定期購読コンテンツには、雑誌の定期購読、新聞の定期購読
、ＲＳＳフィード、または、何らかの他のタイプの定期購読コンテンツ（但し、これらに
は限定されない）を含めることができる。
【０４３７】
　いくつかの実施形態では、ユーザーの定期購読データを、ユーザーアカウント、モバイ
ル通信設備、または、何らかの他のデータに関連付けることができる。
【０４３８】
　いくつかの実施形態では、モバイル通信設備１０２の現在位置（現在の場所。以下同じ
）に関する情報を、スポンサーがユーザーの現在位置、過去（または以前）の位置（また
は場所）、将来の位置（または場所）などに少なくとも部分的に基づいてある入札額で入
札する（買い注文を出す）競争入札プロセスにおいて用いることができる。ユーザーのモ
バイル通信設備１０２が位置（または場所）を入力すると、１つまたは複数のスポンサー
に、該スポンサーのコンテンツをユーザーに提示する権利を得るためのある入札額で入札
する機会が与えられる。別の例では、スポンサーは、対象とする位置（また場所）（たと
えば、スポンサーの店舗から１マイル以内）に到達したユーザーにスポンサー提供コンテ
ンツを提示するための将来の権利などに関する入札を事前にすることができる。
【０４３９】
　いくつかの実施形態では、スポンサー提供コンテンツを、ゲームと共にモバイル通信設
備に提示することができる。１つの例では、スポンサー提供コンテンツを、ゲーム表示の
隣に配置されたバナーとすることができ、スポンサー提供コンテンツを、ゲームコンテン
ツに埋め込むことができ、ゲームコンテンツの視覚表示の周囲に配置することができ、ま
たは、該ゲームに近接した他の何らかの物を有することができる。
【０４４０】
　いくつかの実施形態では、スポンサー提供コンテンツを、ビデオと共にモバイル通信設
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備に提示することができる。１つの例では、スポンサー提供コンテンツを、ビデオ表示の
隣に配置されたバナーとすることができ、スポンサー提供コンテンツを、ビデオコンテン
ツに埋め込むことができ、ビデオコンテンツの視覚表示の周囲に配置することができ、ま
たは、該ビデオ表示に近接した他の何らかの物を有することができる。
【０４４１】
　いくつかの実施形態では、スポンサー提供コンテンツを、対話式バナー（インタラクテ
ィブなバナー）の形態で提示することができる。１例では、対話式バナーは、モバイル通
信設備のユーザーに、コンテンツをリストから選択する機会、調査を完了する機会、オフ
ラインコンテンツ（たとえば、オフラインの新聞広告）を見る機会、または、他の何らか
の機会を提供することができる。
【０４４２】
　いくつかの実施形態では、スポンサー提供コンテンツは動的なテキスト（文字または文
書）挿入を含むことができる。１例では、テレビ（受像機）を広告するスポンサー提供バ
ナーは、小売業者のデータベースから得られる、現在の価格、入手可能なユニットの数、
または、他の何らかのテキストベースのデータを示すテキストを動的に挿入することがで
きる。
【０４４３】
　いくつかの実施形態では、スポンサー提供コンテンツを、モバイル通信設備に関連する
が該設備の外部にある変数に少なくとも部分的に基づいて、該モバイル通信設備に提示す
ることができる。１例では、モバイル通信設備の位置（または場所）を、それと同じ位置
（または場所）でまたは該位置の近くで発生したニュース事件（たとえば、交通の遅れを
もたらしている州間ハイウェイの自動車事故）に関連付けることができる。この外部変数
に応答して、ユーザーのモバイル通信設備はスポンサー提供コンテンツを提示することが
でき、該コンテンツを通じて、ユーザーは、交通の遅れを回避するために、代わりの交通
ルートを得ることができる。
【０４４４】
　いくつかの実施形態では、販売促進情報（プロモーション）をモバイル通信設備のユー
ザーに提示することができ、この場合、該販売促進情報は、販売促進活動による利益を得
るために、ユーザーに対して、コンテンツを検索すること、パズルを解くこと、暗号を解
読すること、手がかりを追跡すること、または、他の何らかの行動をとることを要求する
ことができる。
【０４４５】
　いくつかの実施形態では、クーポンを、該クーポンの利益を得るためにオフラインの位
置（または場所）に提示することができるコードの形態でモバイル通信設備に提示するこ
とができる。クーポンを提示するユーザーの行動を、データ格納設備に入力して格納する
ことができる。この格納されたデータをユーザー特性、モバイル通信設備の特性などに関
連付けることができ、これらの関連付けを用いて、対象とする広告、クーポン、抱き合わ
せ販売、より高額な商品の販売などをユーザーに提示することができる。そのようなクー
ポンを提示しているモバイル加入者のそれぞれ毎に、モバイルサービスプロバイダーによ
ってスポンサーに料金を請求することができる。
【０４４６】
　いくつかの実施形態では、ソーシャルネットワークの最も影響力の大きい（または最も
有力な）メンバー（構成員）を特定して、それらのメンバーにスポンサー提供コンテンツ
を送ることができる。ソーシャルネットワークの影響力のあるメンバーを、彼らのネット
ワークメンバーとしてリストされた人物の番号、他のソーシャルネットワークのメンバー
の個人のネットワーク内にソーシャルネットワークのメンバーをリストしている該他のソ
ーシャルネットワークのメンバーの番号、ＳＭＳトラフィック、購入回数によって、また
は、他の何らかの個人的影響の測度（尺度）に基づいて識別することができる。いくつか
の実施形態では、スポンサーは、該スポンサーのスポンサー提供コンテンツを、ソーシャ
ルネットワークのメンバーの影響度に少なくとも部分的に基づいて、ソーシャルネットワ
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ークのメンバーに提供する権利を得るために入札することができる。ソーシャルネットワ
ークのメンバーの影響度を索引付けして、データ格納設備に格納することができる。ソー
シャルネットワークのメンバーの影響度の索引のコンテンツを、モバイルサービスプロバ
イダー、サードパーティなどにライセンス供与する（すなわち、該コンテンツの使用を許
諾する）ことができる。
【０４４７】
　いくつかの実施形態では、スポンサーは、該スポンサーのコンテンツを、キーワード、
位置（または場所）、または、他の何らかのデータに関連付ける排他的権利を得るために
入札することができる。
【０４４８】
　本発明を、図示し詳細に説明した好適な実施形態に関連して開示してきたが、本明細書
に記載した技術の各々を、本明細書に記載した使用態様（使用のシナリオ）の各々、及び
、マーケット用途を含む、本明細書に記載した用途の各々と組み合わせること、関連付け
ること、結合することなどができる。
【０４４９】
　図２１を参照すると、いくつかの実施形態では、ナビゲーション要求２１１２を、モバ
イルキャリア２１０２によって提供される無線キャリアデータ２１０４に関連付けること
によってナビゲーション結果に影響を与えることができる。この場合、無線キャリアデー
タ２１０４を、ユーザーセッションの進行に関するコンテンツ関係、新しいウェブサイト
のコンテンツ発見、アクセス統計、使用統計、アクセスされているモバイルコンテンツの
タイプ、コンテンツアイテムのコンバージョンに続くユーザーのウェブサイトとのインタ
ラクション（相互作用）、モバイル通信設備１０２から受け取ったナビゲーション要求２
１１２、アクセスされているモバイルコンテンツ２１１０のタイプに少なくとも部分的に
基づくオンライン購入プロセスの段階に少なくとも部分的に基づくものとすることや、ウ
ェブサイトに関連するメタデータに関連付けることなどができる。たとえば、ユーザーが
、列車に座って、認定された中古車に関連するウェブサイトに目を通しているとする。い
くつかの実施形態では、訪問されたウェブサイト、アクセスされたコンテンツなどの該ユ
ーザーのセッションに関連する無線キャリアデータ２１０４を、該ユーザーのモバイル通
信設備１０２における該ユーザーの次のナビゲーション要求２１１２に対するコンテンツ
関連性２１０８マッチングのために、モバイルキャリア２１０２から利用することができ
る。該ユーザーの次のナビゲーション要求２１１２が、たとえば、「ローン」対する検索
クエリーであった場合には、利用可能な無線キャリアデータ２１０４に基づいて、該ユー
ザーの過去の行為（アクティビティ）の関連性２１０８は、住宅ローンや個人ローンでは
なく、自動車ローンに対する関連性２１０８を明示することができる。さらに、関連性２
１０８を、モバイル加入者特性データ２１１４、使用履歴データ２１１８、位置（または
場所）データ２１２０、ユーザートランザクションデータ２１２などの、ユーザーのモバ
イル通信設備１０２に関連するデータに関連付けることができる。上記の例を続けると、
該ユーザーのモバイル通信設備１０２に関連するデータはユーザーの自宅住所を示すこと
ができ、「ローン」に対する検索結果は、「自動車」ローンを返すだけでなく、該ユーザ
ーの自宅住所の近くにある金融機関からの自動車ローンを返すことができる。いくつかの
実施形態では、無線キャリアデータ２１０４に関連するコンテンツ関連性２１０８の使用
、及び、ユーザーのモバイル通信設備１０２におけるナビゲーション要求２１１２は、改
善された関連性２１０８を該ユーザーの関心事に対して提供する、ナビゲーション要求２
１１２からのコンテンツ２１１０利益を該ユーザーに提供することができる。
【０４５０】
　図２１は、電話器、携帯電話、セルラーフォン、ＧＳＭフォンなどのモバイル通信設備
１０２におけるモバイル検索結果に影響を与えるために無線キャリアデータ２１０４を使
用する構成を示す。いくつかの実施形態では、無線キャリアデータ２１０４をモバイルキ
ャリア２１０２から受け取ることができる。ユーザーは、モバイル通信設備１０２からナ
ビゲーション要求２１１２を行うことができ、このナビゲーション要求２１１２を、受け
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取った無線キャリアデータ２１０４と共に用いて、コンテンツ関連性２１０を評価するこ
とができ、この場合、該コンテンツ関連性２１０８に少なくとも基づいてモバイル通信設
備１０２にコンテンツ２１１０を提示することができる。いくつかの実施形態では、ナビ
ゲーション要求２１１２を、検索クエリー、ドメインメイン入力、ウェブブラウザのアク
ション、メニュー選択、フォルダ選択、モバイル通信設備１０２の位置（または場所）に
基づく暗黙的または明示的ナビゲーション要求２１１２、トランザクション、広告コンバ
ージョン、広告をクリックすることによる広告コンバージョンなどとすることができる。
たとえば、ユーザーが友人と一緒にショッピングモールにいる十代の少女であり、彼女が
、友人とメールし（または、友人にメールを書き）、衣料品のサイト及びソーシャルネッ
トワークを見ているとする。この場合、これらの行為に関連する、モバイルキャリア２１
０２からの無線キャリアデータ２１０４を、コンテンツ関連性２１０８と将来のナビゲー
ション要求２１１２との関連付けのために提示することができる。この例では、無線キャ
リアデータ２１０４は、彼女がメール書きからどのように進行（または移行）したか、コ
ンテンツウェブサイト、ソーシャルネットワークのメンバー、コンテンツウェブサイトへ
の復帰などに関連するコンテンツ関係、彼女が見つけた新たなコンテンツウェブサイト、
彼女がどのように該サイト内のコンテンツと相互作用（インタラクション）をしたか、彼
女のアクセス統計が、彼女が現在見ているコンテンツウェブサイトを彼女がどのくらいの
頻度で見ているかについて何を述べているか、彼女のソーシャルネットワークのメンバー
が彼女のナビゲーション要求にどのような影響を与えているかなど、彼女の閲覧（ブラウ
ジング）シーケンス（閲覧の順序）が、コンテンツのオンライン購入のステップにどのよ
うな役割を果たしているかなどを含むことができる。
【０４５１】
　上記の例を続けると、ショッピングモールにいるユーザーである十代の少女は、www.ol
dnavy.comなどの衣料品サイトに対するドメイン名入力などの、十代の衣料品に関連する
ナビゲーション要求２１１２を入力することができる。この場合、コンテンツ関連性２１
０８を、Old Navy店のウェブサイトに対するナビゲーション要求２１１２検索クエリーを
、衣料品に関連する該少女の現在の行為（アクティビティ）に関する無線キャリアデータ
２１０４に関連付けることができ、該ユーザーのモバイル通信設備１０２に対するコンテ
ンツを、少女の衣料品、開催中のセール、新しい商品など用のOld Navyウェブページに提
供することができる。いくつかの実施形態では、コンテンツ関連性２１０８が無線キャリ
アデータ２１０４と彼女のナビゲーション要求２１１２との組み合わせから決定されたが
ゆえに、結果として行われる十代の少女のコンテンツ配信は、彼女の関心事に対してより
よく的が絞られたものとなった可能性ある。
【０４５２】
　いくつかの実施形態では、モバイル加入者特性データ２１１４、使用履歴データ２１１
８、位置（または場所）データ２１２０、ユーザートランザクションデータ２１２４、ウ
ェブサイトに関連するコンテキスト情報などの、モバイル通信設備１２０に関連するデー
タによって、コンテンツ関連性２１０８に影響を与えることもできる。上記の例を続ける
と、位置データ２１２０を、コンテンツ関連性２１０８に関して無線キャリアデータ２１
０４及びナビゲーション要求２１１２と組み合わせることができる。この例では、該少女
のドメイン名入力は、該少女が、現在いるか、または、該少女が以前いたショッピングモ
ール内のOLD Navy店に関連するコンテンツを返すことができる。ユーザートランザクショ
ンデータ２１２４は、Old Navyでの以前の購入品に関連する少女コンテンツ２１１０を提
供することができる。モバイル加入者特性データ２１１４は、Old Navyコンテンツに関連
する星占い（ホロスコープ）などの、該少女の年齢または誕生日に関連するコンテンツ２
１１０を該少女に提供することができる。いくつかの実施形態では、ユーザーのモバイル
通信設備１０２に関連するデータは、さらに、コンテンツ関連性２１０８を改善すること
ができる。
【０４５３】
　いくつかの実施形態では、コンテンツ関連性２１０８マッチングは、コンテンツ２１１
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０の効果的な配信の点で重要な側面であり、コンテンツ２１１０を意図した視聴者により
よく的がしぼられたものにすることができる。ユーザーに対する関連性２１０８をより良
好に確保するための１つの方法は、ユーザープロフィール情報、人口統計学的情報、課金
情報などを含む、ユーザーのモバイル通信設備１０２に関連するモバイル加入者特性デー
タ２１１４を利用することである。いくつかの実施形態では、関連性を、年齢、性別、人
種、宗教、市外局番、郵便番号、自宅住所、勤務先住所、請求先住所、信用情報、家族情
報、所得情報、生年月日、出生地、雇用者、職種（または肩書き）、就労期間などからな
るグループから選択することができる。かかる情報を使用することによって、関連性２１
０８は、コンテンツ２１１０を、ユーザーの年齢、住所、性別などのユーザーの個人的な
属性にマッチングさせる（たとえば、突き合わせたり、組にする）ことが可能になる。た
とえば、衣料品用の広告を、ユーザーの年齢、性別、及び、ユーザーが都市部に住んでい
るか田舎に住んでいるかにマッチングさせることができる。中年の男性向けの広告は、ス
ポーツ、自動車、家の修繕（またはリフォーム）などをターゲットにすることができる。
女の子向けの広告は、衣料品などをターゲットにすることができる。高齢者向けの広告は
、健康商品、旅行などをターゲットにすることができる。いくつかの実施形態では、モバ
イル加入者特性情報２１１４に関連して得られた情報は、コンテンツ２１１０をユーザー
にマッチングさせるのに有効であることがわかった。
【０４５４】
　いくつかの実施形態では、関連性２１０８を、オンライン製品購入、オンラインショッ
ピングカートの中身、広告コンバージョンなどの、モバイル通信設備１０２に関連するユ
ーザートランザクションデータ２１２４から得ることができる。たとえば、モバイル通信
設備１０２のユーザーは、何らかの季節に合った婦人用衣料品をたった今購入したところ
である場合がある。今や、そのユーザーは、これ以上季節に合った衣料品を購入すること
に興味がない場合があり、そのため、季節に合った衣料品に対する関連性２１０８を、そ
の購入の結果として大幅に低く（または小さく）することができる。しかし、このユーザ
ーは婦人であり、季節に合った靴をまだ何も購入していないので、靴に対する関連性２１
０８を、その購入の結果として高く（または大きく）することができる。別の実施形態で
は、ユーザーは、新型の自動車用の新しいフロアマットを購入している最中である場合が
あり、これは、該ユーザーが、新型の自動車を購入したばかりであることを示すことがで
きる。結果として、このことは、自動車広告に対する関連性２１０８を低くすることがで
きるが、自動車のケア用品の関連性２１０８を高くすることができる。さらに、ユーザー
トランザクション２１２４は、ユーザーの関心事を示すことができ、及び、ユーザーに対
するコンテンツ２１１０のより良好な関連性２１０８マッチングを提供することができる
。いくつかの実施形態では、モバイル通信設備１０２に関連するユーザートランザクショ
ン２１２４を、コンテンツ２１１０に対するユーザー関連性２１０８を決定する際に効果
的に使用することができる。
【０４５５】
　いくつかの実施形態では、関連性２１０８を、閲覧履歴（ブラウジング履歴）、広告コ
ンバージョン履歴などのモバイル通信設備１０２に関連する使用履歴データ２１１８や無
線キャリアデータなどから得ることができる。たとえば、ユーザーは、プラズマテレビを
閲覧しているところである場合があり、その結果、プラズマテレビ、並びに、ＬＣＤテレ
ビなどの他の類似の製品に関連する広告に対する関連性２１０８を高くすることができる
。この高くされた関連性２１０８は、閲覧が終わると時間の経過とともに小さくなりえ、
このことは、該ユーザーがその後購入をしたということを示すことができる。別の例では
、ユーザーは大学キャンパスのウェブサイトに目を通しているところである場合があり、
その結果、大学、並びに、ラップトップコンピュータなどの大学に関係する消費者製品に
関連するコンテンツ２１１０のターゲットにされることができる。いくつかの実施形態で
は、使用履歴２１１８は、コンバージョン（または変換）された広告のタイプだけでなく
、広告コンバージョン履歴を追跡することもできる。たとえば、ユーザーは、住宅ローン
の利率に対する広告をコンバージョンしているところである場合があり、その結果、該ユ



(91) JP 2010-531626 A 2010.9.24

10

20

30

40

50

ーザーを、住宅ローンの利率に関連するコンテンツ２１１０のターゲットとすることがで
きる。無線キャリアデータを追跡することもでき、該データは、関連性２１０８マッチン
グの向上をもたらす情報を提供することができる。たとえば、ユーザーは、ニューヨーク
市内の金融街から何回もの電話をかける場合があり、その結果、金融などに関連する広告
に対する関連性２１０８を高くすることができる。いくつかの実施形態では、使用履歴２
１１８を用いて、コンバージョン２１１０の選択の際のユーザー関連性２１０８を改善す
ることができる。
【０４５６】
　いくつかの実施形態では、関連性２１０８を、表示能力、表示サイズ、表示解像度、処
理速度、オーディオ能力、ビデオ能力、キャッシュメモリの大きさ、記憶能力、記憶容量
、他のモバイル通信設備の特性などのモバイル通信装置の特性データから得ることができ
る。たとえば、カラフルな切り花を描写しているコンテンツを持つ花屋は、高級なカラー
ディスプレイを持つユーザーに高い関連性２１０８を設定することができ、そのようなコ
ンテンツ２１１０の配信は、所定のキーボードを持つユーザーに高い関連性２１０８を設
定することができ、きめ細かなグラフィックの配信は、好適な処理能力を持つユーザーに
高い関連性２１０８を設定することができる。いくつかの実施形態では、コンテンツ２１
１０の配信を、モバイル通信装置の特性の関連性２１０８に基づくものとすることができ
る。
【０４５７】
　いくつかの実施形態では、関連性２１０８を、位置データ２１２０に関連して得ること
ができる。ＧＰＳ、三角測量、Ｗi－Ｆiを利用する三角測量など、モバイル通信設備１０
２の位置を決定する多くの技術がある。たとえば、モバイル通信設備１０２の位置を、ユ
ーザーが特定の位置（または場所）に入ったときに決定することができ、その位置は、州
（または国）や都市などの複数の地理的位置を含むことができ、その位置を、指定された
位置からの距離にしたがって指定することができ、モバイル通信設備１０２のモバイルコ
ンテンツの何らかの側面に関連付けることができ、以前の位置または現在の位置に関連付
けることができる。たとえば、モバイル通信設備１０２のユーザーが、衣料品のショッピ
ング街に近い位置にいる場合には、衣料品に関連するコンテンツ２１１０に対する関連性
２１０８は高くなりうる。ユーザーが、カーディーラーが連なる場所に近い位置にいる場
合には、自動車のコンテンツ２１１０に対する関連性２１０８は高くなりうる。いくつか
の実施形態では、位置データ２１２０を用いて、モバイル通信設備１０２のユーザーに配
信されるコンテンツ２１１０に対するユーザー関連性２１０８を改善することができる。
【０４５８】
　図２２を参照すると、モバイル通信設備１０２のユーザーは、１つまたは複数のキーワ
ードを用いて検索クエリーを入力することができる。モバイル加入者特性データベース１
１２をモバイル通信設備１０２に関連付けることができる。モバイル加入者データベース
１１２内に、または、該データベースに関連付けられて、ユーザーが購入しているか、ま
たは、定期購読権を取得している定期購読コンテンツに関連する定期購読データ２２１４
が存在しうる。検索結果の一環として、非定期購読コンテンツ２２００及び定期購読コン
テンツ２２０２を含むコンテンツを、モバイル通信設備のディスプレイ１７２に提示する
ことができる。定期購読コンテンツに、非定期購読コンテンツと区別するために、何らか
のやり方でラベルを付けることができる。モバイル通信設備１０２に提示される定期購読
コンテンツを、ユーザーが現在定期購読権を有しているコンテンツ２２０２だけに制限す
ることができる。代替の実施形態では、ユーザーに提示される定期購読コンテンツは、該
ユーザーが現在定期購読権を持っている定期購読コンテンツ２２０２、並びに、該ユーザ
ーが定期購読権を有していない他の関連する定期購読コンテンツ２２０４を含むことがで
きる。ユーザーが定期購読権を持っていない定期購読コンテンツ２２０４を申し込み（オ
ファー）２２０８に関連付けることができる。申し込み２２０８を、さらに、リンクに関
連付けることができ、該リンクを介して、ユーザーは、購入または定期購読権を取得する
ことができる。たとえば、リンク２２１０は、ユーザーに定期購読オーダー・フォーム（
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定期購読注文書）を提示することができ、該オーダー・フォームを通じて、該ユーザーは
、定期購読権を取得することができる。代替的には、リンク２２１２は、定期購読コンテ
ンツ２２０４を取得するために、ユーザーのモバイル通信設備１０２からの電話呼出を定
期購読フルフィルメントセンターに接続することができる。
【０４５９】
　いくつかの実施形態では、定期購読コンテンツ２２０２は、雑誌の定期購読、新聞の定
期購読、ウェブサイトコンテンツ、ブログ、または、他の何らかのタイプの定期購読コン
テンツ（但し、これらに限定されない）を含むことができる。
【０４６０】
　いくつかの実施形態では、定期購読コンテンツ２２０２は、テキスト（文字や文書）、
画像、オーディオファイル、ビデオ、ＲＳＳフィード、または、他の何らかのタイプの定
期購読コンテンツ２２０２を含むことができる。
【０４６１】
　いくつかの実施形態では、ユーザーの定期購読データを、ユーザーアカウント、モバイ
ル通信設備、または、何らかの他のデータに関連付けることができる。
【０４６２】
　いくつかの実施形態では、定期購読コンテンツ２２０２を、モバイル通信設備１０２の
装置（デバイス）特性に対する適合性（または互換性）に少なくとも部分的に基づいて、
電話機に提示することができる。モバイル通信設備の装置特性を、表示能力、表示サイズ
、表示解像度、処理速度、オーディオ能力、ビデオ能力、キャッシュメモリのサイズ、記
憶能力、記憶（メモリ）容量、または、モバイル通信設備の他の何らかの装置特性とする
ことができる。
【０４６３】
　いくつかの実施形態では、電話機に提示される非定期購読コンテンツ２２００を、モバ
イル加入者特性１１２に対する関連性に少なくとも部分的に基づいて選択することができ
る。モバイル加入者特性を、年齢、性別、人種、宗教、市外局番、郵便番号、自宅住所、
勤務先住所、請求先住所、信用情報、家族情報、所得情報、生年月日、出生地、雇用者、
職種（または肩書き）、就労期間、または、他の何らかのモバイル加入者特性１１２とす
ることができる。
【０４６４】
　いくつかの実施形態では、モバイル通信設備に提示される非定期購読コンテンツ２２０
０を、ユーザートランザクションに対する関連性に少なくとも部分的に基づいて選択する
ことができる。ユーザートランザクションはオンライン製品購入を含むことができる。
【０４６５】
　いくつかの実施形態では、電話機に提示される非定期購読コンテンツ２２００は、使用
履歴に対する関連性に少なくとも部分的に基づいて選択される。使用履歴は、閲覧履歴（
ブラウジング履歴）を含むことができる。
【０４６６】
　いくつかの実施形態では、電話機に提示される非定期購読コンテンツ２２００を、ユー
ザーが定期購読しているコンテンツに対する関連性に少なくとも部分的に基づいて選択す
ることができる。この関連性は、ユーザーが定期購読しているコンテンツに関連するコン
テキスト情報に少なくとも部分的に基づくものとすることができる。コンテキスト情報を
、リンク構造、インバウンドリンク、アウトバウンドリンク、テキスト、キーワード、メ
タデータ、または、他の何らかのタイプのコンテキスト情報とすることができる。
【０４６７】
　いくつかの実施形態では、ユーザーは、該ユーザーのモバイル通信設備１０２において
、「General Electric」に対するクエリー入力１２０を行うことができる。このクエリー
を、無線通信設備１０４を介して無線プロバイダー１０８に送ることができる。無線プロ
バイダーは、定期購読データ２２２４にさらに関連付けられているモバイル加入者特性デ
ータベース１１２にアクセスすることができる。定期購読データは、ユーザーがウォール
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ストリートジャーナル（Wall Street Journal）の定期購読権を有していることを示す情
報を含むことができる。本明細書に記載されている方法及びシステムに基づいて関連する
検索結果を返すことの一環として、検索結果は、ウォールストリートジャーナルからの定
期購読コンテンツと非定期購読コンテンツ２２００の両方を含むこともできる。ユーザー
が定期購読コンテンツを購読することを選択したことから、該定期購読コンテンツは、非
定期購読コンテンツ２２００よりも該ユーザーに対する関連性が大きいという想定に少な
くとも部分的に基づいて、該定期購読コンテンツをディスプレイ１７２（への表示）にお
いて優先させることができる。この例を続けると、検索クエリーは、ユーザーが購読して
いないバロンの雑誌（Barron's Magazine）コンテンツなどの定期購読コンテンツ２２０
４などの関連する検索結果を含むことができる。検索結果において、バロンの雑誌を、ユ
ーザーにプレビューのための提示することができ、及び、該ユーザーが定期購読者になる
ようにするための申し込み２２０８に関連付けることができる。この申し込み２２０８を
、バロンの定期購読オーダー・フォーム２２２０へのリンクにさらに関連付けることがで
きる。代替的には、該リンクは、バロンの定期購読フルフィルメントセンターに通じる（
電話）呼出２２２２を開始することができる。モバイル通信設備１０２を用いて定期購読
権を取得すると、ユーザーは、直ちに、その定期購読コンテンツへのアクセス権を得るこ
とができる。
【０４６８】
　いくつかの実施形態では、及び、図２３を参照すると、特定のバーティカルのコンテン
ツへのナビゲーションを支援し、及び／または、有望な応答源（answer source）からの
コンテンツをさっと見るのを支援するために、クエリー分類２３０４の方法及びシステム
を用いてユーザーの意図を識別することができる。ユーザーが何を検索しており、検索の
結果として何を選択しているかを把握するために、ユーザーの検索行為を一貫して分析及
びモニタすることができる。いくつかの実施形態では、検索エンジンは、異なるタイプの
クエリーを分類して、ユーザーの検索を、最短距離で適正なコンテンツに接続することが
できる。こうして、「ice cream boston（アイスクリーム　ボストン）」の検索は、一般
のウェブページよりも局所的なリスト結果を選択することができ、「UA 123」の検索は航
空機の発着情報を返すことができる。
【０４６９】
　いくつかの実施形態では、検索エンジンは、クエリー分類を用いて、ユーザーの検索の
意図及び特異性（または特定性）を識別して、該ユーザーを最良の個々の結果に案内し、
または、該ユーザーのクエリーに応答する結果のカテゴリーに優先順位を付けることがで
きる。いくつかの実施形態では、言語固有のルール（規則）と統計的方法の両方を用いて
ユーザーの意図を識別することができる。言語固有のルールは、絞込み検索（または狭い
検索）を識別して、ユーザーを特定の結果に案内することができる。たとえば、ユーザー
が、「maps nyc,」を検索している場合には、言語固有のルールは、重要な意味を持つ用
語である「maps」、及び特定の位置（または場所）である「nyc」を識別して、該ユーザ
ーはNew York（ニューヨーク）の地図を探していると推測することができる。この例では
、該ユーザーを地図バーティカルによって提供されるニューヨークの地図に案内すること
ができる。第２のクエリー分類ツールである統計的方法は、より広いクエリーに対する結
果の異なるカテゴリーをランク付け（または格付け）することができる。たとえば、ユー
ザーが、モデルである「ナオミ・キャンベル（Naomi Campbell）」などの有名人の名前を
検索している場合には、過去に行われた行為から、該ユーザーは、音楽よりも画像または
新しい記事を探している可能性が高いと推測することができ、したがって、それらのカテ
ゴリーを最初のページの結果の組の一番上に載せて返すことができる。
【０４７０】
　いくつかの実施形態では、クエリー分類エンジンの発見的手法を、言語毎に、または、
オペレータ毎に、全体として調整することができる。クエリー分類２３０４は、所与のク
エリーの適正な表示を支援する検索行為の異なるパターンを識別することができる。分類
２３０４は、システムがユーザーの行為をより多く学習するにつれて、より細かい分類に
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なることができる。
【０４７１】
　いくつかの実施形態では、モバイル通信設備１０２のディスプレイは、ユーザーのクエ
リーに応答し、ユーザーが、該ユーザーのクエリーの曖昧さを除去するのを助け、ユーザ
ーをコンテンツの特性のより深みへと案内し、及び、最も人気のある及び／または最も関
連のあるコンテンツを浮かび上がらせる（バブルアップさせる）ために、「ウィジェット
（widget）」を含むことができる。ウィジェットは、構造化されたまたは半構造化された
データを用いて、ユーザーがコンテンツ検索を最小限にするのを助け、及び、ユーザーの
クエリーに直接応答するのを助けることができる。クエリー分類２３０４に加えて、「学
習」アルゴリズムが、クリック及びインプレッション分析２３１０を用いて、応答／結果
をいつ示すべきか、ページのどこに応答／結果を示すべきか、及び／または、所与のソー
スからのどの程度の量のコンテンツを表示すべきかを決定することができる。このアルゴ
リズムは、適正な結果の組を決定することができるが、編集機能（または編集オーバーラ
イド）を導入して、クエリー結果を能動的に管理／売買することに少なくとも部分的に基
づいてクエリーに対するコンテンツの表示に影響を与えることが可能である。
【０４７２】
　いくつかの実施形態では、エディター（編集プログラムまたは編集者。以下同じ）は、
共通のフォーマット供給物やキーワードをインポート／エクスポートすることができ、表
示テンプレートを選択することができ、及び、関連性の重みをコンテンツのコンポーネン
トタイプに割り当てることができる。たとえば、「音楽」というクエリーはあまりにも範
囲が広いので、アルゴリズムに全てを頼ることができず、その代わりに、編集に関するレ
ビューまたはビジネスレビューを要求することができる。セッション及びユーザーの行為
分析を通じて、エディターは、検索を絞り込む助けになるであろうコンテンツを識別して
、ユーザーが実際に意図しているものにより近付くことができる。クエリーが「音楽」の
場合には、エディターは、スマートコンポーネントを構築して、ジャンルのリンク、ユー
ザーを音楽バーティカルの中へとより深く案内するナビゲーションリンク、及び、ビデオ
リンクを露わにすることができる。これらのリンクがうまく機能しない場合には、エディ
ターは調整を行うことができる。
【０４７３】
　いくつかの実施形態では、人気度管理ツールは、エディターが、アルゴリズムの重み付
けを検査して、スマートコンポーネント及びそれの関連するコンテンツに対する閾値を調
整できるようにすることができる。
【０４７４】
　いくつかの実施形態では、クエリー分類２０３４の方法及びシステムは、モバイル通信
設備１０２に関連する表示ロジック（ディスプレイロジック）に影響を与えることができ
る。１例では、検索クエリーを、クエリー分類方式にしたがって分類することができる。
クエリー分類方式は、バーティカルクラス(Vertical Class)２３１２、ナビゲーションク
ラス（NavigationalClass）２３１４、定義クラス（Definition Class）２３１８、カテ
ゴリークラス（Category Class）２３２０、特異性クラス（Specific Class）２３２２、
クエリー＋修飾子クラス（Query+Modifier Class）２３２４、参照クラス（ReferenceCla
ss）２３２８、アダルトクラス（Adult Class）２３３０、または、他の何らかのクエリ
ークラス（但し、これらに限定されない）を含むことができる。
【０４７５】
　いくつかの実施形態では、バーティカルクラス２３１２は検索バーティカルを含むこと
ができる。検索バーティカルを、コンテンツの分類法に関連付けることができ、一般的検
索とすることができ、または、検索、着信音、画像、ゲーム、イエローページ、気候（天
候）、ホワイトページ、ニュースのヘッドライン、ＷＡＰサイト、ウェブサイト、映画の
開演時間、スポーツの得点、株価、飛行機の出発時刻、地図、方向（または指示）、価格
比較、Ｗi－Ｆiホットスポット、荷物の追跡、ホテルの料金、ファンタジースポーツの成
績（または統計）、ホロスコープ、回答、辞書、市外局番、郵便番号、エンターテインメ
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ント（娯楽）、ブログ、または、他の何らかの検索バーティカルに関連付けることができ
る。
【０４７６】
　いくつかの実施形態では、ナビゲーションクラス２３１４を、識別されたドメイン名、
ＵＲＬ、ウェブサイト、ＩＰアドレス、または、他の何らかのナビゲーションに関する位
置とすることができる。
【０４７７】
　いくつかの実施形態では、定義クラス２３１８を、「定義する」、「定義」、「意味」
、「手段」という用語、または、定義に対する要求に関連する他の何らかの用語を含むク
エリーに関連付けることができる。
【０４７８】
　いくつかの実施形態では、カテゴリークラス２３２０は、検索クエリー内にあるより深
い分類（たとえば、ヒップホップ、ＮＦＬ、サッカー、カメラ）に関連付けられることが
でき、ユーザーがクエリーの曖昧さを除去するのを助けることができるバブルアップコン
テンツ／トピックを含むことができる。
【０４７９】
　いくつかの実施形態では、特異性クラス２３２２を、ユーザーの意図を示すことができ
る、種々のカテゴリー（たとえば、射撃手、ヒンダー（Hinder）、射手座、スモールヴィ
ル（Smallville）、ニコンクールピクス（Nikon coolpix）からの構造化データや抽出さ
れたデータのリストなどとすることができる。
【０４８０】
　いくつかの実施形態では、クエリー＋修飾子クラス２３２４を、サブカテゴリー、ジャ
ンル、及び／または、特定のソースの組み合わせとすることができる。
【０４８１】
　いくつかの実施形態では、参照クラス２３２８を、オンライン百科事典などの参照ソー
スから抽出されたデータとすることができる。
【０４８２】
　いくつかの実施形態では、アダルトクラス２３３０を、ゲーム、賭博、ポルノ、宝くじ
、または、他の何らかの形態のアダルトコンテンツ（成人向けコンテンツ）などのアダル
トコンテンツに関連付けることができる。
【０４８３】
　いくつかの実施形態では、クエリー分類２３０４をインジケータ入力２３０２に関連付
けることができる。インジケータ入力２３０２は、現在のコンテンツの人気度、現在のク
エリーの人気度、現在現れている（または現れつつある）クエリー、現在位置、以前の位
置、ユーザー特性、編集作業、または、モバイル通信設備、該設備のユーザー、及び／ま
たはクエリーコンテンツに関連する他の何らかのインジケータを含むことができる。
【０４８４】
　いくつかの実施形態では、検索クエリー１４２及び／またはインジケータ入力２３０２
に関連するクエリー分類２３０４は、モバイル通信設備１０２に表示される結果のフォー
マッティング（または書式設定）２３０８に影響を与えることができる。たとえば、フォ
ーマッティング２３０８は、カテゴリー結果を拡張することができ、インジケータ入力に
したがって（たとえば、人気度の降順によって）、または、カテゴリーによって、または
、他の何らかのスキーマ（または方式）にしたがって、該結果を配列する（または順序付
ける）ことができる。
【０４８５】
　いくつかの実施形態では、モバイル通信設備１０２に表示される結果のフォーマッティ
ングに関するユーザーの行為（たとえば、コンテンツのクリック）を、クリック及びイン
プレッション分析２３１０にかけることができ、及び、クエリー分類２３０４及び／また
はインジケータ入力２３０２をさらに改良し、構造化し、索引付けし、及び／または配列
する（または順序付ける）ために使用することができる。
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【０４８６】
　いくつかの実施形態では、クエリー１４２をインジケータ入力２３０２及び／またはク
エリー分類２３０４に関連付けることによって、コンテンツとのユーザーの相互作用（イ
ンタラクション）及び他のユーザーによる相互作用の履歴に少なくとも部分的に基づいて
、ユーザーのモバイル通信設備１０２に表示するために、最適なコンテンツの順位（また
は格付け）を決定することが可能である。たとえば、モバイル通信設備１０２にコンテン
ツを提示するための閾値（たとえば、人気度のランク（順位））を決定すること、どのコ
ンテンツタイプを拡大するかを決定することなどが可能である。
【０４８７】
　引き続き図２３を参照して、いくつかの実施形態では、検索クエリー１４２を、モバイ
ル通信設備から受け取ることができ、クエリー分類２３０４の生成を可能にすることがで
きるインジケータ入力２３０２、及び、モバイル通信設備１０２に表示される結果のフォ
ーマッティング２３０８と組み合わせることができる。さらに、クリック及びインプレッ
ション分析２３１０を、モバイル通信設備１０２とのユーザーの相互作用を後続の検索に
おけるクエリー分類２３０４のプロセスにフィードバックするために提供することができ
る。たとえば、仮に、ユーザーが、該ユーザーのモバイル通信設備１０２に「bombing（
爆撃）」という検索クエリーを入力したとする。この場合、検索設備１４２は、この検索
クエリーをクエリー分類２３０４に送ることができる。さらに、クエリー分類２３０４は
、分類の間インジケータ入力２３０２を考慮することができ、今の例では、「bombing」
という語を現在出現しているクエリーとすることができ、おそらく、この語は、今朝のイ
ラクでの爆撃、及び、昨夜のフィリピンでの爆撃を指している。クエリーの一般的性質を
考慮して、この例では、該クエリーをバーティカル２３１２の１つとして分類することが
できる。しかしながら、「bombing」という語は、話題性があり、ユーザークエリーの数
が増大しうるので、ユーザーのモバイル通信設備１０２に提供される最終的なフォーマッ
ティングを、インジケータによって、イラク爆撃が最初にリストされ、フィリピン爆撃が
次にリストされ、他の関連する検索結果がその後にリストされるというように、順序付け
ることができる。いくつかの実施形態では、これを検索の終わりとすることができ、ユー
ザーは、提示された選択肢から１つを選択することができる。
【０４８８】
　上記の例を続けて、代替的には、ユーザーは、結果が提示された後に、提示された選択
肢の１つを選択することなく、「high school bombing（ハイスクール爆撃）」という検
索文字列をタイプ入力することができる。クリック及びインプレッション分析は、以前の
検索結果は該ユーザーの最初の検索文字列にうまくマッチしていなかった可能性が高いこ
と、及び、「high school（ハイスクール）」の追加は、最近の海外の爆撃は、該ユーザ
ーの検索対象ではなかったことを示すものであると判断することができる。そして、追加
された検索文字列を反映するために、インジケータ入力２３０２を修正すること、または
、該インジケータ入力の重要度を低くすること、または、該インジケータ入力を変更する
こと、などができる。しかしながら、今度は、ユーザーの検索文字列は前回よりもはるか
に具体的であり（おそらく、クエリー特性２３０４はカテゴリークラス２３２０に変更さ
れ、該ユーザーが米国の国民であることを示すユーザー特性インジケータ入力１４２が考
慮される）、今回は、米国のハイスクール爆破に関連する結果を選択する。この実施形態
では、検索クエリー１４２結果を絞る際のインジケータ入力２３０２及びクエリー分類２
３０４、並びに、最終的なフォーマッティング２３０８の使用は、該ユーザーのモバイル
通信設備１０２により有効な検索結果を提供することができる。また、クリック及びイン
プレッション分析２３１０のフィードバックを追加することにより、結果が提示された後
のユーザー入力に応じて改良された結果を提供することができる。
【０４８９】
　いくつかの実施形態では、インジケータ入力２３０２は、コンテンツの人気度、クエリ
ーの人気度、モバイル通信設備１０２の現在位置、モバイル通信設備１０２の以前の位置
、ユーザー特性、編集作業生成物、無線プロバイダーによって提供されるデータ、無線プ
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ロバイダーによって提供されるトランザクション履歴、モバイル通信設備１０２のデータ
によって提供されるもの（または、モバイル通信設備１０２のデータによって提供される
トランザクション履歴）、モバイル通信設備１０２上の位置、モバイル通信設備１０２上
の位置の履歴などを含むことができる。インジケータ入力２３０２は、何らかの要因を考
慮した結果として、統計的に検索クエリー１４２にマッチする可能性がより高い結果を提
供することができる。たとえば、「American Idol（アメリカンアイドル）」に対する検
索参照におけるコンテンツの主題の現在の人気度は、現在の米国文化におけるアイドルの
より一般的な検索ではなく、American Idolというテレビ番組を指している可能性が高い
。そのため、このインジケータ入力２３０２がクエリー分類２３０４に提供されると、ユ
ーザーが検索している選択肢がもたらされる可能性が高くなりうる。別の例では、自身が
大学に在学中であることを示すユーザー特性を有しているユーザーが念頭においている「
fashion cloths（ファッションクロス）」という検索語に対する検索結果は、引退（また
は退職）しているユーザーに対する検索結果とは大きく異なりうる。この例では、クエリ
ー分類は、ユーザーの年齢に応じて、現在のファッションの異なるサブカテゴリーをもた
らすことができる。いくつかの実施形態では、インジケータ入力２３０２を使用すること
によって、モバイル通信設備１０２からの検索結果に改良された関連性をもたらすことが
できる。
【０４９０】
　いくつかの実施形態では、分類を、一般検索などの検索バーティカルに少なくとも部分
的に基づいて行うことができ、または、着信音、画像、ゲーム、イエローページ、気候（
天候）、ホワイトページ、ニュースのヘッドライン、ＷＡＰサイト、ウェブサイト、映画
の開演時間、スポーツの得点、株価、飛行機の出発時刻、地図、方向（または指示）、価
格比較、Ｗi－Ｆiホットスポット、荷物の追跡、ホテルの料金、ファンタジースポーツの
成績（または統計）、ホロスコープ、回答、辞書、市外局番、郵便番号、エンターテイン
メント（娯楽）、ブログなどの他の何らかの一般的なカテゴリーに関連付けることができ
る。分類を、ドメイン名、キーワード、カテゴリー、構造化データのリスト、クエリー修
飾子、サブカテゴリー、参照ソース、アダルト分類などに少なくとも部分的に基づいて行
うことができる。クエリー分類２３０４を使用することによって、検索クエリーの範囲を
より限定された可能性の組に絞り込むことができる。たとえば、「define queen（女王を
定義する）」などの、「define（定義する）」という語で始まる検索は、ユーザーが、イ
ギリスの女王やQueen（クィーン）というロックバンドではなく、女王という単語の定義
を探しているだけであることを示している可能性が高い。「define（定義する）」という
語をタイプ入力する代わりに、ユーザーは、「QueenRock」をタイプ入力することができ
、この「Queen Rock」は、クエリー＋修飾子を含むクエリー分類２３０４を表すことがで
き、「Queen」という語が主たるクエリーであり、「rock」という語は、主たる検索クエ
リーを何らかの形で（今の例では、ロックミュージックを示すために）修飾する。いくつ
かの実施形態では、クエリー分類２３０４を使用することによって、可能性の数をより処
理しやすい数に限定することができ、これによって、最終的な結果がユーザーの検索意図
にマッチする可能性を高めることができる。
【０４９１】
　いくつかの実施形態では、フォーマッティングは、たとえば、年齢、性別、人種、宗教
、市外局番、郵便番号、自宅住所、勤務先住所、請求先住所、信用情報、家族情報、所得
情報、生年月日、出生地、雇用者、職種（または肩書き）、就労期間などからなるグルー
プから選択された、モバイル加入者特性１１２との関連に少なくとも部分的に基づいて結
果をグループ分けすることを含むことができる。いくつかの実施形態では、フォーマッテ
ィングは、ユーザートランザクション、使用履歴との関連、ユーザーの前の履歴アクティ
ビティ（履歴行動）を含む使用履歴などに少なくとも部分的に基づいて結果をグループ分
けすることを含むことができる。最終的な結果をフォーマッティングする際にモバイル加
入者特性１１２を用いることによって、ユーザーの検索によりよくマッチする分類された
（またはグループ分けされた）結果を該ユーザーに提供することができ、このことは、モ
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バイル通信設備１０２が使用できる制限された表示スペースに検索結果を表示することに
関してとりわけ有効となりうる。たとえば、高齢のユーザーは、学生のグループに関連す
るニューヨーク市のクラブについての最初の多数の検索結果をスクロールする時間をかけ
ずに、高齢の常連客に関連するクラブにたどり着きたいと思っている。他の例では、ユー
ザーは、該ユーザーの定住所の近くにあるピザ屋、該ユーザーの所得範囲内での旅行計画
、該ユーザーの誕生日の星占い、リストされている職種（または肩書き）または業種に基
づく仕事検索などに興味があるだけの場合がある。フォーマッティングを、ユーザーがた
だのクラブではなく、ジャズクラブを選択したなどのユーザーの使用履歴に関連付けるこ
ともでき、この場合、所定の過去の検索入力を、検索結果がどこに焦点を合わせたかの指
示とすることができる。いくつかの実施形態では、モバイル加入者情報に基づくフォーマ
ッティングは、関連する結果を、検索結果の上部近くに配置しやすくすることができ、こ
れによって、モバイル通信設備１０２に表示された結果のリストを検査することに関連す
る時間を少なくすることができる。
【０４９２】
　いくつかの実施形態では、フォーマッティングは位置との関連（または関連付け）を含
むことができる。ＧＰＳ、三角測量、Ｗi－Ｆiを用いた三角測量などの、モバイル通信設
備１０２の位置を決定するためのいくつかの技術がある。モバイル通信設備１０２の位置
を、ユーザーが特定の位置に入ったときに決定することができ、該設備１０２の位置は、
州（または国）や都市などの複数の地理的領域を含むことができ、該設備１０２の位置を
、指定された位置からの距離にしたがって指定することができ、モバイル通信設備１０２
のモバイルコンテンツの何らかの側面に関連付けることなどができる。たとえば、「spor
ts tickets（スポーツチケット）」という検索文字列を、ボストンに住んでいる人がタイ
プ入力する場合があり、このため、その人は、Red Sox（レッドソックス）、Patriots（
ペイトリオッツ）、及び、他の地元のチームのチケットに興味を持っている可能性がある
。あるいは、該ユーザーは、家から離れている場合があり、その結果、該ユーザーは、該
ユーザーの現在位置に関連するチームのチケットに興味を持っている場合がある。この場
合、該ユーザーの現在位置を、たとえば、ＧＰＳ対応のモバイル通信設備１０２によって
決定することができる。位置に応じてフォーマッティングを行う他の例には、レストラン
、旅行のチケット、エンターティメント（娯楽）、花屋、大学、家の修繕（またはリフォ
ーム）などに関連する位置を含めることができる。いくつかの実施形態では、ユーザーの
モバイル通信設備１０２に提示される最終結果のフォーマッティングを位置によって少な
くとも決定することができ、該フォーマッティングは、検索結果の改良されたリストをユ
ーザーに提供することができる。
【０４９３】
　いくつかの実施形態では、フォーマッティング２３０８は、拡張されたカテゴリー結果
、インジケータによって順序付けられた結果、カテゴリーによって順序付けられた結果、
モバイル通信設備１０２の能力によって少なくとも部分的に順序付けられた結果を含むこ
とができる。この場合、モバイル通信設備１０２の該能力を、オーディオ能力、視覚能力
（またはビジュアル能力）、処理能力、スクリーン（画面）能力などとすることができ、
モバイル通信設備を、電話機、携帯電話、セルラーフォン、ＧＳＭフォンなどとすること
ができる。検索結果のフォーマッティング２３０８を、標準サイズのデスクトップコンピ
ュータやラップトップコンピュータではなく、モバイル通信設備１０２の本来の制限によ
り良く適合するようなやり方で提供することができる。たとえば、モバイル通信設備１０
２の画面サイズが提供できる面積及び解像度は、デスクトップまたはラップトップコンピ
ュータが提供するものよりも非常に小さい場合がある。このことを念頭において、提示さ
れた結果のフォーマッティング２３０８は、画面サイズ、画面解像度、ダウンロード速度
、カラー対白黒などの制限を考慮することができる。いくつかの実施形態では、安価な携
帯電話に関連する小さな画面は、いくつかのＰＤＡで利用可能なサイズがより大きくて解
像度がより高いカラー画面とは対照的に、検索結果の提示を視覚的により控えめにする取
り組みを行うことが必要になりうる。いくつかの実施形態では、ユーザーのモバイル通信
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設備１０２の能力における制限を考慮することによって、検索結果の表示に対するよりユ
ーザフレンドリーなインターフェースを提供することができる。
【０４９４】
　いくつかの実施形態では、検索プロセスのいくつかの側面は、インジケータ入力２３０
２及びフォーマッティング２３０８などの、モバイル通信設備１０２のデータを利用する
ことができる。たとえば、モバイル通信設備１０２のユーザーが自宅ではなく別の州にい
るが、該ユーザーが定期的に電話をかける市外局番の領域にいるとする。さらに、該ユー
ザーは、旅行に行く前のこの一週間の間の、金物店や住宅リフォームウェブサイトへの電
話履歴及び閲覧（ブラウジング）履歴を有している。そして、該ユーザーは、今現在の土
曜日の朝に、「plaster cracks（ひび割れを直す。または、プラスタークラック）」とい
う検索文字列を入力する。この場合、該検索クエリー１４２と共に、ユーザーの使用履歴
及び現在位置に関連するインジケータ入力２３０２をクエリー分類２３０４に提供するこ
とができる。この使用履歴は、該ユーザーが住宅リフォームについて最近考えていた可能
性があること、及び、金物店への電話により、該金物店が、住宅リフォームに関連する資
材（または用具）の購入を期待している可能性があることを示す。そのため、インジケー
タ入力を、住宅リフォームのニーズに対して（または、該ニーズに合わせて）高くするこ
とができる。さらに、インジケータ入力は、今、ユーザーの現在位置を示しており、その
ため、任意のクエリー応答は、該ユーザーの現在位置に対する高くされた関連性を有して
いた可能性がある。住宅リフォームに対するインジケータ入力と共に、検索語であるplas
ter（直す、またはプラスター）とcracks（ひび割れ）を組み合わせることによって、住
宅リフォームという一般的なカテゴリーのうちのプラスター修繕という、クエリー分類の
サブカテゴリーをもたらすことができる。プラスター修繕に対するアドバイス、地元の住
宅リフォーム用品店、プラスター修繕に関するショー（または展示会）やビデオなどにつ
いての応答を生成することができる。ユーザーに提示するための結果をフォーマッティン
グする際に、該ユーザーが、ローズ（Lowes）には何回も電話をしたが、Home Depot（ホ
ーム・ディーポー）または地元の金物店にはほとんど電話をしていないということが使用
履歴からさらにわかる。この好みの結果として、地元のLowesの電話番号は、モバイル通
信設備１０２に表示される応答リストの一番上に置かれ、他のプラスター修繕に関連する
ヒットはその後に載せられる。いくつかの実施形態では、これを検索の終わりとすること
ができ、ユーザーは、提示された選択肢のうちの１つを選択することができる。
【０４９５】
　上記の例を続けて、代替的には、ユーザーは、結果が提示された後に、最初に選択肢の
うちの１つを選択することなく、「plaster this old house（この古い家にプラスター（
しっくい）を塗る）」という検索文字列をタイプ入力することができる。この場合、クリ
ック及びインプレッション分析２３１０は、クエリー分類にフィードバックすることがで
き、「This Old House（この古い家）」というショーに対するインジケータ入力と共に、
「This Old House（この古い家）」というショーからプラスター修繕へのウェブリンクに
対する応答の位置（該応答は、以前は、該ユーザーのモバイル通信設備１０２でのスクロ
ールの便宜のために該ユーザーに対する応答リストのはるか下の方に置かれていた可能性
がある）を高くする。ウェブサイトが上の位置に配置されると、該ユーザーは、該リンク
を選択して検索を終了することができる。いくつかの実施形態では、使用履歴を使用する
ことによって、インジケータ入力２３０２のソース及びフォーマッティング２３０８を絶
えず改善することができ、この結果、ユーザーは、該ユーザーの検索作業にマッチするも
のをより速く見つけることが可能となる。
【０４９６】
　いくつかの実施形態では、ビジネスルールをクエリー分類エンジンに関連付けることが
できる。ビジネスルールは、人気度に関するルール、位置に関するルール、モバイル通信
設備のタイプに関するルール、キーワードマッチングに関するルール、ペアレンタルコン
トロールに関するルール、綴り及び綴り訂正に関するルール、推奨（または推薦）に関す
るルール、ユーザー特性に関するルール、または、他の何らかのビジネスルールを含むこ
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とができる。
【０４９７】
　図２４を参照して、いくつかの実施形態では、モバイル固有のコンテンツ２４１０及び
トランスコード（または変換）されたウェブページコンテンツ２４０８を、コンテンツ統
合設備２４１２に少なくとも部分的に基づいて、混合済みコンテンツリポジトリー２４１
４内で混合することができる。いくつかの実施形態では、非モバイルコンテンツ２４０２
を、トランスコーディング設備２４０４を用いてトランスコード（または変換）すること
ができる。いくつかの実施形態では、コンテンツ（２４０８、２４１０）をアルゴリズム
を用いて混合することができる。いくつかの実施形態では、コンテンツ（２４０８、２４
１０）を、アルゴリズムと編集に関する検査の組み合わせを用いて混合することができる
。モバイル通信設備１０２から受け取ったナビゲーション要求２４００に応答して、コン
テンツ関連性設備２４２０は、混合済みコンテンツリポジトリー２４１４から混合済みの
コンテンツアイテムを選択することができ、関連する混合済みのコンテンツアイテム２４
１８は、モバイル通信設備１０２のディスプレイ１７２に表示されることができる。ナビ
ゲーション要求を、検索クエリー、ドメイン名入力、ウェブブラウザのアクション、メニ
ュー選択、フォルダ選択、暗黙的要求、トランザクション、広告コンバージョン、または
、ナビゲーション要求の他の何らかのタイプとすることができる。
【０４９８】
　いくつかの実施形態では、混合済みのコンテンツを、リポジトリー２４１４に格納して
、モバイル通信設備の装置特性に対する関連性にしたがって索引付けすることができる。
モバイル通信設備の特性には、表示能力、表示サイズ、表示解像度、処理速度、オーディ
ー能力、ビデオ能力、キャッシュ（キャッシュメモリ）の大きさ、記憶能力、メモリ容量
（記憶容量）、または、モバイル通信設備の他の何らかの特性（但し、これらには限定さ
れない）を含めることができる。
【０４９９】
　いくつかの実施形態では、混合済みコンテンツリポジトリー２４１４を、モバイル加入
者特性との関連にしたがって索引付けすることができる。モバイル加入者特性を、年齢、
性別、人種、宗教、市外局番、郵便番号、自宅住所、勤務先住所、請求先住所、信用情報
、家族情報、所得情報、生年月日、出生地、雇用者、職種（または肩書き）、就労期間、
または、他の何らかのモバイル加入者特性とすることができる。
【０５００】
　いくつかの実施形態では、混合済みコンテンツリポジトリー２４１４を、無線キャリア
データとの関連にしたがって索引付けすることができる。無線キャリアデータには、ユー
ザーセッションの進行に関するコンテンツ関係、新しいウェブサイトのコンテンツ発見、
アクセス統計、使用統計、または、何らかの他の無線キャリアデータ（但し、これらには
限定されない）を含めることができる。
【０５０１】
　いくつかの実施形態では、混合済みコンテンツを、モバイル加入者特性やユーザートラ
ンザクションや使用履歴や位置（または場所）やコンテキスト情報に対する関連性、また
は、他の何らかの関連性に基づいて、混合済みコンテンツリポジトリー２４１４から選択
することができる。関連性をスコアとすることができる。使用履歴を、（ウェブページな
どの）閲覧履歴、広告コンバージョン履歴、または、他の何らかの使用履歴のタイプとす
ることができる。
【０５０２】
　１つ例では、タイプ１のモバイル通信設備の場合、混合済みコンテンツリポジトリー２
４１４内の全てのコンテンツ、または、コンテンツの１つのサブセットを、各コンテンツ
が、タイプ１のモバイル通信設備にどの程度良好に表示（または提示）されるかに少なく
とも部分的に基づく関連性にしたがってランク付け（または分類）をすることができる。
いくつかの実施形態では、タイプ１のモバイル通信設備に提示されるコンテンツを、関連
性ランクと合致すること、または、関連性ランクを超えることに少なくとも部分的に基づ
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いて選択することができる。いくつかの実施形態では、モバイル通信設備に提示されるコ
ンテンツを関連性ランクにしたがって（たとえば、最も大きく関連するコンテンツを最初
に、かつ一番目立つ位置に提示する）、または、他の何らかの優先的表示に基づいて順序
付けすることができる。
【０５０３】
　いくつかの実施形態では、「対象が定められたトランスコーディング（targeted trans
coding）」を用いて、所与のハンドセット（電話機または送受話器）の能力に対して最も
適切な結果を提供することができる。対象が定められたトランスコーディングは、モバイ
ル検索インデックス（または、モバイル検索索引）にモバイル（携帯電話など）の存在を
含めることなく高品質のウェブサイトを識別することができ、及び、編集に関して検査さ
れ／改善されたそれらのウェブサイトの高品質のトランスコードされたバージョンを提供
することができる。これらのトランスコードされたサイトを検索インデックスにおいて識
別することができる。いくつかの実施形態では、トランスコードされたサイトを、既存の
モバイル（携帯電話など）に適した結果との関連性に基づいて、標準化（または正規化）
し及び混合することができる。いくつかの実施形態では、トランスコードされたサイトは
、検索エンジン結果ページ上の「トランスコードされた結果」として、ユーザーに識別さ
れることができる。いくつかの実施形態では、トランスコードされたサイトを、トランス
コードされたページの表示をサポートしていない装置に対する結果から完全に排除するこ
とができる。
【０５０４】
　いくつかの実施形態では、一般的なトランスコーディングを用いて、一般的なウェブ検
索バックフィル（web search backfill）によって支援されるユーザーに結果を提示する
ことができる。これらの結果を、代替の結果カテゴリーとして、または、関連するモバイ
ル（携帯電話など）に適した結果または対象が定められたトランスコードによる結果が存
在しないときの最初の結果（または主たる結果）として提示することができる。いくつか
の実施形態では、これらの一般的なウェブ検索結果を、所望に応じて、任意の検索結果の
組から排除することができる。
【０５０５】
　図２５を参照して、いくつかの実施形態では、ユーザーは、該ユーザーのモバイル通信
設備１０２に、非モバイルウェブサイトコンテンツ２５０２を含むウェブサイトに関連す
るウェブサイト要求を入力する場合があり、その結果、該ウェブサイトに許容可能な双方
向性（または対話性または相互作用性）性能を受けることができない場合がある。すなわ
ち、モバイル通信設備１０２のユーザーは、表示（またはディスプレイ）の制約、速度の
制約、キーワードの制約などの、モバイル通信設備１０２に関連する何らかの制限要因に
起因して、モバイル通信設備１０２との相互作用のために最適化されていないコンテンツ
に関連するウェブアドレスを指定する場合がある。いくつかの実施形態では、それと同じ
情報を提供するように専ら設定された代わりのウェブアドレスが存在しうるが、該アドレ
スは、モバイルウェブサイトコンテンツ２５０２が、モバイル通信設備１０２の制限要因
によりよく適合することができるように、及び、許容可能なより高い双方向性性能を発揮
できるように、モバイルウェブサイトコンテンツ２５０２だけを含むように生成された場
合がある。いくつかの実施形態では、ユーザーは、該ユーザーがモバイルウェブサイトコ
ンテンツ２５０２のアドレスを知らなかったり、該ユーザーがモバイルウェブサイトコン
テンツ２５０２のアドレスを思い出さなかったり、該ユーザーが非モバイルウェブサイト
コンテンツサイト２５０４をうっかりして要求したなどの、いくつかの理由により、非モ
バイルウェブサイトコンテンツ２５０４のアドレスを選択する場合がある。いくつかの実
施形態では、本発明は、非モバイルウェブサイトコンテンツ２５０４へのアクセスではな
く代わりのモバイルウェブサイトコンテンツ２５０２へのアクセスをユーザーに提供する
ように、モバイル通信設備１０２の非モバイルウェブサイトコンテンツ２５０４のアドレ
ス要求が、該モバイルウェブサイトコンテンツ２５０２を自動的に見つけるようにするた
めの手段を提供することができる。
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【０５０６】
　たとえば、いくつかの実施形態では、旅行中のユーザーは、該ユーザーのモバイル通信
設備１０２によって、帰りのWest Coast Airlines（ウエストコーストエアライン）の航
空便の予約を変更することを望んで、www.westcoastair.comというＵＲＬを入力すること
ができる。しかしながら、このＵＲＬは、その航空会社の非モバイルウェブサイトコンテ
ンツ２５０４サイトのＵＲＬであって、モバイル通信設備１０２での使用に最適化されて
いないために、双方向性性能の低下を招く可能性がある。いくつかの実施形態では、本発
明は、ユーザーの非モバイルウェブサイトコンテンツ２５０４要求からモバイルウェブサ
イトコンテンツ要求２５１２への自動的なリダイレクションを提供することができる。さ
らに、このリダイレクションを、モバイルウェブサイトコンテンツ２５０２サイトと非モ
バイルウェブサイトコンテンツ２５０４サイトとの間の以前に見出された関連（または関
係）を格納している可能性があるウェブサイト関連データ設備２５１０に関連付けること
ができる。
【０５０７】
　図２５は、本発明の１実施形態を示し、該実施形態では、モバイルウェブサイトコンテ
ンツ２５０２と非モバイルウェブサイトコンテンツ２５０２との間の関連を見出して、非
モバイルウェブサイトコンテンツ要求２５１２を該非モバイルウェブサイトコンテンツに
関連するモバイルウェブサイトコンテンツサイト２５０２にリダイレクションする際に使
用するために格納することができる。いくつかの実施形態では、モバイルウェブサイトコ
ンテンツ２５０２を非モバイルウェブサイトコンテンツ２５０４に関連付けることができ
、この場合、この関連付けは、ウェブサイト関連設備２５０８によって決定され、ウェブ
サイト関連データ設備２５１０に格納される。さらに、ウェブサイト関連データ設備２５
１０を、モバイル通信設備１０２に関連付けることができるモバイル加入者特性データベ
ース２５１８、ユーザートランザクションデータベース２５２０、使用履歴データベース
２５２２などの、数多くの他のデータベースに関連付けることもできる。モバイル通信設
備１０２が非モバイルウェブサイトコンテンツ要求２５１２を行うと、ウェブサイト関連
データ設備２５１０のウェブサイト関連検索２５１４が実行されることができ、ウェブサ
イト関連データ設備２５１０において関連が見つかった場合には、モバイルウェブサイト
コンテンツ２５０２のウェブアドレスをモバイル通信設備１０２に送ることができ、該設
備１０２は、モバイルウェブサイトコンテンツ２５０２を受け取ることができる。
【０５０８】
　たとえば、いくつかの実施形態において、モバイル通信設備１０２を使って典型的には
路上で在庫状況を調べることを望む場合がある請負業者と取引をする配管用品店（そのウ
ェブサイトは、www.plumbingisus.com）がある。モバイル通信設備１０２を使って在庫状
況により簡単にアクセスしようと努力して、請負業者は、モバイル通信設備１０２への表
示専用の別個のウェブページ（ＵＲＬは、www.plumbingisus.mobile.com）を作成してい
る。この例では、www.plumbingisus.comというＵＲＬは、非モバイルウェブサイトコンテ
ンツ２５０４のサイトを表し、www.plumbingisus.mobile.comというＵＲＬは、モバイル
ウェブサイトコンテンツ２５０２を表す。ウェブサイト関連設備２５０８は、これらの関
連についてウェブを絶えず検索することができ、そのような検索を実行する際に、２つの
ウェブサイト間の関連を見出し、ウェブサイト関連設備２５１０にその関連を格納する（
たとえば、２つのＵＲＬ間の関連リンクを格納する）。今、請負業者が、非モバイルウェ
ブサイトコンテンツ要求２５１２として、フィールド内にwww.plumbingisus.comというＵ
ＲＬを入力すると、ウェブサイト関連検索２５１４は、ウェブサイト関連データ設備２５
１０を検査して、２つの配管用品店のＵＲＬ間の関連リンクを見つけ、後続の要求並びに
モバイルウェブサイトコンテンツ２５０２のダウンロードのために該モバイルウェブサイ
トコンテンツ２５０２のＵＲＬをモバイル通信設備１０２に送る。いくつかの実施形態で
は、請負業者は、本発明によって実施される自動リダイレクトに気づかない場合があり、
その場合は、かかる自動リダイレクトがなされない場合よりもナビゲートするのが簡単な
ウェブサイトを見るだけであろう。
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【０５０９】
　いくつかの実施形態では、ある関係を有するモバイルウェブサイトコンテンツサイトと
非モバイルウェブサイトコンテンツサイトを、ウェブサイト関連設備２５０８によって互
いに関連付けることができる。この関係を、たとえば、新聞のモバイルウェブサイトコン
テンツ２５０２サイトとそれの非モバイルウェブサイト２５０４コンテンツサイトを１つ
の事業体（法人など）が所有することなどの、多数の要因に基づいて決定することができ
る。さらに、この関係を、たとえば気象情報などの共通の主題を含む他のものに基づくも
のとすることができる。
【０５１０】
　いくつかの実施形態では、モバイルウェブサイトコンテンツ２５０２サイトと非モバイ
ルウェブサイトコンテンツ２５０４サイトとの間の関係を、スパイダリング(spidering)
に少なくとも部分的に基づいて見出すことができる。自律エージェントまたはソフトウエ
アエージェントがスパイダリングを提供することができる。このエージェントを、ウェブ
クローラ（web crawler）、ウェブスパイダ、アント（ant）などとすることができる。た
とえば、スパイダリングを、エージェントが既知のＵＲＬにあるウェブページを取り出す
ことから開始することができる。そのウェブページは、メタデータ、ハイパーリンク、ま
たは他のウェブページへの参照を含むことができる。スパイダリングは、該エージェント
が他のウェブページを取り出すことによって継続することができ、該他のウェブページも
また、メタデータ、ハイパーリンク、または他のウェブページへの参照を含むことができ
る。いくつかの実施形態では、自己提出物（self-submission）がペイドインクルージョ
ンサービス（有料のインクルージョンサービス）に関連付けられているときや、スパイダ
リングを、ウェブサイトの１つ以上のルートページから始まるウェブページをトラバース
し、それらのページからのリンクをトラバースする自動化プロセスとすることができると
きなどに、コンテンツをスパイダリングすることによって、モバイルウェブサイトコンテ
ンツ２５０２と非モバイルウェブサイトコンテンツ２５０４との間の関連付けを確立する
ことができる。
【０５１１】
　いくつかの実施形態では、モバイルウェブサイトコンテンツ２５０２サイトと非モバイ
ルウェブサイトコンテンツ２５０４サイトとの間の関連付けを得るプロセスは、ゲートウ
ェイデータ（たとえば、ＷＡＰゲートウェイデータ、モバイルサーバーゲートウェイデー
タ、サーバーゲートウェイデータ、及び／または、無線プロバイダーゲートウェイデータ
）を処理することを含むことができる。ゲートウェイデータを、ＷＡＰゲートウェイ、ま
たは、他のそのような設備、無線通信設備１０４、追加のまたはリモートのサーバー１３
４、または、無線検索プラットフォーム１００に関連する他の任意のサーバーまたは設備
に関連付けることができる。たとえば、ある関係を示すパターンがゲートウェイデータに
現れる場合がある。モバイル通信設備の多くのユーザーは、最初の（または第１の）ペー
ジと短時間だけ相互作用するとすぐに次の（または第２の）ページに行く場合があるが、
これは、該次のページが、該ユーザーが探しているか、または、モバイル通信設備により
適したページであることの指標となりうる。
【０５１２】
　いくつかの実施形態では、モバイルウェブサイトコンテンツ２５０２サイトと非モバイ
ルウェブサイトコンテンツ２５０４サイトとの間の関係を得るプロセスは、自己提出（se
lf-submission）を含むことができる。モバイルコンテンツサイトのプロバイダー（提供
者）は、該モバイルコンテンツサイトがある関係を有する非モバイルコンテンツサイトの
１つまたは複数の識別子を提出することができる。
【０５１３】
　いくつかの実施形態では、モバイルウェブサイトコンテンツ２５０２と非モバイルウェ
ブサイトコンテンツ２５０４の関連を、ＷＡＰゲートウェイデータ、モバイルサーバーゲ
ートウェイデータ、サーバーゲートウェイデータ、リモートサーバーのデータなどを含む
、無線キャリアデータに少なくとも部分的に基づくものとすることができる。いくつかの
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実施形態では、確立された関連付けを、モバイルウェブサイトがある関係を有することが
できる非モバイルウェブサイトの１つの識別子を提供したり、モバイルウェブサイトがあ
る関係を有することができる非モバイルウェブサイトの複数の識別子を提供するといった
、モバイルウェブサイトの所有者による自己提出の結果とすることができる。
【０５１４】
　いくつかの実施形態では、モバイルウェブサイトコンテンツ２５０２と非モバイルウェ
ブサイトコンテンツ２５０４との関連付けを、リンク構造、インバウンドリンク、アウト
バウンドリンク、リンク、テキスト（文字や文など）、キーボード、メタデータ、アンカ
ーテキストなどの、ウェブページに関連するコンテキスト情報に少なくとも部分的に基づ
くものとすることができる。この関連付けを、複数のウェブサイトに関連するコンテキス
ト情報の比較、ウェブサイトの品質（または特性）のインジケータ（指標）などに少なく
とも部分的に基づいて確立することができる。この比較は、２つのサイトの情報の統計的
分析を含むことができる。
【０５１５】
　いくつかの実施形態では、非モバイルウェブサイトコンテンツ２５０４サイトを使って
コンテンツにアクセスしようとしているモバイル通信設備１０２のユーザーを、該非モバ
イルウェブサイトコンテンツ２５０４サイトがある関係を有しているモバイルウェブサイ
トコンテンツ２５０２サイトに導くことができる。１つの例では、モバイル通信設備１０
２のユーザーは、非モバイルウェブサイトであるwww.espn.comに対するクエリーを提出す
ることができる。このウェブサイトを、対応するモバイルウェブサイトコンテンツ２５０
２サイト（たとえば、mobile.espn.go.com）に関連付けることができる。プロバイダーは
、該コンテンツを、性能のより低い非モバイルコンテンツサイトではなくモバイルサイト
から、ユーザーのモバイル通信設備１０２に提示するために送ることができる。
【０５１６】
　別個のウェブサイト間の関連付けを、コンテキスト情報やゲートウェイデータなどの多
くの要因に基づくものとすることができる。他の実施形態では、関連付けを、明示的なリ
ンク構造に基づくものとすることができる。
【０５１７】
　図２６を参照して、いくつかの実施形態では、非スポンサー提供コンテンツ２６０２を
、スポンサー提供コンテンツ２６０８に関連付けて、該コンテンツ２６０８と組み合わせ
ること、及び、単一のコンテンツとしてモバイル通信設備１０２に提示することができる
、この場合、非スポンサー提供コンテンツ２６０２を、ゲーム、ビデオ、テキストなどと
することができ、スポンサー提供コンテンツ２６０８を、広告、シンジケートされたコン
テンツなどとすることができる。いくつかの実施形態では、スポンサー提供コンテンツ２
６０８で非スポンサー提供コンテンツ２６０２を囲んだり、スポンサー提供コンテンツ２
６０８を非スポンサー提供コンテンツ２６０２の下に置いたり、スポンサー提供コンテン
ツ２６０８を非スポンサー提供コンテンツ２６０２の両側に置いたり、スポンサー提供コ
ンテンツ２６０８を非スポンサー提供コンテンツ２６０２の上に置いたりなどして、非ス
ポンサー提供コンテンツ２６０２をスポンサー提供コンテンツ２６０８に埋め込むことが
できる。さらに、非スポンサー提供コンテンツ２６０２とスポンサー提供コンテンツ２６
０８との間の関連付けを、モバイル加入者特性、ユーザートランザクション、使用履歴、
位置（または場所）、ウェブサイトに関連するコンテキスト情報などのモバイル通信設備
の関連性２６０４に関連するものとすることができる。
【０５１８】
　いくつかの実施形態では、ユーザーのモバイル通信設備１０２に関連するデータは、関
連性２６０４を決定するのに役立つことができる情報を、モバイル加入者特性データベー
ス１１２、使用履歴データベース２６１８、位置（または場所）データベース２６２０、
トランザクションデータベース２６２２、ウェブサイトに関連するコンテキスト情報２６
２４などから提供することができる。
【０５１９】
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　たとえば、いくつかの実施形態では、十代の男子が、彼らのモバイル通信設備１０２の
アクティビティ（活動）の一部として、電話で話したり、メールをしたりしている場合が
あり、彼らの電話には、新しいスパイダーマン（Spiderman）映画の無料のビデオ予告編
を再生して見ることができるという指示（または案内）が表示される。この場合、ユーザ
ーがそのリンクをクリックすると、非スポンサー提供コンテンツ２６０２を表わしている
スパイダーマンのビデオを、そのビデオの周囲に配置された広告と共にユーザーに配信す
ることができる。この周囲に配置された広告はスポンサー提供コンテンツ２６０８を表し
ている。いくつかの実施形態では、該ビデオと周囲に配置された広告の両方を、十代の男
子に対する該ビデオ及び該広告の関連性２６０４にしたがって選択することができる。ユ
ーザーに対する非スポンサー提供コンテンツ２６０２及びスポンサー提供コンテンツ２６
０８の関連性２６０４を、該ユーザーの年齢、十代の若者のプロフィールにマッチするモ
バイル通信設備１０２の使用履歴などを指定するモバイル加入者特性によって決定するこ
とができる。ビデオを、配信される広告に埋め込み、該広告の隣に配置するなどして、ビ
デオが再生されると、該広告が十代の若者にはっきりと見えるようにすることができる。
いくつかの実施形態では、該十代の若者がビデオを再生すると彼らは該広告を見ることを
余儀なくされることから、該ビデオの再生を無料とすることができる。いくつかの実施形
態では、ビデオの再生が無料であるのは、十代の若者が該ビデオをダウンロードする意思
があるという事実、及び、ビデオが無料であるために該十代の若者が広告の存在を許容す
るという事実に起因する。いくつかの実施形態では、スポンサー提供コンテンツ２６０８
と共に埋め込まれた非スポンサー提供コンテンツ２６０２の関連性２６０４マッチングは
、ユーザーに関連しかつ該ユーザーが許容できる広告の効果的な配信手段を提供すること
ができる。
【０５２０】
　いくつかの実施形態では、関連性２６０４マッチングは、スポンサー提供コンテンツ２
６０８の効果的な配信という面で重要な側面であり、スポンサー提供コンテンツ２６０８
を意図した視聴者によりよく狙いを絞ったものにすることができる。ユーザーに対する関
連性２６０４をより良好に確保するための１つの方法は、ユーザーのモバイル通信設備１
０２からのモバイル加入者特性データ１１２を利用することである。この場合、このモバ
イル加入者特性データには、ユーザープロフィール情報、人口統計学的情報、課金情報な
どが含まれる。かかる情報を使用することによって、ユーザーの年齢、アドレス、性別な
どのユーザーの個人的属性（または個人的特質）に対するスポンサー提供コンテンツ２６
０８の関連性２６０４マッチングを行うことが可能になる。たとえば、衣料品の広告を、
ユーザーの年齢、性別、及び、ユーザーが都市部に住んでいるか田舎に住んでいるかにマ
ッチングさせる（すなわち、適合するものと組にする）ことができる。中高年の男性向け
の広告は、スポーツ、自動車、自宅の修繕（またはリフォーム）などを対象とすることが
できる。少女向けの広告は、衣料品などを対象とすることができる。高齢者向けの広告は
、健康製品や旅行などを対象とすることができる。いくつかの実施形態では、モバイル加
入者特性情報から得られた情報は、配信される広告だけでなく、非スポンサー提供コンテ
ンツ２６０２とのマッチングのためにも有効なものとなりうる。たとえば、近付いてくる
ターゲットを宇宙船で狙撃する電子ゲームは、若い視聴者に対しては、関連性２６０４の
ある非スポンサー提供コンテンツ２６０２でありうるが、現行利率へのリンクを有する住
宅ローン広告、個人広告へのリンクを有する交際相手紹介広告、パズル、クロスワード、
ユーモラスな対話式の漫画、選挙中の政治的メッセージ、年長の視聴者により適した他の
ゲームなどの他の非スポンサー提供コンテンツ２６０２は、年長の視聴者によりよくマッ
チする場合がある。いくつかの実施形態では、年齢、性別、アドレスなどのプロフィール
データは、モバイル通信設備１０２のユーザーに対するスポンサー提供コンテンツ２６０
８及び非スポンサー提供コンテンツ２６０２の最初の関連性２６０４マッチングには十分
でありうる。
【０５２１】
　いくつかの実施形態では、関連性２６０４を、オンライン製品購入、オンラインショッ
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ピングカートの中身、広告コンバージョンなどの、モバイル通信設備１０２に関連するユ
ーザートランザクションデータ２６２２から得ることができる。たとえば、モバイル通信
設備１０２のユーザーは、何らかの婦人用の季節に合った衣類をたった今購入したところ
かもしれない。今は、該ユーザーは季節に合った衣類をこれ以上購入することには関心が
ない場合があり、そのため、この購入の結果として、季節に合った衣類に対する関連性２
６０４を大幅に低く（または小さく）することができるが、該ユーザーが婦人であって、
まだ季節に合った靴を何も購入していないので、その購入の結果として、靴に対する関連
性２６０４を高く（または大きく）することができる。別の例では、ユーザーは、新型の
自動車用の新しいフロアマットを購入している最中である場合があり、これは、該ユーザ
ーが、新型の自動車を購入したばかりであることを示す場合がある。結果として、このこ
とは、自動車広告に対する関連性２６０４を低くすることができるが、自動車のケア製品
の関連性２６０４を高くすることができる。さらに、ユーザートランザクションは、ユー
ザーの関心事を示すことができ、及び、ユーザーに対する非スポンサー提供コンテンツ２
６０２のより良好な関連性２６０４マッチングを提供することができる。たとえば、ユー
ザーは、電子ゲームをオンラインで購入することができるが、このことは、ゲームである
非スポンサー提供コンテンツ２６０２が関連性２６０４マッチしうることを示す。ユーザ
ーは、航空券を購入することができるが、これは、該ユーザーが飛行機上で新しいゲーム
またはパズルをすることを望んでいるかもしれないことを示す。ユーザーは、リフォーム
（または家の修繕）材料を購入している最中である場合があるが、これは、該ユーザーが
、より大規模なリフォームの可能性を調査するために、住宅担保ローンの非スポンサー提
供コンテンツ２６０２に関心がありうることを示す。いくつかの実施形態では、モバイル
通信設備１０２に関連するユーザートランザクションを、スポンサー提供コンテンツ２６
０８とユーザーインタラクション（相互作用）用の非スポンサー提供コンテンツ２６０２
との関連性を決定する際に効果的に用いることができる。
【０５２２】
　いくつかの実施形態では、関連性２６０４を、（ウェブページなどの）閲覧履歴や広告
コンバージョン履歴などの、モバイル通信設備１０２に関連する使用履歴データ２６１８
や無線キャリアデータなどから得ることができる。たとえば、ユーザーは、プラズマテレ
ビに関する（ウェブページなどを）閲覧している最中である場合があり、その結果、プラ
ズマテレビ、並びに、ＬＣＤテレビなどの他の類似の製品に関連する広告に対する関連性
２６０４を高くすることができる。この高くされた関連性２６０４は、（ウェブページな
どの）ブラウジング（閲覧）が終わると時間の経過と共に小さくなりうるが、これは、該
ユーザーがその後購入をしたことを示す場合がある。別の例では、ユーザーは、大学キャ
ンパスのウェブサイトに目を通している最中である場合があり、その結果、該ユーザーは
、大学、並びに、ラップトップコンピュータなどの大学に関係する消費者製品の広告に埋
め込まれた電子ゲームまたはビデオのターゲットとされることができる。いくつかの実施
形態では、使用履歴は、コンバージョンされた広告のタイプだけでなく、広告コンバージ
ョン履歴を追跡することもできる。たとえば、ユーザーは、住宅ローンの利率に対する広
告をコンバージョンしているところである場合があり、その結果、該ユーザーを、住宅ロ
ーンの利率に関連する広告または非スポンサー提供コンテンツ２６０２のターゲットとす
ることができる。無線キャリアデータを追跡することもでき、該データは、関連性２６０
４マッチングの向上をもたらす情報を提供することができる。たとえば、ユーザーは、ニ
ューヨーク市内の金融街から何回もの電話をかける場合があり、その結果、金融に関連す
る広告や、金融に関連するシンジケートされたコンテンツなどの非スポンサー提供コンテ
ンツ２６０２に対する関連性２６０４が高くなりうる。いくつかの実施形態では、使用履
歴を用いて、モバイル通信設備１０２のユーザーに提示されているスポンサー提供コンテ
ンツ２６０８と非スポンサー提供コンテンツ２６０２の選択の際の関連性２６０４を改善
することができる。
【０５２３】
　いくつかの実施形態では、関連性２６０４を、位置（または場所）の履歴、以前の位置
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、現在の位置、特定のモバイル通信設備１０２の位置座標にしたがって決定された位置、
ユーザーが入った（または入力した）位置（または場所）によって決定された位置、複数
の地理的領域としての位置、指定された位置からの距離にしたがって決定された位置など
の、モバイル通信設備１０２に関連する位置データ２６２０から得ることができる。たと
えば、モバイル通信設備１０２のユーザーが、衣類のショッピング街に近い場所にいる場
合には、衣類に関連する広告に対する関連性２６０４は高くなりうる。ユーザーが、カー
ディーラーが連なる場所に近い位置にいる場合には、自動車の広告に対する関連性２６０
４は高くなりえ、おそらく、自動車レースゲームなどの自動車に関連する非スポンサー提
供コンテンツ２６０２に対する関連性２６０４もまた高くなるだろう。いくつかの実施形
態では、位置を用いて、モバイル通信設備１０２のユーザーに提示されているスポンサー
提供コンテンツ２６０８及び非スポンサー提供コンテンツ２６０２の選択の際の関連性２
６０４を改善することができる。
【０５２４】
　いくつかの実施形態では、関連性２６０４を、リンク構造内の情報、インバウンドリン
ク内の情報、アウトバウンドリンク内の情報、リンク内の情報、テキスト、キーワード、
メタデータなどの、ウェブサイト２６２４に関連するコンテキスト情報から得ることがで
きる。たとえば、ユーザーは、該ユーザーのモバイル通信設備１０２で園芸（またはガー
デニング）ウェブサイトをブラウジングしている最中である場合があり、該ユーザーは、
屋外での植栽及び庭園設計に関するコンテンツを選択する場面に遭遇する。いくつかの実
施形態では、このコンテンツをユーザーが選択することにより、屋外用の園芸用品、造園
家、屋外のリフォームなどに対する関連性２６０４の上昇をもたらすことができ、この場
合、これらのコンテンツの主題に関するスポンサー提供コンテンツ２６０８に、園芸に関
するパズル、家のリフォームの貸出金利などの、コンテンツの内容に関する双方向性要素
（または対話型要素）２６０２を付随させることができる。別の例では、ウェブサイトは
、木工のウェブサイトへのリンクなどの、ある主題（テーマ）に対する関連性２６０４を
提案することができるインバウンドリンクまたはアウトバウンドリンクを有することがで
きるが、これは、該ユーザーが、家具を作ることに関連する道具や用品に関心を持ってい
る可能性があることを示す。これは、また、該ユーザーの性別及び年齢の指標ともなりう
る。なぜなら、木工は、一般に、高齢の中流階級の男性の関心事でありうるからである。
それゆえ、これによって、自宅での活動としての木工に関連する動力工具に的を絞った広
告と共に配信される、年齢及び性別に適した非スポンサー提供コンテンツ２６０２を生成
することができる。いくつかの実施形態では、ウェブサイトに関連するコンテキスト情報
を用いて、モバイル通信設備１０２のユーザーに提示されている非スポンサー提供コンテ
ンツ２６０８とスポンサー提供コンテンツ２６０２の選択の際の関連性２６０４を改善す
ることができる。
【０５２５】
　いくつかの実施形態では、スポンサー提供コンテンツ２６０８がモバイル通信設備１０
２のユーザーの前に現れている時間を改善するために、広告などのスポンサー提供コンテ
ンツ２６０８を、ビデオ、ゲーム、コンテンツリンクのアニメーション化された組などの
非スポンサー提供コンテンツ２６０２と共に該ユーザーに配信することができる。すなわ
ち、ユーザーがしたいゲームが該ユーザーに配信され、ある広告が、モバイル通信設備１
０２のディスプレイにおいて該ゲームのコンテンツを囲んでいる場合には、ユーザーに対
する該広告の効果が高められることになる。さらに、スポンサー提供コンテンツ２６０８
と非スポンサー提供コンテンツ２６０２のユーザーに対する関連性２６０４を高くするこ
とによって、広告の効果を高めることができる。すなわち、提示された広告がユーザーに
関連性２６０４を有する場合には、該ユーザーは、該広告によって影響を受ける可能性が
より高く、非スポンサー提供コンテンツ２６０２が該ユーザーに対してより高い関連性２
６０４を有する場合には、該ユーザーは、より長い間ビデオを再生し、またはゲームをす
る可能性がより高く、したがって、該広告が該ユーザーの前に現れている時間が長くなる
可能性が高くなり、これはまた、該広告の効果を高めることができる。いくつかの実施形



(108) JP 2010-531626 A 2010.9.24

10

20

30

40

50

態では、モバイル通信設備１０２のユーザーに提示されているスポンサー提供コンテンツ
２６０８と非スポンサー提供コンテンツ２６０２の選択の際の改善された関連性２６０４
は、スポンサー提供コンテンツ２６０８の効果を高めることができるが、これは、スポン
サーシップ設備１６２に関連するスポンサーの数をさらに多くすることができる。
【０５２６】
　図２７を参照して、いくつかの実施形態では、スポンサー１２８は、電話機、携帯電話
、セルラーフォン、ＧＳＭフォンなどのユーザーのモバイル通信設備１０２に、排他的ス
ポンサー提供コンテンツ２７１０を配信するために入札２７０２することができる。スポ
ンサー１２８が互いに競争入札をしているスポンサーシップモデルに適した状況の例には
、たとえば、ごく近い場所にあるカーディーラー、ショッピングモール内の衣料品店、同
じ町内の複数の食料品店、Borders（ボーダーズ）とBarnes & Noble（バーンズ・エンド
・ノーブル）、Lowes（ロウズ）とHome Depot（ホーム・ディーポー）などの一対一の競
争相手、互いに近くにあるレストラン、などのグループ分けがある。いくつかの実施形態
では、ユーザーのモバイル通信設備１０２への排他的スポンサー提供コンテンツ２７１０
の配信に対する直接競争の入札モデルは、競合するスポンサー１２８が、ユーザーの同じ
排他性特性２７０４をターゲットにしている任意の状況において有効でありうる。
【０５２７】
　図２７は、モバイルスポンサー提供コンテンツに排他的に入札するための方法及びシス
テムを示す。いくつかの実施形態では、入札２７０２を、ユーザーのモバイル通信設備１
０２に提示するための排他的スポンサー提供コンテンツ２７１０のために受けることがで
き、該入札２７０２には、入札額２７０８含めることができ、及び、モバイル加入者特性
データベース２７１４、使用履歴データベース２７１８、位置データベース２７２０、ト
ランザクションデータベース２７２４、モバイル通信装置特性データベース２７２２など
からの、ユーザーに関する少なくとも１つの排他的特性２７０４を含めることができる。
入札２７０２を、競売、公開入札、非公開入札などとして行うことができる。さらに、モ
バイル通信設備１０２に提示するための、スコアや格付け（または人気度）などの関連性
２７１２に少なくとも部分的に基づいて、該排他的特性２７０４を、該排他的スポンサー
提供コンテンツ２７１０にマッチングさせる（突き合わせる、または、組にする）ことが
できる。たとえば、Flemington New Jersey（ニュージャージー州のフレミントン）のル
ート２０２は、アウディ、ＢＭＷ、ビュイック（Buick）、シボレー（chevrolet）、クラ
イスラー（Chrysler）、ドッジ（Dodge）、フォード（Ford）、ＧＭＣ、インフィニティ
（Infiniti）、ジープ（Jeep）、リンカーン（Lincoln）、マーキュリー（Mercury）、日
産、マツダ、ポンティアック（Pontiac）、ポルシェ（Porsche）、スバル、及び、フォル
クスワーゲン（Volkswagen）を含む１８の新しいカーディーラーを有し、それらの全てが
同じ道路沿いにある。新しいカーディーラーのこの大きな集合は、自動車を買うためにこ
のエリアにくる見込み客に強力な競争を呈する。ユーザーは、このエリアには販売中の主
要な自動車が実質的に全てあることを知っているが、各ディーラーが、現在何をセール（
特売）として提供しているか、各ディーラーが在庫している保証付きの中古車などの現在
の購入できるモデルが何かを事前にほとんど知らないでこのエリアを訪問する場合がある
。これは、ユーザーがそのエリアに車で入ると該ユーザーのモバイル通信設備１０２に配
信されるスポンサー提供コンテンツ２７１０に基づいて、該ユーザーが最初にどこを見る
かに関するバイヤーの指示を該ユーザーが得ることができ、カーディーラースポンサーは
、ユーザーのモバイル通信設備１０２への排他的アクセスに対して入札２７０２する意思
がある場合がある状況でありうる。この場合、スポンサー提供コンテンツの配信は、ユー
ザーのモバイル通信設備１０に関する情報（たとえば、モバイル加入者特性）に少なくと
も部分的に基づく。
【０５２８】
　上記の例を続けると、ディーラーは、該ディーラーをより望ましいターゲットにするユ
ーザーのある側面に的を絞ることができ、それらの側面を排他性特性２７０４と呼ぶ場合
があり、排他的スポンサー提供コンテンツ２７１０に対するユーザーの排他性特性２７０
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４の関連性２７１２マッチングによって、該ユーザーの好みに対する該排他的スポンサー
提供コンテンツ２７１０の効果をよりよく確保することができる。たとえば、多くのディ
ーラーがスポーツカーを売りに出している場合があり、かつ、ユーザーのモバイル通信設
備１０２へのアクセスに対して入札２７０２する意思があるが、このことは、ハイエンド
のスポーツカーの買い手に関連付けられることができるユーザープロフィールのおかげで
、この例では特に有効でありうる。すなわち、高所得の男性は、自身の意思決定の際に自
身のモバイル通信設備１０２を利用する可能性が高いであろう。このプロフィールが与え
られると、ディーラースポンサー１２８は、排他性特性２７０４（この場合には、ハイエ
ンドのスポーツカーとのユーザーの排他性特性２７０４の関連性２７１２に基づいて入札
をすることを望む場合があり、この排他性特性は、該ユーザーが所定の年齢を超えている
ことを示すモバイル加入者特性２７１４、該ユーザーがスポーツカーのウェブサイト（ま
たはウェブページ）を閲覧したことがあることを示す使用履歴２７１８、該ディーラーに
近い位置（または場所）２７２０、該ユーザーが、大きな高解像度ディスプレイを備えた
モバイル通信設備を有していることを示すモバイル通信装置特性２７２２、該ユーザーが
支出プロフィールを大幅に上げたことを示すユーザートランザクション２７２４などであ
る。いくつかの実施形態では、排他的スポンサー提供コンテンツ２７１０の配信に起因す
る自動車の売り上げを高くするために、ディーラースポンサー１２８は、入札額２７０８
、排他性特性２７０４、関連性２７１２を複数のやり方で組み合わせる入札２７０２を行
うことができる。
【０５２９】
　いくつかの実施形態では、排他的スポンサー提供コンテンツ２７１０の効果的な配信の
面で重要な側面であり、排他的スポンサー提供コンテンツ２７１０を意図した視聴者によ
りよく狙いを絞ったものとすることできる。ユーザーに対する関連性２７１２をより良好
に確保するための１つの方法は、ユーザープロフィール情報、人口統計学的情報、課金情
報などを含む、ユーザーのモバイル通信設備１０２に関連するモバイル加入者特性データ
２７１４を利用することである。かかる情報を使用することによって、ユーザーの年齢、
アドレス、性別などのユーザーの個人的属性（または個人的特質）に対する排他的スポン
サー提供コンテンツ２７１０の関連性２６０４マッチングを行うことが可能になる。たと
えば、衣料品の広告を、ユーザーの年齢、性別、及び、ユーザーが都市部に住んでいるか
田舎に住んでいるかにマッチングさせる（すなわち、適合するものと組にする）ことがで
きる。中高年の男性向けの広告は、スポーツ、自動車、自宅の修繕（またはリフォーム）
などを対象とすることができる。少女向けの広告は、衣料品などを対象とすることができ
る。高齢者向けの広告は、健康製品や旅行などを対象とすることができる。いくつかの実
施形態では、モバイル加入者特性情報２７１４に関連して得られる情報は、ユーザーに対
して排他的スポンサー提供コンテンツ２７０４をマッチングさせるために有効である。い
くつかの実施形態では、年齢、性別、アドレスなどのプロフィールデータは、排他的スポ
ンサー提供コンテンツ２７１０の最初のユーザー関連性２７１２マッチングには十分であ
りうる。
【０５３０】
　いくつかの実施形態では、関連性２７１２を、オンライン製品購入、オンラインショッ
ピングカートの中身、広告コンバージョンなどの、モバイル通信設備１０２に関連するユ
ーザートランザクションデータ２７２４から得ることができる。たとえば、モバイル通信
設備１０２のユーザーは、何らかの婦人用の季節に合った衣類をたった今購入したところ
かもしれない。今は、該ユーザーは季節に合った衣類をこれ以上購入することには関心が
ない場合があり、そのため、この購入の結果として、季節に合った衣類に対する関連性２
７１２を大幅に低く（または小さく）することができるが、該ユーザーが婦人であって、
まだ季節に合った靴を何も購入していないので、その購入の結果として、靴に対する関連
性２７１２を高く（または大きく）することができる。別の例では、ユーザーは、新型の
自動車用の新しいフロアマットを購入している最中である場合があり、これは、該ユーザ
ーが、新型の自動車を購入したばかりであることを示す場合がある。結果として、このこ
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とは、自動車広告に対する関連性２７１２を低くすることができるが、自動車のケア製品
の関連性２７１２を高くすることができる。さらに、ユーザートランザクション２７２４
は、ユーザーの関心事を示すことができ、及び、ユーザーに対する排他的スポンサー提供
コンテンツ２７１０のより良好な関連性２７１２マッチングを提供することができる。い
くつかの実施形態では、モバイル通信設備１０２に関連するユーザートランザクション２
７２４を、排他的スポンサー提供コンテンツ２７１０に対するユーザー関連性２７１２を
決定する際に効果的に用いることができる。
【０５３１】
　いくつかの実施形態では、関連性２７１２を、（ウェブページなどの）閲覧履歴や広告
コンバージョン履歴などの、モバイル通信設備１０２に関連する使用履歴データ２７１８
や無線キャリアデータなどから得ることができる。たとえば、ユーザーは、プラズマテレ
ビに関する（ウェブページなどを）閲覧している最中である場合があり、その結果、プラ
ズマテレビに関連する広告、並びに、ＬＣＤテレビなどの他の類似の製品に対する関連性
２７１２を高くすることができる。このように高くされた関連性２７１２は、（ウェブペ
ージなどの）ブラウジング（閲覧）が終わると時間の経過と共に小さくなりうるが、これ
は、該ユーザーがその後購入をしたことを示す場合がある。他の例では、ユーザーは、大
学キャンパスのウェブサイトに目を通している最中である場合があり、その結果、該ユー
ザーは、大学、または、ラップトップコンピュータなどの大学に関係する消費者製品に関
連する排他的スポンサー提供コンテンツ２７１０のターゲットとされることができる。い
くつかの実施形態では、使用履歴２７１８は、コンバージョンされた広告のタイプだけで
なく、広告コンバージョン履歴を追跡することもできる。たとえば、ユーザーは、住宅ロ
ーンの利率に対する広告をコンバージョンしているところである場合があり、その結果、
該ユーザーを、住宅ローンの利率に関連する排他的スポンサー提供コンテンツ２７１０の
ターゲットとすることができる。無線キャリアデータを追跡することもでき、該データは
、関連性２７１２マッチングの向上をもたらす情報を提供することができる。たとえば、
ユーザーは、ニューヨーク市内の金融街から何回もの電話をかける場合があり、その結果
、金融に関連する広告などに対する関連性２７１２が高くなりうる。いくつかの実施形態
では、使用履歴２７１８を用いて、排他的スポンサー提供コンテンツ２７１０の選択の際
のユーザー関連性２１１２を改善することができる。
【０５３２】
　いくつかの実施形態では、関連性２７１２を、表示特性、計算上の特性（またはコンピ
ュータの特性）、帯域特性、キーパッド特性などの、モバイル通信装置特性データ２７２
２から得ることができる。たとえば、カラフルな切り花の花屋スポンサー１２８は、ハイ
エンドのカラーディスプレイを持っているユーザーに高い関連性２７１２を設定すること
ができ、インタラクティブなコンテンツを配信するスポンサー１２８は、所定のキーボー
ドを有するユーザーに高い関連性２７１２を設定することができ、細密なグラフィックを
配信するスポンサー１２８は、適した処理能力を有するユーザーに高い関連性２７１２を
設定することができる。いくつかの実施形態では、排他的スポンサー提供コンテンツ２７
１０のアイテムの入札額を、モバイル通信装置特性２７２２の関連性２７１２に基づいて
高くすることができる。
【０５３３】
　いくつかの実施形態では、関連性を、位置データ２７２０に関連して得ることができる
。ＧＰＳ、三角測量、Ｗi－Ｆiを利用する三角測量など、モバイル通信設備１０２の位置
を決定する多くの技術がある。たとえば、モバイル通信設備１０２の位置を、ユーザーが
特定の位置（または場所）に入ったときに決定することができ、その位置は、州（または
国）や都市などの複数の地理的位置を含むことができ、その位置を、指定された位置から
の距離にしたがって指定することができ、モバイル通信設備１０２のモバイルコンテンツ
の何らかの側面に関連付けることができ、以前の位置または現在の位置に関連付けること
ができる。たとえば、モバイル通信設備１０２のユーザーが、衣料品のショッピング街に
近い位置にいる場合には、衣料品に関連する広告に対する関連性２７１２は高くなりうる
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。ユーザーが、カーディーラーが連なる場所に近い位置にいる場合には、自動車の広告に
対する関連性２７１２は高くなりうる。いくつかの実施形態では、位置データ２７２０を
用いて、スポンサー提供コンテンツに対するユーザー関連性２７１２を改善することがで
きる。
【０５３４】
　図２８を参照すると、いくつかの実施形態では、インタラクティブな要素２８０２を、
スポンサー提供コンテンツ２８０８に関連付けることができ、モバイル通信設備１０２に
提示することができ、ここで、該インタラクティブな要素２８０２を、ゲーム、検索設備
（または検索機能）、テキストボックスなどとすることができ、スポンサー提供コンテン
ツ２８０２を広告とすることができる。この場合、ユーザーは、モバイル通信設備１０２
上のインタラクティブな要素２８０２にかかわることができ、ここで、該インタラクティ
ブな要素２８０２は、スポンサー提供コンテンツ２８０８の中に提示されることできる。
さらに、スポンサー提供コンテンツ２８０８の提示を、モバイル加入者特性、ユーザート
ランザクション、使用履歴、位置（または場所）、ウェブサイトに関連するコンテキスト
情報などの情報に基づいて、モバイル通信設備１０２の関連性２８０４に関連付けること
ができる。たとえば、十代の男子は、彼らのモバイル通信設備１０２の一部としての電話
で話し中であったり、該一部としてのメールをしている最中である場合があり、無料の電
子ゲームをすることができるという指示が表示される。この場合、該ユーザーは、そのリ
ンクをクリックすることができ、クリックすると、十代の男子に関連する広告と共にその
ゲームが彼らに配信される。ユーザーに対する該広告の関連性２８０４を、該ユーザーの
年齢、十代の男子のプロフィールにマッチするモバイル通信設備１０２の使用履歴などを
示すモバイル加入者特性によって決定することができる。配信されるゲームを、該広告に
埋め込み、該広告の隣に配置するなどして、該ゲームをすると、該広告が十代の若者には
っきりと見えるようにすることができる。いくつかの実施形態では、該十代の若者が該ゲ
ームをすると彼らは該広告を見ることを余儀なくされることから、該ゲームをするのを無
料とすることができる。いくつかの実施形態では、該ゲームをするのが無料であるのは、
十代の若者が該ゲームをダウンロードする意思があるという事実、及び、該ゲームが無料
であるために該十代の若者が広告の存在を許容するという事実に起因する。いくつかの実
施形態では、インタラクティブな要素２８０２と共に埋め込まれたスポンサー提供コンテ
ンツ２８０８の関連性２８０４マッチングは、ユーザーに関連しかつ該ユーザーが許容で
きる広告の効果的な配信手段を提供することができる。
【０５３５】
　いくつかの実施形態では、ユーザーのモバイル通信設備１０２に関連するデータは、関
連性２８０４を決定する際に役立ちうる、モバイル加入者特性データベース１１２、使用
履歴データベース２８１８、位置データベース２８２０、トランザクションデータベース
２８２２、ウェブサイト２８２４に関連するコンテキスト情報などからの情報を提供する
ことができる。
【０５３６】
　いくつかの実施形態では、関連性２８０４マッチングは、スポンサー提供コンテンツ２
８０８の効果的な配信という面で重要な側面であり、スポンサー提供コンテンツ２８０８
を意図した視聴者によりよく狙いを絞ったものにすることができる。ユーザーに対する関
連性２８０４をより良好に確保するための１つの方法は、ユーザーのモバイル通信設備１
０２からのモバイル加入者特性データ１１２を利用することである。この場合、このモバ
イル加入者特性データには、ユーザープロフィール情報、人口統計学的情報、課金情報な
どが含まれる。かかる情報を使用することによって、ユーザーの年齢、アドレス、性別な
どのユーザーの個人的属性（または個人的特質）に対するスポンサー提供コンテンツの関
連性２８０４マッチングを行うことが可能になる。たとえば、衣料品の広告を、ユーザー
の年齢、性別、及び、ユーザーが都市部に住んでいるか田舎に住んでいるかにマッチング
させる（すなわち、適合するものと組にする）ことができる。中高年の男性向けの広告は
、スポーツ、自動車、自宅の修繕（またはリフォーム）などを対象とすることができる。
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少女向けの広告は、衣料品などを対象とすることができる。高齢者向けの広告は、健康製
品や旅行などを対象とすることができる。いくつかの実施形態では、モバイル加入者特性
情報から得られた情報は、配信される広告だけでなく、インタラクティブな要素とのマッ
チングのためにも有効なものとなりうる。たとえば、近付いてくるターゲットを宇宙船で
狙撃する電子ゲームは、若い視聴者に対しては、関連性２８０４のあるインタラクティブ
な要素２８０２でありうるが、現行利率へのリンクを有する住宅ローン広告、個人広告へ
のリンクを有する交際相手紹介広告、パズル、クロスワード、ユーモラスな対話式の漫画
、選挙中の政治的メッセージ、年長の視聴者により適した他のゲームなどの他のインタラ
クティブな要素２８０２は、年長の視聴者によりよくマッチする場合がある。いくつかの
実施形態では、年齢、性別、アドレスなどのプロフィールデータは、モバイル通信設備１
０２のユーザーに対するスポンサー提供コンテンツ２６０８及びインタラクティブな要素
２８０２の最初の関連性２８０４マッチングには十分でありうる。
【０５３７】
　いくつかの実施形態では、関連性２８０４を、オンライン製品購入、オンラインショッ
ピングカートの中身、広告コンバージョンなどの、モバイル通信設備１０２に関連するユ
ーザートランザクションデータ２８２２から得ることができる。たとえば、モバイル通信
設備１０２のユーザーは、何らかの婦人用の季節に合った衣類をたった今購入したところ
かもしれない。今は、該ユーザーは季節に合った衣類をこれ以上購入することには関心が
ない場合があり、そのため、この購入の結果として、季節に合った衣類に対する関連性２
８０４を大幅に低く（または小さく）することができるが、該ユーザーが婦人であって、
まだ季節に合った靴を何も購入していないので、その購入の結果として、靴に対する関連
性２８０４を高く（または大きく）することができる。別の例では、ユーザーは、新型の
自動車用の新しいフロアマットを購入している最中である場合があり、これは、該ユーザ
ーが、新型の自動車を購入したばかりであることを示す場合がある。結果として、このこ
とは、自動車広告に対する関連性２８０４を低くすることができるが、自動車のケア製品
の関連性２８０４を高くすることができる。さらに、ユーザートランザクションは、ユー
ザーの関心事を示すことができ、及び、ユーザーに対するインタラクティブな要素２８０
２のより良好な関連性２８０４マッチングを提供することができる。たとえば、ユーザー
は、電子ゲームをオンラインで購入することができるが、このことは、ゲームであるイン
タラクティブな要素２８０２が関連性２８０４マッチしうることを示す。ユーザーは、航
空券を購入することができるが、これは、該ユーザーが飛行機上で新しいゲームまたはパ
ズルをすることの望んでいるかもしれないことを示す。ユーザーは、リフォーム（または
家の修繕）材料を購入している最中である場合があるが、これは、該ユーザーが、より大
規模なリフォームの可能性をさらに調査するために、住宅担保ローンのインタラクティブ
な要素２８０２に関心がありうることを示す。いくつかの実施形態では、モバイル通信設
備１０２に関連するユーザートランザクションを、ユーザーインタラクション（ユーザー
の相互作用）に関する、スポンサー提供コンテンツ２８０８とインタラクティブな要素２
８０２との関連性２８０４を決定する際に効果的に用いることができる。
【０５３８】
　いくつかの実施形態では、関連性２８０４を、（ウェブページなどの）閲覧履歴や広告
コンバージョン履歴などの、モバイル通信設備１０２に関連する使用履歴データ２８１８
や無線キャリアデータなどから得ることができる。たとえば、ユーザーは、プラズマテレ
ビに関する（ウェブページなどを）閲覧している最中である場合があり、その結果、プラ
ズマテレビ、並びに、ＬＣＤテレビなどの他の類似の製品に関連する広告に対する関連性
２８０４を高くすることができる。この高くされた関連性２８０４は、（ウェブページな
どの）ブラウジング（閲覧）が終わると時間の経過と共に小さくなりうるが、これは、該
ユーザーがその後購入をしたことを示す場合がある。別の例では、ユーザーは、大学キャ
ンパスのウェブサイトに目を通している最中である場合があり、その結果、該ユーザーは
、大学、並びに、ラップトップコンピュータなどの大学に関係する消費者製品の広告に埋
め込まれた電子ゲームのターゲットとされることができる。いくつかの実施形態では、使
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用履歴は、コンバージョンされた広告のタイプだけでなく、広告コンバージョン履歴を追
跡することもできる。たとえば、ユーザーは、住宅ローンの利率に対する広告をコンバー
ジョンしているところである場合があり、その結果、該ユーザーを、住宅ローンの利率に
関連する広告またはインタラクティブな要素２８０２のターゲットとすることができる。
無線キャリアデータを追跡することもでき、該データは、関連性２８０４マッチングの上
昇をもたらす情報を提供することができる。たとえば、ユーザーは、ニューヨーク市内の
金融街から何回もの電話をかける場合があり、その結果、金融に関連する広告や、アクシ
ョンが速い電子ゲームなどのインタラクティブな要素２８０２に対する関連性２８０４が
高くなりうる。いくつかの実施形態では、使用履歴を用いて、モバイル通信設備１０２の
ユーザーに提示されているスポンサー提供コンテンツ２８０８とインタラクティブな要素
２８０２の選択の際の関連性２８０４を改善することができる。
【０５３９】
　いくつかの実施形態では、関連性２８０４を、位置（または場所）の履歴、以前の位置
、現在の位置、特定のモバイル通信設備の位置座標にしたがって決定された位置、ユーザ
ーが入った（または入力した）位置（または場所）によって決定された位置、複数の地理
的領域としての位置、指定された位置からの距離にしたがって決定された位置などの、モ
バイル通信設備１０２に関連する位置データ２８２０から得ることができる。たとえば、
モバイル通信設備１０２のユーザーが、衣類のショッピング街に近い場所にいる場合には
、衣類に関連する広告に対する関連性２８０４は高くなりうる。ユーザーが、カーディー
ラーが連なる場所に近い位置にいる場合には、自動車の広告に対する関連性２８０４は高
くなりえ、おそらく、自動車レースゲームなどの自動車に関連するインタラクティブな要
素に対する関連性２８０４もまた高くなるだろう。いくつかの実施形態では、位置を用い
て、モバイル通信設備１０２のユーザーに提示されているスポンサー提供コンテンツ２８
０８とインタラクティブな要素２８０２の選択の際の関連性２８０４を改善することがで
きる。
【０５４０】
　いくつかの実施形態では、関連性２８０４を、リンク構造、インバウンドリンク、アウ
トバウンドリンク、リンク、テキスト、キーワード、メタデータなどの、ウェブサイト２
８２４に関連するコンテキスト情報から得ることができる。たとえば、ユーザーは、該ユ
ーザーのモバイル通信設備１０２で園芸（またはガーデニング）ウェブサイトをブラウジ
ングしている最中である場合があり、該ユーザーは、屋外での植栽及び庭園設計に関する
コンテンツを選択する場面に遭遇する。いくつかの実施形態では、このコンテンツをユー
ザーが選択することにより、屋外用の園芸用品、造園家、屋外のリフォームなどに対する
関連性２８０４の上昇をもたらすことができ、この場合、これらのコンテンツの主題に関
するスポンサー提供コンテンツ２８０８に、園芸に関するパズル、家のリフォームの貸出
金利などの、コンテンツの内容に関するインタラクティブな要素２８０２を付随させるこ
とができる。別の例では、ウェブサイトは、木工のウェブサイトへのリンクなどの、ある
主題（テーマ）に対する関連性２８０４を提案することができるインバウンドリンクまた
はアウトバウンドリンクを有することができるが、これは、該ユーザーが、家具を作るこ
とに関連する道具や用品に関心を持っている可能性があることを示す。これは、また、該
ユーザーの性別及び年齢の指標ともなりうる。なぜなら、木工は、一般に、高齢の中流階
級の男性の関心事でありうるからである。それゆえ、これによって、自宅での活動として
の木工に関連する動力工具に的を絞った広告と共に配信される、年齢及び性別に適したイ
ンタラクティブな要素２８０２を生成することができる。いくつかの実施形態では、ウェ
ブサイトに関連するコンテキスト情報を用いて、モバイル通信設備１０２のユーザーに提
示されているスポンサー提供コンテンツ２８０８とインタラクティブな要素２８０２の選
択の際の関連性２８０４を改善することができる。
【０５４１】
　いくつかの実施形態では、スポンサー提供コンテンツ２８０８がモバイル通信設備１０
２のユーザーの前に現れている時間を改善するために、広告などのスポンサー提供コンテ
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ンツ２８０８を、ゲームやコンテンツリンクのアニメーション化された組などのインタラ
クティブな要素２８０２と共に該ユーザーに配信することができる。すなわち、ユーザー
がしたいゲームが該ユーザーに配信され、ある広告が、モバイル通信設備１０２のディス
プレイにおいて該ゲームと共に見えている場合には、ユーザーに対する広告の効果が高め
られることになる。さらに、スポンサー提供コンテンツ２８０８とインタラクティブな要
素２８０２のユーザーに対する関連性２８０４を高くすることによって、広告の効果を高
めることができる。すなわち、提示された広告がユーザーに関連性２８０４を有する場合
には、該ユーザーは、該広告によって影響を受ける可能性がより高く、インタラクティブ
な要素２８０２が該ユーザーに対してより高い関連性２８０４を有する場合には、該ユー
ザーは、より長い間該ゲームをする可能性がより高く、したがって、該広告が該ユーザー
の前に現れている時間が長くなる可能性が高くなり、これらはまた、該広告の効果を高め
ることができる。いくつかの実施形態では、モバイル通信設備１０２のユーザーに提示さ
れているスポンサー提供コンテンツ２６０８とインタラクティブな要素２８０２の選択の
際の改善された関連性２８０４は、スポンサー提供コンテンツ２８０８の効果を高めるこ
とができるが、これは、スポンサーシップ設備１６２に関連するスポンサーの数をさらに
多くすることができる。
【０５４２】
　図２９を参照すると、いくつかの実施形態では、クエリー分類をインジケータ入力２９
０２に関連付けることができる。インジケータ入力２９０２は、現在のコンテンツの人気
度（現在のコンテンツ人気度）、現在のクエリーの人気度（現在のクエリー人気度）、現
在現れている（または現れつつある）クエリー、現在位置、以前の位置、ユーザー特性、
編集作業、または、モバイル通信設備、該設備のユーザー、及び／またはクエリーコンテ
ンツに関連する他の何らかのインジケータを含むことができる。
【０５４３】
　いくつかの実施形態では、検索クエリー１４２及び／またはインジケータ入力２９０２
に関連するクエリー分類は、モバイル通信設備１０２に表示される結果のフォーマッティ
ング（または書式設定）２９０８に影響を与えることができる。たとえば、フォーマッテ
ィングは、カテゴリー結果を拡張することができ、インジケータ入力にしたがって（たと
えば、人気度の降順によって）、または、カテゴリーによって、または、他の何らかのス
キーマ（または方式）にしたがって、該結果を配列する（または順序付ける）ことができ
る。
【０５４４】
　いくつかの実施形態では、モバイル通信設備１０２に表示される結果のフォーマッティ
ングに関するユーザーの挙動（または行為）（たとえば、コンテンツのクリック）を、ク
リック及びインプレッション分析２３１０にかけることができ、及び、クエリー分類２３
０４及び／またはインジケータ入力２９０２をさらに改良し、構造化し、索引付けし、及
び／または配列する（または順序付ける）ために使用することができる。
【０５４５】
　いくつかの実施形態では、クエリー１４２をインジケータ入力２９０２及び／またはク
エリー分類に関連付けることによって、コンテンツとのユーザーの相互作用（インタラク
ション）及び他のユーザーによる相互作用の履歴に少なくとも部分的に基づいて、ユーザ
ーのモバイル通信設備１０２に表示するために、最適なコンテンツの順位（または格付け
）を決定することが可能である。たとえば、モバイル通信設備１０２にコンテンツを提示
するための閾値（たとえば、人気度のランク（順位））を決定すること、どのコンテンツ
タイプを拡大するかを決定することなどが可能である。
【０５４６】
　図２９の参照を続けると、いくつかの実施形態では、ナビゲーション要求２９３２を、
モバイル通信設備１０２から受け取って、動的コンテンツ２９３４（これは、はインジケ
ータ入力に関連付けることができる）を生成することができるインジケータ入力２９０２
と組み合わせることができる。この場合、動的コンテンツ２９３４をモバイル通信設備１
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０２に提示することができる。いくつかの実施形態では、ナビゲーション要求２９３２を
、検索クエリー、ドメイン名入力、ウェブブラウザアクション、メニュー選択、フォルダ
選択、暗黙的なもの、並びに、モバイル通信設備１０２の位置、トランザクション、及び
広告コンバージョンに基づく暗黙的なものなどとすることができる。いくつかの実施形態
では、動的に生成されたコンテンツ２９３４を、広告、バナー広告、テキスト挿入、画像
（イメージ）などとすることができる。たとえば、モバイル通信設備１０２のユーザーは
、「野球場」に対するナビゲーション要求２９３２を入力することができる。インジケー
タ入力２９０２は、該ユーザーが、現在ボストンの北部にいること、及び、レッドソック
スのＡＬＣＳでの試合７に関連するクエリーの数がシステム内で多くなっていること、及
び、該ユーザーは、以前、フェンウェイ・パーク（Fenway Park）への方角（または道順
）を問い合わせたことがあることを示す。この場合、フェンウェイ・パークの方角（また
はフェンウェイ・パークへの道順）、レッドソックス及びＡＬＣＳの一般的な主題に関す
る動的コンテンツ２９３４を、該ユーザーのモバイル通信設備１０２に配信することがで
きる。たとえば、該ユーザーに、方角（または道順）を示す地図の画像、方角（または道
順）を示すテキスト（文字または文）、並びに、レッドソックスのチケット、ユニフォー
ム（またはクロス）、ウェブサイト、スタジアム（野球場）の駐車場、及び近くのレスト
ランなどに関連付けられた広告、並びに、ＡＬＣＳシリーズに関連付けられた広告、並び
に、今度のワールドシリーズに関連付けられた広告、並びに、他の地域のスポーツチーム
に関連付けられた広告、などを提示することができる。いくつかの実施形態では、インジ
ケータ入力２９０２をナビゲーション要求２９３２と組み合わせることによって、該ユー
ザーのモバイル通信設備１０２に、該ユーザーの目的物及び関心事に対してより大きな関
連性を与える動的コンテンツ２９２３を提供することができる。いくつかの実施形態では
、モバイル通信設備１０２を、電話器、携帯電話、セルラーフォン、ＧＳＭフォンなどと
することができる。
【０５４７】
　いくつかの実施形態では、インジケータ入力２９０２は、コンテンツの人気度、クエリ
ーの人気度、モバイル通信設備１０２の現在位置、モバイル通信設備１０２の以前の位置
、ユーザー特性、編集作業生成物、無線プロバイダーによって提供されるデータ、無線プ
ロバイダーによって提供されるトランザクション履歴、モバイル通信設備１０２のデータ
によって提供されるもの（または、モバイル通信設備１０２のデータによって提供される
トランザクション履歴）、モバイル通信設備１０２上の位置、モバイル通信設備１０２上
の位置の履歴などを含むことができる。インジケータ入力２９０２は、何らかの要因を考
慮した結果として、統計的にナビゲーション要求２９３２にマッチする可能性がより高い
結果を提供することができる。たとえば、「American Idol（アメリカンアイドル）」に
対するナビゲーション要求参照におけるコンテンツの主題の現在の人気度は、現在の米国
文化におけるアイドルのより一般的な検索ではなく、American Idolというテレビ番組を
参照している可能性が高い。そのため、このインジケータ入力２９０２が動的コンテンツ
２９３４の生成のために提供されると、ユーザーが検索している選択肢がもたらされる可
能性が高くなりうる。別の例では、自身が大学に在学中であることを示すユーザー特性を
有しているユーザーが念頭においている「fashion cloths（ファッションクロス）」とい
う検索語に対する検索結果は、引退（または退職）しているユーザーに対する検索結果と
は大きく異なりうる。この例では、動的コンテンツ２９３４は、ユーザーの年齢に応じて
、現在のファッションに関連する地図または位置をもたらすことができる。いくつかの実
施形態では、インジケータ入力２９０２を使用することによって、モバイル通信設備１０
２からのナビゲーション要求２９３２から生じる動的コンテンツ２９３４の生成の際によ
り改善された関連性をもたらすことができる。
【０５４８】
　いくつかの実施形態では、インジケータ入力２９０２は、たとえば、年齢、性別、人種
、宗教、市外局番、郵便番号、自宅住所、勤務先住所、請求先住所、信用情報、家族情報
、所得情報、生年月日、出生地、雇用者、職種（または肩書き）、就労期間などからなる
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グループから選択された、モバイル加入者特性１１２との関連に少なくとも部分的に基づ
いて結果をグループ分けすることを含むことができる。たとえば、ユーザーが、テキサス
州のサンアントニオで生まれた大学在学中の１８歳の白人男性である場合がある。このユ
ーザーは、シカゴにいて、「レストラン」に対するナビゲーション要求２９３２を入力す
る。現在、シカゴには非常に多くのレストランがあり、該ユーザーは、おそらく、ある小
さな区域にある利用可能なレストランのみに関心がある。該ユーザーのモバイル加入者特
性１１２に少なくとも部分的に基づいて、インジケータ入力２９０２は、結果を絞り込み
、該ユーザーのモバイル加入者特性１１２に関連する関心度によって最終的な結果を分類
する（または並べ替える）ための１つの有効な手段となりうる。たとえば、該ユーザーは
、該ユーザーが現在住んでいる町であるサンアントニオで人気のある食物に関するレスト
ランに関心がある場合がある。この場合、該ユーザーの最初のナビゲーション要求２９３
２の用語が特定性に欠けていると、たとえば、あばら肉（またはリブ）を専門に扱う地域
のレストランへの方角（または道順）を提供するのが適切な場合がある。いくつかの実施
形態では、これをユーザーの検索の終わりとすることができ、該ユーザーは、選択肢のう
ちの１つを選択し、更なるナビゲーション要求２９３２を入力しない。
【０５４９】
　上記の例を続けると、いくつかの実施形態では、ユーザーは、選択肢の１つを選択せず
に、「一番近くにあるハンバーガー」などのより具体的なナビゲーション要求２９３２を
入力する。この例では、該ユーザーに、該ユーザーの現在位置からハンバーガーを専門に
提供するレストランまでの距離に基づいて選択肢を提供することができる。さらに、イン
ジケータ入力２９０２は、該ユーザーが昨日のランチタイムに、カンザスシティーのマク
ドナルドの近くのある位置（または場所）にいたことを示す。この場合は、ハンバーガー
を専門に扱うレストランに対する結果を、マクドナルドに優先的な順位を付して、さらに
並べ替える（または選別する）ことができる。
【０５５０】
　いくつかの実施形態では、インジケータ入力２９０２は位置データ２９２０との関連付
けを含むことができる。ＧＰＳ、三角測量、Ｗi－Ｆiを用いた三角測量などの、モバイル
通信設備１０２の位置を決定するためのいくつかの技術がある。モバイル通信設備１０２
の位置を、ユーザーが特定の位置に入ったときに決定することができ、該設備１０２の位
置は、州（または国）や都市などの複数の地理的領域を含むことができ、該設備１０２の
位置を、指定された位置からの距離にしたがって指定することができ、モバイル通信設備
１０２のモバイルコンテンツの何らかの側面に関連付けることなどができる。たとえば、
「sports tickets（スポーツチケット）」というナビゲーション要求２９３２を、ボスト
ンに住んでいる人がタイプ入力する場合があり、このため、その人は、Red Sox（レッド
ソックス）、Patriots（ペイトリオッツ）、及び、他の地元のチームのチケットに興味を
持っている可能性がある。あるいは、該ユーザーは、家から離れている場合があり、その
結果、該ユーザーは、該ユーザーの現在位置に関連するチームのチケットに興味を持って
いる場合がある。この場合、該ユーザーの現在位置を、たとえば、ＧＰＳ対応のモバイル
通信設備１０２によって決定することができる。位置に応じて動的コンテンツ２９３４が
生成される他の例には、レストラン、旅行のチケット、エンターティメント（娯楽）、花
屋、大学、家の修繕（またはリフォーム）などに関連する位置を含めることができる。い
くつかの実施形態では、ユーザーのモバイル通信設備１０２に提示される動的コンテンツ
２９３４を位置によって少なくとも決定することができ、該動的コンテンツは、検索結果
の改良されたリストをユーザーに提供することができる。
【０５５１】
　いくつかの実施形態では、ナビゲーション要求２９３２を処理するいくつかの側面は、
インジケータ入力２９０２などの、モバイル通信設備１０２のデータを利用することがで
きる。たとえば、モバイル通信設備１０２のユーザーが自宅ではなく別の州にいるが、該
ユーザーが定期的に電話をかける市外局番の領域にいるとする。さらに、該ユーザーは、
旅行に行く前のこの一週間の間の、金物店や住宅リフォームウェブサイトへの電話履歴及
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び閲覧（ブラウジング）履歴を有している。そして、該ユーザーは、今現在の土曜日の朝
に、「plaster cracks（ひび割れを直す。または、プラスタークラック）」というナビゲ
ーション要求２９３２を入力する。この場合、該ナビゲーション要求２９３２と共に、ユ
ーザーの使用履歴データ２９１８及び現在位置データ２９２０に関連するインジケータ入
力２９０２を動的コンテンツ２９３４の生成のために提供することができる。この使用履
歴は、該ユーザーが住宅リフォームについて最近考えていた可能性があること、及び、金
物店への電話により、該金物店が、住宅リフォームに関連する資材（または用具）の購入
を期待している可能性があることを示す。そのため、インジケータ入力２９０２を、住宅
リフォームのニーズに対して（または、該ニーズに合わせて）高くすることができる。さ
らに、インジケータ入力２９０２は、今、ユーザーの現在位置を示しており、そのため、
動的コンテンツ２９３４は、該ユーザーの現在位置に対する高くされた関連性を有してい
る可能性がある。住宅リフォームに対するインジケータ入力２９０２と共に、plaster（
直す、またはプラスター）とcracks（ひび割れ）に対するナビゲーション要求２９３２の
用語を組み合わせることによって、住宅リフォームという一般的なカテゴリーのうちのプ
ラスター修繕に関連する動的コンテンツ２９３４をもたらすことができる。動的コンテン
ツ２９３４を、地元の住宅リフォーム用品店（または地元の住宅修繕用品店）、プラスタ
ー修繕を専門に扱う地元の請負業者などに関連して生成することができる。ユーザーに提
示するために結果をフォーマッティングする際に、該ユーザーが、ローズ（Lowes）には
何回も電話をしたが、Home Depot（ホーム・ディーポー）または地元の金物店にはほとん
ど電話をしていないということが使用履歴からさらにわかる。この好みの結果として、地
元のLowesの位置は、動的コンテンツ２９３４の一部としてモバイル通信設備１０２に表
示される応答リストの一番上に置かれ、他のプラスター修繕に関連するヒットはその後に
載せられる。さらに、広告などの、ナビゲーション要求２９３２及びインジケータ入力２
９０２に関連する他の動的コンテンツ２９３４を生成して、モバイル通信設備１０２に送
ることができる。
【０５５２】
　いくつかの実施形態では、ナビゲーション要求２９３２を処理するいくつかの側面は、
ブラウザアクション、メニュー選択、トランザクションなどの、モバイル通信設備１０２
上でのアクティビティ（操作や動作など）を利用することができる。たとえば、ユーザー
が、粒餌に関連するブラウザアクションを完了したばかりであるとする。この例では、地
元の粒餌提供者への方角（または道順）、粒餌の広告、粒餌のバナー広告、粒餌に関する
テキスト挿入、及び、粒餌に関する画像ベースの広告などの、粒餌に関する動的コンテン
ツ２９３４を該ユーザーのモバイル通信設備１０２に提示することができる。いくつかの
実施形態では、ユーザーのアクションは、動的コンテンツ２９３４を生成してモバイル通
信設備１０２のユーザーに提供することができるナビゲーション要求２９３２を提供する
ことができる。
【０５５３】
　いくつかの実施形態では、ビジネスルールをクエリー分類エンジンに関連付けることが
できる。ビジネスルールは、人気度に関するルール、位置に関するルール、モバイル通信
設備のタイプに関するルール、キーワードマッチングに関するルール、ペアレンタルコン
トロールに関するルール、綴り及び綴り訂正に関するルール、推奨（または推薦）に関す
るルール、ユーザー特性に関するルール、または、他の何らかのビジネスルールを含むこ
とができる。
【０５５４】
　いくつかの実施形態では、及び、図３０を参照すると、特定のバーティカルのコンテン
ツへのナビゲーションを支援し、及び／または、有望な応答源（answer source）からの
コンテンツをさっと見るのを支援するために、クエリー分類の方法及びシステムを用いて
ユーザーの意図を識別することができる。ユーザーが何を検索しており、検索の結果とし
て何を選択しているかを把握するために、ユーザーの検索行為を一貫して分析及びモニタ
することができる。いくつかの実施形態では、検索エンジンは、異なるタイプのクエリー
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を分類して、ユーザーの検索を、最短距離で適正なコンテンツに接続することができる。
こうして、「ice cream boston（アイスクリーム　ボストン）」の検索は、一般のウェブ
ページよりも局所的なリスト結果を選択することができ、「UA 123」の検索は航空機の発
着情報を返すことができる。
【０５５５】
　いくつかの実施形態では、検索エンジンは、クエリー分類を用いて、ユーザーの検索の
意図及び特異性（または特定性）を識別して、該ユーザーを最良の個々の結果に案内し、
または、該ユーザーのクエリーに応答する結果のカテゴリーに優先順位を付けることがで
きる。いくつかの実施形態では、言語固有のルール（規則）と統計的方法の両方を用いて
ユーザーの意図を識別することができる。言語固有のルールは、絞込み検索（または狭い
検索）を識別して、ユーザーを特定の結果に案内することができる。たとえば、ユーザー
が、「maps nyc,」を検索している場合には、言語固有のルールは、重要な意味を持つ用
語である「maps」、及び特定の位置（または場所）である「nyc」を識別して、該ユーザ
ーはNew York（ニューヨーク）の地図を探していると推測することができる。この例では
、該ユーザーを地図バーティカルによって提供されるニューヨークの地図に案内すること
ができる。第２のクエリー分類ツールである統計的方法は、より広いクエリーに対する結
果の異なるカテゴリーをランク付け（または格付け）することができる。たとえば、ユー
ザーが、モデルである「ナオミ・キャンベル（Naomi Campbell）」などの有名人の名前を
検索している場合には、過去に行われた行為から、該ユーザーは、音楽よりも画像または
新しい記事を探している可能性が高いと推測することができ、したがって、それらのカテ
ゴリーを最初のページの結果の組の一番上に載せて返すことができる。
【０５５６】
　いくつかの実施形態では、クエリー分類エンジンの発見的手法を、言語毎に、または、
オペレータ毎に、全体として調整することができる。クエリー分類は、所与のクエリーの
適正な表示を支援する検索行為の異なるパターンを識別することができる。該分類は、シ
ステムがユーザーの挙動（または行為）をより多く学習するにつれて、より細かい分類に
なることができる。
【０５５７】
　いくつかの実施形態では、モバイル通信設備１０２のディスプレイは、ユーザーのクエ
リーに応答し、ユーザーが、該ユーザーのクエリーの曖昧さを除去するのを助け、ユーザ
ーをコンテンツの特性のより深みへと案内し、及び、最も人気のある及び／または最も関
連のあるコンテンツを浮かび上がらせる（バブルアップさせる）ために、「ウィジェット
（widget）」を含むことができる。ウィジェットは、構造化されたまたは半構造化された
データを用いて、ユーザーがコンテンツ検索を最小限にするのを助け、及び、ユーザーの
クエリーに直接応答するのを助けることができる。クエリー分類に加えて、「学習」アル
ゴリズムが、クリック及びインプレッション分析を用いて、応答／結果をいつ示すべきか
、ページのどこに応答／結果を示すべきか、及び／または、所与のソースからのどの程度
の量のコンテンツを表示すべきかを決定することができる。このアルゴリズムは、適正な
結果の組を決定することができるが、編集機能（または編集オーバーライド）を導入して
、クエリー結果を能動的に管理／売買することに少なくとも部分的に基づいてクエリーに
対するコンテンツの表示に影響を与えることが可能である。
【０５５８】
　いくつかの実施形態では、エディターは、共通のフォーマット供給物やキーワードをイ
ンポート／エクスポートすることができ、表示テンプレートを選択することができ、及び
、関連性の重みをコンテンツのコンポーネントタイプに割り当てることができる。たとえ
ば、「音楽」というクエリーはあまりにも範囲が広いので、アルゴリズムに全てを頼るこ
とができず、その代わりに、編集に関するレビューまたはビジネスレビューを要求するこ
とができる。セッション及びユーザーの行為分析を通じて、エディターは、検索を絞り込
む助けになるであろうコンテンツを識別して、ユーザーが実際に意図しているものにより
近付くことができる。クエリーが「音楽」の場合には、エディターは、スマートコンポー
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ネントを構築して、ジャンルのリンク、ユーザーを音楽バーティカルの中へとより深く案
内するナビゲーションリンク、及び、ビデオリンクを露わにすることができる。これらの
リンクがうまく機能しない場合には、エディターは調整を行うことができる。
【０５５９】
　いくつかの実施形態では、人気度管理ツールは、エディターが、アルゴリズムの重み付
けを検査して、スマートコンポーネント及びそれの関連するコンテンツに対する閾値を調
整できるようにすることができる。
【０５６０】
　いくつかの実施形態では、クエリー分類の方法及びシステムは、モバイル通信設備１０
２に関連する表示ロジック（ディスプレイロジック）に影響を与えることができる。１例
では、検索クエリーを、クエリー分類方式にしたがって分類することができる。クエリー
分類方式は、バーティカルクラス(Vertical Class)、ナビゲーションクラス（Navigation
alClass）、定義クラス（Definition Class）、カテゴリークラス（Category Class）、
特異性クラス（Specific Class）、クエリー＋修飾子クラス（Query+Modifier Class）、
参照クラス（Reference Class）、アダルトクラス（Adult Class）、または、他の何らか
のクエリークラス（但し、これらに限定されない）を含むことができる。
【０５６１】
　いくつかの実施形態では、バーティカルクラスは検索バーティカルを含むことができる
。検索バーティカルを、コンテンツの分類法に関連付けることができ、一般的検索とする
ことができ、または、検索、着信音、画像、ゲーム、イエローページ、気候（天候）、ホ
ワイトページ、ニュースのヘッドライン、ＷＡＰサイト、ウェブサイト、映画の開演時間
、スポーツの得点、株価、飛行機の出発時刻、地図、方向（または指示）、価格比較、Ｗ
i－Ｆiホットスポット、荷物の追跡、ホテルの料金、ファンタジースポーツの成績（また
は統計）、ホロスコープ、回答、辞書、市外局番、郵便番号、エンターテインメント（娯
楽）、ブログ、または、他の何らかの検索バーティカルに関連付けることができる。
【０５６２】
　いくつかの実施形態では、ナビゲーションクラスを、識別されたドメイン名、ＵＲＬ、
ウェブサイト、ＩＰアドレス、または、他の何らかのナビゲーションに関する位置とする
ことができる。
【０５６３】
　いくつかの実施形態では、定義クラスを、「定義する」、「定義」、「意味」、「手段
」という用語、または、定義に対する要求に関連する他の何らかの用語を含むクエリーに
関連付けることができる。
【０５６４】
　いくつかの実施形態では、カテゴリークラスは、検索クエリー内にあるより深い分類（
たとえば、ヒップホップ、ＮＦＬ、サッカー、カメラ）に関連付けられることができ、ユ
ーザーがクエリーの曖昧さを除去するのを助けることができるバブルアップコンテンツ／
トピックを含むことができる。
【０５６５】
　いくつかの実施形態では、特異性クラスを、ユーザーの意図を示すことができる、種々
のカテゴリー（たとえば、射撃手、ヒンダー（Hinder）、射手座、スモールヴィル（Smal
lville）、ニコンクールピクス（Nikon coolpix）からの構造化データや抽出されたデー
タのリストなどとすることができる。
【０５６６】
　いくつかの実施形態では、クエリー＋修飾子クラスを、サブカテゴリー、ジャンル、及
び／または、特定のソースの組み合わせとすることができる。
【０５６７】
　いくつかの実施形態では、参照クラスを、オンライン百科事典などの参照ソースから抽
出されたデータとすることができる。
【０５６８】
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　いくつかの実施形態では、アダルトクラスを、ゲーム、賭博、ポルノ、宝くじ、または
、他の何らかの形態のアダルトコンテンツ（成人向けコンテンツ）などのアダルトコンテ
ンツに関連付けることができる。
【０５６９】
　いくつかの実施形態では、クエリー分類をインジケータ入力３００２に関連付けること
ができる。インジケータ入力３００２は、現在のコンテンツの人気度、現在のクエリーの
人気度、現在現れている（または現れつつある）クエリー、現在位置、以前の位置、ユー
ザー特性、編集作業、または、モバイル通信設備、該設備のユーザー、及び／またはクエ
リーコンテンツに関連する他の何らかのインジケータを含むことができる。
【０５７０】
　いくつかの実施形態では、検索クエリー１４２及び／またはインジケータ入力３００２
に関連するクエリー分類は、モバイル通信設備１０２に表示される結果のフォーマッティ
ング（または書式設定）３００８に影響を与えることができる。たとえば、フォーマッテ
ィングは、カテゴリー結果を拡張することができ、インジケータ入力にしたがって（たと
えば、人気度の降順によって）、または、カテゴリーによって、または、他の何らかのス
キーマ（または方式）にしたがって、該結果を配列する（または順序付ける）ことができ
る。
【０５７１】
　いくつかの実施形態では、モバイル通信設備１０２に表示される結果のフォーマッティ
ングに関するユーザーの行為（たとえば、コンテンツのクリック）を、クリック及びイン
プレッション分析にかけることができ、及び、クエリー分類及び／またはインジケータ入
力３００２をさらに改良し、構造化し、索引付けし、及び／または配列する（または順序
付ける）ために使用することができる。
【０５７２】
　いくつかの実施形態では、クエリー１４２をインジケータ入力３００２及び／またはク
エリー分類に関連付けることによって、コンテンツとのユーザーの相互作用（インタラク
ション）及び他のユーザーによる相互作用の履歴に少なくとも部分的に基づいて、ユーザ
ーのモバイル通信設備１０２に表示するために、最適なコンテンツの順位（または格付け
）を決定することが可能である。たとえば、モバイル通信設備１０２にコンテンツを提示
するための閾値（たとえば、人気度のランク（順位））を決定すること、どのコンテンツ
タイプを拡張するかを決定することなどが可能である。
【０５７３】
　図３０の参照を続けると、いくつかの実施形態では、ナビゲーション要求３０３２を、
モバイル通信設備１０２から受け取って、動的コンテンツ３０３４を生成することができ
るインジケータ入力３００２及びビジネスルール３０３８と組み合わせることができる。
この場合、動的コンテンツ３０３４をモバイル通信設備１０２に提示することができる。
いくつかの実施形態では、ナビゲーション要求３０３２を、検索クエリー、ドメイン名入
力、ウェブブラウザアクション、メニュー選択、フォルダ選択、暗黙的なもの、並びに、
モバイル通信設備１０２の位置、トランザクション、及び広告コンバージョンに基づく暗
黙的なものなどとすることができる。いくつかの実施形態では、たとえば、ビジネスルー
ル３０３８を、ビールの広告、たばこの広告、賭博の広告などの年齢に相応しくない広告
を受け取らないようにするルールとすることができ、ビジネスルールを、過去に広告をコ
ンバージョンした個人が将来類似の広告のターゲットとされるべきであるとすることがで
き、ビジネスルールを、暴力を描写している広告は、国家的暴力行為があった日には使用
されるべきではないとすることができる。いくつかの実施形態では、動的に生成されたコ
ンテンツ３０３４を、広告、バナー広告、テキスト挿入、画像（イメージ）などとするこ
とができる。たとえば、モバイル通信設備１０２のユーザーは、「野球場」に対するナビ
ゲーション要求３０３２を入力することができる。インジケータ入力３００２は、該ユー
ザーが、現在ボストンの北部にいること、及び、レッドソックスのＡＬＣＳでの試合７に
関連するクエリーの数がシステム内で多くなっていること、及び、該ユーザーは、以前、
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フェンウェイ・パーク（Fenway Park）への方角（または道順）を問い合わせたことがあ
ることを示す。この場合、フェンウェイ・パークの方角（またはフェンウェイ・パークへ
の道順）、レッドソックスの一般的な主題、及びＡＬＣＳに関する動的コンテンツ３０３
４を、該ユーザーのモバイル通信設備１０２に配信することができる。たとえば、該ユー
ザーに、方角（または道順）を示す地図の画像、方角（または道順）を示すテキスト（文
字または文）、並びに、レッドソックスのチケット、ユニフォーム（またはクロス）、ウ
ェブサイト、スタジアム（野球場）の駐車場、及び近くのレストランなどに関連付けられ
た広告、並びに、ＡＬＣＳシリーズに関連付けられた広告、並びに、今度のワールドシリ
ーズに関連付けられた広告、並びに、他の地域のスポーツチームに関連付けられた広告、
などを提示することができる。いくつかの実施形態では、インジケータ入力３００２をナ
ビゲーション要求３０３２と組み合わせることによって、該ユーザーのモバイル通信設備
１０２に、該ユーザーの目的物及び関心事に対してより大きな関連性を与える動的コンテ
ンツ３０３４を提供することができる。いくつかの実施形態では、モバイル通信設備１０
２を、電話器、携帯電話、セルラーフォン、ＧＳＭフォンなどとすることができる。
【０５７４】
　上記の例を続けると、いくつかの実施形態では、ビジネスルール３０３８は、「野球場
」に対するナビゲーション要求３０３２に応答してフェンウェイ・パーク周辺のスポーツ
バーの広告などの所定の動的コンテンツ３０３４がモバイル通信設備１０２に配信されな
いようにすることができ、この場合、インジケータ入力３００２は、ユーザーが未成年者
であることを示している。未成年者に対する動的コンテンツ３０３４の生成に適用される
ビジネスルール３０３８の他の例は、ナビゲーション要求３０３２に関連するたばこまた
は合法的な賭博用の広告でありうる。
【０５７５】
　いくつかの実施形態では、ビジネスルール３０３８を動的コンテンツ３０３４の生成に
適用して、動的コンテンツ３０３４を制限しまたは増大させることができる。この場合、
動的コンテンツはかかる制限がなければ生成されていたものである。たとえば、休日、ス
ポーツイベント、季節のイベント、国政選挙などのなんらかの基準に基づいて、コンテン
ツ及び／または広告により強く焦点を合わせるようにするためのビジネスルール３０３８
がありうる。国家非常事態、重要人物の死、国家的暴力行為、午前中などの何らかの基準
に基づいて、コンテンツ及び／または広告により弱く焦点を合わせるようにするためのビ
ジネスルール３０３８もありうる。いくつかの実施形態では、ビジネスルール３０３８を
、たとえば、スポンサー毎に、製品毎に、コンテンツ毎に適用することができる。たとえ
ば、あるバーの火事でたくさんの人が死亡したとする。次の日に、飲酒施設に関連する広
告を中止することができる。なぜなら、スポンサーは、スポンサーの製品とその火事との
間の否定的な関連付けを回避することを望むからである。いくつかの実施形態では、ビジ
ネスルール３０３８は、モバイル通信設備１０２への動的コンテンツ３０３４の配信に対
して特定のまたはグローバルなオーバーライド（停止や変更など）を可能にすることがで
きる。
【０５７６】
　いくつかの実施形態では、インジケータ入力３００２は、コンテンツの人気度、クエリ
ーの人気度、モバイル通信設備１０２の現在位置、モバイル通信設備１０２の以前の位置
、ユーザー特性、編集作業生成物、無線プロバイダーによって提供されるデータ、無線プ
ロバイダーによって提供されるトランザクション履歴、モバイル通信設備１０２のデータ
によって提供されるもの（または、モバイル通信設備１０２のデータによって提供される
トランザクション履歴）、モバイル通信設備１０２上の位置、モバイル通信設備１０２上
の位置の履歴などを含むことができる。インジケータ入力３００２は、何らかの要因を考
慮した結果として、統計的にナビゲーション要求３０３２にマッチする可能性がより高い
結果を提供することができる。たとえば、「American Idol（アメリカンアイドル）」に
対するナビゲーション要求参照におけるコンテンツの主題の現在の人気度は、現在の米国
文化におけるアイドルのより一般的な検索ではなく、American Idolというテレビ番組を
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指している可能性が高い。そのため、このインジケータ入力３００２が動的コンテンツ３
０３４の生成のために提供されると、ユーザーが検索している選択肢がもたらされる可能
性が高くなりうる。別の例では、自身が大学に在学中であることを示すユーザー特性を有
しているユーザーが念頭においている「fashion cloths（ファッションクロス）」という
検索語に対する検索結果は、引退（または退職）しているユーザーに対する検索結果とは
大きく異なりうる。この例では、動的コンテンツ３０３４は、ユーザーの年齢に応じて、
現在のファッションに関連する地図または位置（または場所）をもたらすことができる。
いくつかの実施形態では、インジケータ入力３００２を使用することによって、モバイル
通信設備１０２からのナビゲーション要求３０３２から生じる動的コンテンツ３０３４の
生成の際に改良された関連性を提供することができる。
【０５７７】
　いくつかの実施形態では、インジケータ入力３００２は、たとえば、年齢、性別、人種
、宗教、市外局番、郵便番号、自宅住所、勤務先住所、請求先住所、信用情報、家族情報
、所得情報、生年月日、出生地、雇用者、職種（または肩書き）、就労期間などからなる
グループから選択された、モバイル加入者特性１１２との関連に少なくとも部分的に基づ
いて結果をグループ分けすることを含むことができる。たとえば、ユーザーが、テキサス
州のサンアントニオで生まれた大学在学中の１８歳の白人男性である場合がある。このユ
ーザーは、シカゴにいて、「レストラン」に対するナビゲーション要求３０３２を入力す
る。現在、シカゴには非常に多くのレストランがあり、該ユーザーは、おそらく、ある小
さな区域にある利用可能なレストランのみに関心がある。該ユーザーのモバイル加入者特
性１１２に少なくとも部分的に基づいて、インジケータ入力２９０２は、結果を絞り込み
、該ユーザーのモバイル加入者特性１１２に関連する関心度によって最終的な結果を分類
する（または並べ替える）ための１つの有効な手段となりうる。たとえば、該ユーザーは
、該ユーザーが現在住んでいる町であるサンアントニオで人気のある食物に関するレスト
ランに関心がある場合がある。この場合、該ユーザーの最初のナビゲーション要求３０３
２の用語が特定性に欠けていると、たとえば、あばら肉（またはリブ）を専門に扱う地域
のレストランへの方角（または道順）を提供するのが適切な場合がある。いくつかの実施
形態では、これをユーザーの検索の終わりとすることができ、該ユーザーは、選択肢のう
ちの１つを選択し、更なるナビゲーション要求３０３２を入力しない。
【０５７８】
　上記の例を続けると、いくつかの実施形態では、ユーザーは、選択肢の１つを選択せず
に、「一番近くにあるハンバーガー」などのより具体的なナビゲーション要求３０３２を
入力する。この例では、該ユーザーに、該ユーザーの現在位置からハンバーガーを専門に
提供するレストランまでの距離に基づいて選択肢を提供することができる。さらに、イン
ジケータ入力３００２は、該ユーザーが昨日のランチタイムに、カンザスシティーのマク
ドナルドの近くのある位置（または場所）にいたことを示す。この場合は、ハンバーガー
を専門に扱うレストランに対する結果を、マクドナルドに優先的な順位を付して、並べ変
えることができる。
【０５７９】
　　いくつかの実施形態では、インジケータ入力３００２は位置データ２９２０との関連
付けを含むことができる。ＧＰＳ、三角測量、Ｗi－Ｆiを用いた三角測量などの、モバイ
ル通信設備１０２の位置を決定するためのいくつかの技術がある。モバイル通信設備１０
２の位置を、ユーザーが特定の位置に入ったときに決定することができ、該設備１０２の
位置は、州（または国）や都市などの複数の地理的領域を含むことができ、該設備１０２
の位置を、指定された位置からの距離にしたがって指定することができ、モバイル通信設
備１０２のモバイルコンテンツの何らかの側面に関連付けることなどができる。たとえば
、「sports tickets（スポーツチケット）」というナビゲーション要求３０３２を、ボス
トンに住んでいる人がタイプ入力する場合があり、このため、その人は、Red Sox（レッ
ドソックス）、Patriots（ペイトリオッツ）、及び、他の地元のチームのチケットに興味
を持っている可能性がある。あるいは、該ユーザーは、家から離れている場合があり、そ
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の結果、該ユーザーは、該ユーザーの現在位置に関連するチームのチケットに興味を持っ
ている場合がある。この場合、該ユーザーの現在位置を、たとえば、ＧＰＳ対応のモバイ
ル通信設備１０２によって決定することができる。位置に応じて動的コンテンツ２９３４
が生成される他の例には、レストラン、旅行のチケット、エンターティメント（娯楽）、
花屋、大学、家の修繕（またはリフォーム）などに関連する位置を含めることができる。
いくつかの実施形態では、ユーザーのモバイル通信設備１０２に提示される動的コンテン
ツ３０３４を位置によって少なくとも決定することができ、該動的コンテンツは、検索結
果の改良されたリストをユーザーに提供することができる。
【０５８０】
　いくつかの実施形態では、ナビゲーション要求３０３２を処理するいくつかの側面は、
インジケータ入力３００２などの、モバイル通信設備１０２のデータを利用することがで
きる。たとえば、モバイル通信設備１０２のユーザーが自宅ではなく別の州にいるが、該
ユーザーが定期的に電話をかける市外局番の領域にいるとする。さらに、該ユーザーは、
旅行に行く前のこの一週間の間の、金物店や住宅リフォームウェブサイトへの電話履歴及
び閲覧（ブラウジング）履歴を有している。そして、該ユーザーは、今現在の土曜日の朝
に、「plaster cracks（ひび割れを直す。または、プラスタークラック）」というナビゲ
ーション要求３０３２を入力する。この場合、該ナビゲーション要求３０３２と共に、ユ
ーザーの使用履歴及び現在位置に関連するインジケータ入力３００２を動的コンテンツ３
０３４の生成のために提供することができる。この使用履歴は、該ユーザーが住宅リフォ
ームについて最近考えていた可能性があること、及び、金物店への電話により、該金物店
が、住宅リフォームに関連する資材（または用具）の購入を期待している可能性があるこ
とを示す。そのため、インジケータ入力３００２を、住宅リフォームのニーズに対して（
または、該ニーズに合わせて）高くすることができる。さらに、インジケータ入力３００
２は、今、ユーザーの現在位置を示しており、そのため、動的コンテンツ３０３４は、該
ユーザーの現在位置に対する高くされた関連性を有している可能性がある。住宅リフォー
ムに対するインジケータ入力３００２と共に、plaster（直す、またはプラスター）とcra
cks（ひび割れ）に対するナビゲーション要求３０３２の用語を組み合わせることによっ
て、住宅リフォームという一般的なカテゴリーのうちのプラスター修繕に関連する動的コ
ンテンツ３０３４をもたらすことができる。動的コンテンツ３０３４を、地元の住宅リフ
ォーム用品店（または地元の住宅修繕用品店）、プラスター修繕を専門に扱う地元の請負
業者などに関連して生成することができる。ユーザーに提示するために結果をフォーマッ
ティングする際に、該ユーザーが、ローズ（Lowes）には何回も電話をしたが、Home Depo
t（ホーム・ディーポー）または地元の金物店にはほとんど電話をしていないということ
が使用履歴からさらにわかる。この好みの結果として、地元のLowesの位置は、動的コン
テンツ３０３４の一部としてモバイル通信設備１０２に表示される応答リストの一番上に
置かれ、他のプラスター修繕に関連するヒットはその後に載せられる。さらに、広告など
の、ナビゲーション要求３０３２及びインジケータ入力３００２に関連する他の動的コン
テンツ３０３４を生成して、モバイル通信設備１０２に送ることができる。
【０５８１】
　いくつかの実施形態では、ナビゲーション要求３０３２を処理するいくつかの側面は、
ブラウザアクション、メニュー選択、トランザクションなどの、モバイル通信設備１０２
上でのアクティビティ（操作や動作など）を利用することができる。たとえば、ユーザー
が、粒餌に関連するブラウザアクションを完了したばかりであるとする。この例では、地
元の粒餌提供者への方角（または道順）、粒餌の広告、粒餌のバナー広告、粒餌に関する
テキスト挿入、及び、粒餌に関する画像ベースの広告などの、粒餌に関する動的コンテン
ツ３０３４を該ユーザーのモバイル通信設備１０２に提示することができる。いくつかの
実施形態では、ユーザーのアクションは、動的コンテンツ３０３４を生成してモバイル通
信設備１０２のユーザーに提供することができるナビゲーション要求３０３２を提供する
ことができる。
【０５８２】
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　いくつかの実施形態では、ビジネスルールをクエリー分類エンジンに関連付けることが
できる。ビジネスルールは、人気度に関するルール、位置に関するルール、モバイル通信
設備のタイプに関するルール、キーワードマッチングに関するルール、ペアレンタルコン
トロールに関するルール、綴り及び綴り訂正に関するルール、推奨（または推薦）に関す
るルール、ユーザー特性に関するルール、または、他の何らかのビジネスルールを含むこ
とができる。
【０５８３】
　図３１を参照して、いくつかの実施形態では、モバイル通信設備のナビゲーション要求
３１１８に応答して、調査コンテンツ３１０８を、インタラクティブコンテンツ統合設備
３１０４内のスポンサー提供コンテンツ３１１４と組み合わせることができる。組み合わ
された調査コンテンツ３１０８とスポンサー提供コンテンツ３１１４は、モバイル通信設
備１０２のユーザーに提示可能なインタラクティブスポンサー提供コンテンツ３１０２を
生成することができる。該ユーザーは、この場合、このインタラクティブスポンサー提供
コンテンツ３１０２の調査コンテンツ３１０８の側面にかかわることができ、かつ、調査
コンテンツ３１０８に対する応答を調査応答分析３１１０に提供することができる。この
場合、複数のユーザー応答を分析することができる。調査分析３１１２を、調査応答分析
３１１０の結果として生成することができ、該調査分析３１１２を、ユーザーに表示する
ためにモバイル通信設備１０２に提供することができる。さらに、インタラクティブコン
テンツ統合設備３１０４は、モバイル加入者特性データ１１２、ユーザートランザクショ
ンデータ３１２４、ユーザー履歴データ３１２０、位置データ３１２２、ウェブサイト３
１２８に関連するコンテキスト情報などの、モバイル通信設備１０２に関連するデータを
考慮することもできる。
【０５８４】
　たとえば、いくつかの実施形態では、十代の男子は、該男子のモバイル通信設備１０２
のアクティビティ（操作や動作など）の一部として、電話で話したり、メールを打ったり
しているところである場合があり、調査コンテンツ３１０８を含むインタラクティブスポ
ンサー提供コンテンツ３１０２は、該男子のモバイル通信設備１０２のディスプレイに、
「どのチームが今年のワールドシリーズで勝つか？」と表示することができる。この場合
、２つのダイアログボタンがあり、一方のボタンの下には「レッドソックス」と、他方の
ボタンの下には「ロッキーズ」と表示することができる。調査コンテンツ３１０８に加え
て、ワールドシリーズに関連して、これら２つのチームに関連するスポーツウェアの広告
などのスポンサー提供コンテンツ３１１４が存在しうる。いくつかの実施形態では、たと
えば、リーグ優勝決定シリーズのコンテンツに関連する使用履歴データ３１２０からの、
モバイル通信設備１０２に関連するデータに基づいて、スポーツに関連する調査コンテン
ツ３１０８及び関連するスポーツウェアのスポンサー提供コンテンツ３１１４を選択して
、該モバイル通信設備１０２に配信することができる。この例では、スポーツに鋭敏なユ
ーザーは、レッドソックスのボタンをクリックする場合がある。この応答は、複数のユー
ザー応答を含むことができる調査応答分析３１１０に送られて該分析３１１０に含められ
る。いくつかの実施形態では、調査応答分析３１１０は、ユーザーに表示するためにモバ
イル通信設備１０２に提示することができる調査分析３１１２をもたらすことができる。
この例では、調査分析３１１２は、たとえば、調査したユーザーの７２％が、レッドソッ
クスが今年のワールドシリーズで勝つと信じているということを示す調査応答を提供する
ことができる。いくつかの実施形態では、ユーザーは、スポーツ調査３１０８に関連して
提示されるスポーツウェアのスポンサー提供コンテンツ３１１４によってより影響を受け
うる。なぜなら、ナショナルベースボールのプレーオフに関連する最近のユーザーの使用
履歴データ３１２０に基づいて、インタラクティブスポンサー提供コンテンツ３１０２の
スポーツのテーマが選択されるからである。いくつかの実施形態では、モバイル通信設備
１０２に配信するインタラクティブスポンサー提供コンテンツ３１０２の選択の際に、該
モバイル通信設備１０２のデータ（たとえば、モバイル加入者特性）を使用することによ
って、効果が高められたスポンサー提供コンテンツ３１１４をユーザーに提供することが
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できる。いくつかの実施形態では、スポンサー提供コンテンツ３１１４と調査コンテンツ
３１０８の両方または一方を、モバイル加入者特性、位置、使用履歴、トランザクション
履歴などの、モバイル通信設備１０２に関するデータに部分的に基づいて選択することが
できる。
【０５８５】
　いくつかの実施形態では、調査コンテンツ３１０８は、選択すべき選択肢、アイテムの
マッチング、簡単な答え、簡単な答えの選択肢、画像の選択肢、応答時間テスト、穴埋め
、真偽問題などについての質問などの複数の異なる形態をとることができる。いくつかの
実施形態では、調査解析は、結果の割合、画像、語など、さらに、他の調査コンテンツ３
１０８などの複数の異なる形態をとることができる。
【０５８６】
　いくつかの実施形態では、ユーザーのモバイル通信設備１０２に関連するデータと、イ
ンタラクティブなスポンサー提供コンテンツ３１０２の選択との関連性マッチング（それ
が、スポンサー提供コンテンツか調査コンテンツのいずれであるか、または、その両方で
あるかに関係なく、インタラクティブなスポンサー提供コンテンツ３１０２の効果的な配
信という面で重要な側面であり、インタラクティブなスポンサー提供コンテンツ３１０２
を意図した視聴者によりよく狙いを絞ったものにすることができる。ユーザーに対する関
連性をより良好に確保するための１つの方法は、ユーザープロフィール情報、人口統計学
的情報、課金情報などを含む、ユーザーのモバイル通信設備１０２に関連するモバイル加
入者特性データ１１２を利用することである。かかる情報を使用することによって、ユー
ザーの年齢、アドレス、性別などのユーザーの個人的属性（または個人的特質）に対する
インタラクティブなスポンサー提供コンテンツ３１０２の関連性マッチングを行うことが
可能になる。たとえば、衣料品の広告を、ユーザーの年齢、性別、及び、ユーザーが都市
部に住んでいるか田舎に住んでいるかにマッチングさせる（すなわち、適合するものと組
にする）ことができる。中高年の男性向けの広告は、スポーツ、自動車、自宅の修繕（ま
たはリフォーム）などを対象とすることができる。少女向けの広告は、衣料品などを対象
とすることができる。高齢者向けの広告は、健康製品や旅行などを対象とすることができ
る。いくつかの実施形態では、モバイル加入者特性データ１１２から得られた情報は、配
信される広告だけでなく、配信される調査コンテンツ３１０８とのマッチングのためにも
有効なものとなりうる。たとえば、少女に対する家の修繕（またはリフォーム）のニーズ
を対象とする調査コンテンツ３１０８は、該調査に対して何の応答も生成しない場合があ
り、その広告から何の効果も生じない場合があり、したがって、インタラクティブなスポ
ンサー提供コンテンツ３１０２の主題をユーザーの関心事に関連付けることが重要であり
うる。いくつかの実施形態では、年齢、性別、アドレスなどのプロフィールデータは、モ
バイル通信設備１０２のユーザーに対するインタラクティブなスポンサー提供コンテンツ
３１０８の最初の関連性マッチングには十分でありうる。
【０５８７】
　いくつかの実施形態では、関連性を、オンライン製品購入、オンラインショッピングカ
ートの中身、広告コンバージョンなどの、モバイル通信設備１０２に関連するユーザート
ランザクションデータ３１２４から得ることができる。たとえば、モバイル通信設備１０
２のユーザーは、何らかの婦人用の季節に合った衣類をたった今購入したところかもしれ
ない。今は、該ユーザーは季節に合った衣類をこれ以上購入することには関心がない場合
があり、そのため、この購入の結果として、季節に合った衣類に対する関連性を大幅に低
く（または小さく）することができるが、該ユーザーが婦人であって、まだ季節に合った
靴を何も購入していないので、その購入の結果として、靴に対する関連性を高く（または
大きく）することができる。別の例では、ユーザーは、新型の自動車用の新しいフロアマ
ットを購入している最中である場合があり、これは、該ユーザーが、新型の自動車を購入
したばかりであることを示す場合がある。結果として、このことは、自動車広告に対する
関連性を低くすることができるが、自動車のケア製品の関連性を高くすることができる。
さらに、ユーザートランザクションは、ユーザーの関心事を示すことができ、及び、ユー
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ザーに対するインタラクティブなスポンサー提供コンテンツ３１０２のより良好な関連性
マッチングを提供することができる。たとえば、テキストブック（教科書）をオンライン
で購入したユーザーは、学生でありうるが、このアサーション（たとえば、該ユーザーが
学生であること）を大学生活に関する調査にマッチングさせて、コンサートチケットの広
告に結合することは、インタラクティブなスポンサー提供コンテンツ３１０２を該ユーザ
ーの関心事にマッチングさせるのに有効でありうる。いくつかの実施形態では、モバイル
通信設備１０２に関連するユーザートランザクションデータ３１２４を、ユーザーインタ
ラクション（ユーザーの相互作用）に関するインタラクティブなスポンサー提供コンテン
ツ３１０２の関連性を決定する際に効果的に用いることができる。
【０５８８】
　いくつかの実施形態では、関連性を、（ウェブページなどの）閲覧履歴や広告コンバー
ジョン履歴などの、モバイル通信設備１０２に関連する使用履歴データ３１２０や無線キ
ャリアデータなどから得ることができる。たとえば、ユーザーは、プラズマテレビに関す
る（ウェブページなどを）閲覧している最中である場合があり、その結果、プラズマテレ
ビ、並びに、ＬＣＤテレビなどの他の類似の製品に関連する広告に対する関連性を高くす
ることができる。この高くされた関連性は、（ウェブページなどの）ブラウジング（閲覧
）が終わると時間の経過と共に小さくなりうるが、これは、該ユーザーがその後購入をし
たことを示す場合がある。別の例では、ユーザーは、大学キャンパスのウェブサイトに目
を通している最中である場合があり、その結果、該ユーザーは、大学、並びに、ラップト
ップコンピュータなどの大学に関係する消費者製品の広告に結合された卒業調査のターゲ
ットとされることができる。いくつかの実施形態では、使用履歴データ３１２０は、コン
バージョンされた広告のタイプだけでなく、広告コンバージョン履歴を追跡することもで
きる。たとえば、ユーザーは、住宅ローンの利率に対する広告をコンバージョンしている
ところである場合があり、その結果、該ユーザーを、住宅ローンの利率に関連する広告及
び調査のターゲットとすることができる。無線キャリアデータを追跡することもでき、該
データは、関連性マッチングの上昇をもたらす情報を提供することができる。たとえば、
ユーザーは、ニューヨーク市内の金融街から何回もの電話をかける場合があり、その結果
、金融に関連する広告や、市場（マーケット）が次の週にどのように動くかに関する調査
などに対する関連性が高くなりうる。いくつかの実施形態では、使用履歴データ３１２０
を用いて、モバイル通信設備１０２のユーザーに提示されているインタラクティブなスポ
ンサー提供コンテンツ３１０２の選択の際の関連性を改善することができる。
【０５８９】
　いくつかの実施形態では、関連性を、位置（または場所）の履歴、以前の位置、現在の
位置、特定のモバイル通信設備の位置座標にしたがって決定された位置、ユーザーが入っ
た（または入力した）位置（または場所）によって決定された位置、複数の地理的領域と
しての位置、指定された位置からの距離にしたがって決定された位置などの、モバイル通
信設備１０２に関連する位置データ３１２２から得ることができる。たとえば、モバイル
通信設備１０２のユーザーが、衣類のショッピング街に近い場所にいる場合には、衣類に
関連する広告及び調査質問３１０８に対する関連性は高くなりうる。ユーザーが、カーデ
ィーラーが連なる場所に近い位置にいる場合には、自動車の広告に対する関連性は高くな
りえ、様々な自動車の写真をインタラクティブなスポンサー提供コンテンツ３１０２の一
部として提示した状態での「どんな自動車でドライブしますか？」などの自動車に関連す
る調査に対する関連性もおそらく高くなるだろう。いくつかの実施形態では、位置データ
３１２２を用いて、モバイル通信設備１０２のユーザーに提示されているインタラクティ
ブなスポンサー提供コンテンツ３１０２の選択の際の関連性を改善することができる。
【０５９０】
　いくつかの実施形態では、関連性を、リンク構造、インバウンドリンク、アウトバウン
ドリンク、リンク、テキスト、キーワード、メタデータなどの、ウェブサイトに関連する
コンテキスト情報３１２８から得ることができる。たとえば、ユーザーは、該ユーザーの
モバイル通信設備１０２で園芸（またはガーデニング）ウェブサイトをブラウジングして
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いる最中である場合があり、該ユーザーは、屋外での植栽及び庭園設計に関するコンテン
ツを選択する場面に遭遇する。いくつかの実施形態では、このコンテンツをユーザーが選
択することにより、屋外用の園芸用品、造園家、屋外のリフォームなどに対する関連性の
上昇をもたらすことができ、この場合、これらのコンテンツの主題に関するインタラクテ
ィブなスポンサー提供コンテンツ３１０２に、園芸に関する質問、家のリフォームの貸出
金利に関する質問などの、コンテンツの内容に関する調査を含めることができる。別の例
では、ウェブサイトは、木工のウェブサイトへのリンクなどの、ある主題（テーマ）に対
する関連性を提案することができるインバウンドリンクまたはアウトバウンドリンクを有
することができるが、これは、該ユーザーが、家具を作ることに関連する道具や用品に関
心を持っている可能性があることを示す。これは、また、該ユーザーの性別及び年齢の指
標ともなりうる。なぜなら、木工は、一般に、高齢の中流階級の男性の関心事でありうる
からである。それゆえ、これによって、自宅での活動としての木工に関連する動力工具に
的を絞った広告並びに「どのウッドチェアの方が品質がよいか」などの調査と共に配信さ
れる、年齢及び性別に適したインタラクティブなスポンサー提供コンテンツ３１０２を生
成することができる。いくつかの実施形態では、ウェブサイトに関連するコンテキスト情
報３１２８を用いて、モバイル通信設備１０２のユーザーに提示されているインタラクテ
ィブなスポンサー提供コンテンツ３１０２の選択の際の関連性を改善することができる。
【０５９１】
　いくつかの実施形態では、スポンサー提供コンテンツ３１１４がモバイル通信設備１０
２のユーザーの前に現れている時間を改善するために、広告などのインタラクティブなス
ポンサー提供コンテンツ３１０８を、調査コンテンツ３１０８と共に該ユーザーに配信す
ることができる。すなわち、ユーザーが相互作用をすることの望む調査コンテンツ３１０
８が該ユーザーに配信され、ある広告が、モバイル通信設備１０２のディスプレイにおい
て該調査コンテンツ３１０８と共に見えている場合には、ユーザーに対する広告の効果が
高められることになる。さらに、ユーザーに対するインタラクティブなスポンサー提供コ
ンテンツ３１０２の関連性を高くすることによって、広告の効果を高めることができる。
すなわち、提示された広告がユーザーに関連する場合には、該ユーザーは、該広告によっ
て影響を受ける可能性がより高く、調査コンテンツ３１０８が該ユーザーに対してより強
く関連する場合には、該ユーザーは、該調査コンテンツ３１０８と相互作用する可能性が
高く、したがって、該広告が該ユーザーの前に現れている時間が長くなる可能性が高くな
り、これらはまた、該広告の効果を高めることができる。いくつかの実施形態では、モバ
イル通信設備１０２のユーザーに提示されているインタラクティブなスポンサー提供コン
テンツ３１０２の選択の際の改善された関連性は、スポンサー提供コンテンツの効果を高
めることができるが、これは、スポンサーシップ設備１６２に関連するスポンサーの数を
さらに多くすることができる。
【０５９２】
　図３２を参照して、いくつかの実施形態では、新聞、雑誌、テレビ、ラジオ、郵便物、
掲示板などに見られるオフライン広告３２０２に関連する広告や他のスポンサー提供コン
テンツなどのコンテンツをモバイル通信設備１０２に配信することができる。かかるオフ
ライン広告３２０２は、検索キーワード３２０８を含むことができ、該キーワードがモバ
イル通信設備の検索設備３２１０に入力されると、コンテンツを配信することができる。
いくつかの実施形態では、コンテンツを、検索キーワード３２０８、並びに、モバイル通
信設備１０２に関連する基準３２０４との関連性に少なくとも部分的に関連付けることが
でき、この場合、モバイル通信設備１０２を、電話機、携帯電話、セルラーフォン、ＧＳ
Ｍフォンなどとすることができる。いくつかの実施形態では、モバイル通信設備１０２に
関連する基準３２０４を、モバイル加入者特性データ１１２、使用履歴データ３２１８、
ユーザートランザクションデータ３２２２、位置データ３２２０、ウェブサイトコンテン
ツ３２２４に関するコンテキスト情報などとすることができる。
【０５９３】
　たとえば、いくつかの実施形態では、新聞広告を、フォード（Ford）の自動車の新製品
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ラインの広告とすることができ、新聞広告には、「Ford」といった単語、「新しいフォー
ドを購入してください」などの語句、FD07$!などの単語ではない英数字などのなんらかの
英数字の検索キーワードがある。新聞広告は、この場合、ユーザーが、この例では、自動
車の新製品ラインに関する更なる情報などの何らかの関連するコンテンツを受け取るため
に、該ユーザーのモバイル通信設備１０２の検索設備３２１０に検索キーワード３２０８
を入力するよう指示することができる。さらに、ユーザーのモバイル通信設備１０２に関
連する基準３２０４を用いてユーザーの何らかの側面にコンテンツの的を絞ることができ
る。今の例では、フォードの自動車の新製品ラインに関連するコンテンツを配信するスポ
ンサー１２８にとって、モバイル加入者情報を知ることは有益である。該モバイル加入者
情報は、年齢、性別など、ユーザーが新しい自動車を探すために（ウェブページなどを）
閲覧したか否かなどの使用情報、返されたコンテンツ内で参照するためにディーラーを決
定するための位置、ウェブサイトに関連するコンテキスト情報、すなわち、ユーザーが、
自動車、特に、フォードの車に関連するリンクまたは参照を有するウェブサイトにアクセ
スしたか否かなどである。かかる基準３２０４が特定されると、独身男性に新しいムスタ
ング（Mustang）に関する情報を提供し、大学生に経済的なモデルに関する情報を提供し
、子供を持つユーザーに４ドアセダンに関する情報を提供し、ユーザーの基準毎に自動車
をグループ分けするといったように、コンテンツを、ユーザーにさらに狙いが定められる
ようにし、かつ、該ユーザーに合わせて変更することができる。このため、たとえば、新
しいＰＤＡを通じたオンラインでの出費がかなり増加している、最近大学を卒業したこと
を示す使用履歴を有する若い男性は、セダンではなく新型のムスタングに関するコンテン
ツを該男性のモバイル通信設備１０２で受け取ることができる。いくつかの実施形態では
、オフライン広告３２０２内の検索キーワード３２０８によって、ユーザーのモバイル通
信設備１０２に拡張されたオンラインコンテンツを都合の良い時間に配信することができ
、この場合、該ユーザーは、自宅のパーソナルコンピュータなどの非モバイル通信設備を
使って後でアクセスするための検索キーワード３２０８を覚えている必要はない。さらに
、検索キーワード３２０８が使用される可能性は、ユーザーのモバイル通信設備１０２の
即時アクセス性のために大きくなりうるが、このことは、広告の効果を高め、スポンサー
シップ設備１６２に参加するスポンサーシップ（すなわち、スポンサーとなること、また
は、スポンサーとして支援すること）をより多くする可能性を秘めている。
【０５９４】
　上記は、モバイル通信設備１０２へのコンテンツの配信において検索キーワード３２０
８をどのように利用するかのほんの１例に過ぎない。いくつかの実施形態では、検索キー
ワード３２０８を、一般的検索などの検索バーティカル、または、着信音、画像、ゲーム
、イエローページ、気候（天候）、ホワイトページ、ニュースのヘッドライン、ＷＡＰサ
イト、ウェブサイト、映画の開演時間、スポーツの得点、株価、飛行機の出発時刻、地図
、方向（または指示）、価格比較、Ｗi－Ｆiホットスポット、荷物の追跡、ホテルの料金
、ファンタジースポーツの成績（または統計）、ホロスコープ（星占い）、回答、辞書、
市外局番、郵便番号、エンターテインメント（娯楽）、ブログなどに関連する複数の検索
バーティカルに関連付けることができる。たとえば、検索キーワード３２０８を新聞の星
占いに埋め込むことができ、この場合の関連するコンテンツを、ユーザーの生年月日にマ
ッチする関連性を有して配信される星占い情報とすることができ、検索キーワード３２０
８をヘアサロン用のイエローページ内の広告に埋め込むことができ、この場合の関連する
コンテンツを、年齢に基づくヘアサロンサービスとすることができ、検索キーワードをボ
ードゲームに入れて配信することができ、この場合の関連するコンテンツを、ユーザーの
年齢にマッチする関連性を有する他のゲームに関する情報とすることができ、検索キーワ
ード３２０８を新聞（または書類）の映画の開演時間の表示部分に埋め込むことができ、
この場合の関連するコンテンツを、ユーザーの現在位置及びユーザー履歴にマッチする関
連性を有する映画とすることができる。いくつかの実施形態では、モバイル通信設備１０
２に基準３２０４にマッチするコンテンツを提供するために使用される検索キーワード３
２０８を用いることによって、複数のオフライン媒体において、モバイル通信設備１０２
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のユーザーに対するオフライン広告を拡張することが可能になる。
【０５９５】
　いくつかの実施形態では、モバイル通信設備１０２に配信されるコンテンツを、データ
、入札額（つけ値）、クリックスルー量などとすることができる期待値に少なくとも部分
的に基づいて関連性を有するものとすることができる。たとえば、該データを、広告され
たアイテム（または商品）の価格または価格幅、オフライン広告３２０２に関連して促進
される競売に対する入札額とすることができる。
【０５９６】
　いくつかの実施形態では、関連基準３２０４マッチングは、コンテンツの効果的な配信
の点で重要な側面であり、コンテンツを意図した視聴者によりよく的がしぼられたものに
することができる。ユーザーに対する関連性をより良好に確保するための１つの方法は、
ユーザープロフィール情報、人口統計学的情報、課金情報などを含む、ユーザーのモバイ
ル通信設備１０２からのモバイル加入者特性データ１１２を利用することであり、ここで
、モバイル加入者特性は、年齢、性別、人種、宗教、市外局番、郵便番号、自宅住所、勤
務先住所、請求先住所、信用情報、家族情報、所得情報、生年月日、出生地、雇用者、職
種（または肩書き）、就労期間からなるグループから選択される。かかる情報を使用する
ことによって、ユーザーの年齢、住所、性別などのユーザーの個人的な属性に関連性マッ
チングさせる（たとえば、突き合わせたり、組にする）ことが可能になる。たとえば、衣
料品用の広告を、ユーザーの年齢、性別、及び、ユーザーが都市部に住んでいるか田舎に
住んでいるかにマッチングさせることができる。中年の男性向けの広告は、スポーツ、自
動車、家の修繕（またはリフォーム）などをターゲットにすることができる。女の子向け
の広告は、衣料品などをターゲットにすることができる。高齢者向けの広告は、健康商品
、旅行などをターゲットにすることができる。いくつかの実施形態では、モバイル加入者
特性情報から得られる情報は、配信されるコンテンツをマッチングさせるのに有効なだけ
でなく、そのコンテンツをユーザーに合ったものにする（またはユーザーに適合化させる
）能力を提供することもできる。たとえば、女の子向けの雑誌にある衣類の広告は、ユー
ザーの性別が女性の場合には、女の子の衣類に関するより多くの情報にアクセスする検索
キーワードを提供することができ、及び、ユーザーの年齢及び位置（または場所）に基づ
いて、流行をとても意識しているという先入観を抱かれうる都会の少女は衣類情報を受け
取り、田舎の少女はカジュアルと流行の混ぜ合わせである衣類情報を受け取り、より年長
の婦人は親に関連する衣類情報を受け取るなどといったように、異なるコンテンツを提供
することができる。いくつかの実施形態では、年齢、性別、及び住所などのプロフィール
データは、モバイル通信設備１０２のユーザーに対するコンテンツの最初の基準マッチン
グ、並びに、そのコンテンツの適合化（適合するように変更などすること）に十分であり
うる。
【０５９７】
　いくつかの実施形態では、関連基準３２０４を、オンライン製品購入、オンラインショ
ッピングカートの中身、広告コンバージョンなどの、モバイル通信設備１０２に関連する
ユーザートランザクションデータ３２２２から得ることができる。たとえば、モバイル通
信設備１０２のユーザーは、何らかの婦人用の季節に合った衣類をたった今購入したとこ
ろかもしれない。今は、該ユーザーは季節に合った衣類をこれ以上購入することには関心
がない場合があり、そのため、この購入の結果として、季節に合った衣類に対する関連性
を大幅に低く（または小さく）することができるが、該ユーザーが婦人であって、まだ季
節に合った靴を何も購入していないので、その購入の結果として、靴に対する関連性を高
く（または大きく）することができる。別の例では、ユーザーは、新型の自動車用の新し
いフロアマットを購入している最中である場合があり、これは、該ユーザーが、新型の自
動車を購入したばかりであることを示す場合がある。結果として、このことは、自動車広
告に対する関連性を低くすることができるが、自動車のケア製品の関連性を高くすること
ができる。さらに、ユーザートランザクションは、ユーザーの関心事を示すことができ、
及び、ユーザーに対するコンテンツのより良好な関連性マッチングを提供することができ
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る。たとえば、ユーザーは、電子ゲームをオンラインで購入することができるが、このこ
とは、該ユーザーが、関連のあるコンテンツの選択をより良好に可能にすることができる
ユーザープロフィールにマッチしうる「ゲーマー」であることを示す。いくつかの実施形
態では、モバイル通信設備１０２に関連するユーザートランザクションを、関連基準３２
０４マッチングを決定する際に効果的に用いることができる。
【０５９８】
　いくつかの実施形態では、関連性基準３２０４を、閲覧履歴（ブラウジング履歴）、検
索履歴、広告コンバージョン履歴などのモバイル通信設備１０２に関連する使用履歴デー
タ３２１８や無線キャリアデータなどから得ることができる。たとえば、ユーザーは、プ
ラズマテレビを閲覧しているところである場合があり、その結果、プラズマテレビ、並び
に、ＬＣＤテレビなどの他の類似の製品に関連する広告に対する関連性を高くすることが
できる。この高くされた関連性は、閲覧が終わると時間の経過とともに小さくなりえ、こ
のことは、該ユーザーがその後購入をしたということを示すことができる。別の例では、
ユーザーは大学キャンパスのウェブサイトに目を通しているところである場合があり、そ
の結果、ラップトップコンピュータなどの大学に関係する消費者製品のターゲットにされ
ることができる。無線キャリアデータを追跡することができ、該データは、向上した関連
性マッチングをもたらす情報を提供することができる。たとえば、ユーザーは、ニューヨ
ーク市内の金融街から何回もの電話をかける場合があり、その結果、金融に関連する広告
に対する関連性を高くすることができ、コンテンツに対するユーザーのより良好なマッチ
ングをもたらしうるユーザープロフィール情報を提供することができる。いくつかの実施
形態では、使用履歴を用いて、モバイル通信設備１０２のユーザーに提示されるコンテン
ツの選択の際の関連基準３２０４マッチングを改善することができる。
【０５９９】
　いくつかの実施形態では、関連基準３２０４マッチングは、位置データ３２２０との関
連付けを含むことができる。ＧＰＳ、三角測量、Ｗi－Ｆiを利用する三角測量など、モバ
イル通信設備１０２の位置を決定する多くの技術がある。たとえば、モバイル通信設備１
０２の位置を、ユーザーが特定の位置（または場所）に入ったときに決定することができ
、その位置は、州（または国）や都市などの複数の地理的位置を含むことができ、その位
置を、指定された位置からの距離にしたがって指定することができ、モバイル通信設備１
０２のモバイルコンテンツの何らかの側面に関連付けることができる。たとえば、モバイ
ル通信設備１０２のユーザーが、衣料品のショッピング街に近い位置にいる場合には、衣
料品に関連する広告に対する関連性は高くなりうる。ユーザーが、カーディーラーが連な
る場所に近い位置にいる場合には、自動車広告に対する関連性は高くなりうる。いくつか
の実施形態では、位置を用いて、モバイル通信設備１０２のユーザーに提示されるコンテ
ンツの選択の際の関連基準３２０４を改善することができる。
【０６００】
　いくつかの実施形態では、関連基準３２０４マッチングを、リンク構造におけるコンテ
キスト情報、インバウンドリンクにおけるコンテキスト情報、アウトバウンドリンクにお
けるコンテキスト情報、リンクにおけるコンテキスト情報、テキスト、キーワード、メタ
データといった、ウェブサイト３２２４に関連するコンテキスト情報から得ることができ
る。たとえば、ユーザーは、該ユーザーのモバイル通信設備１０２で園芸（またはガーデ
ニング）ウェブサイトをブラウジングしている最中である場合があり、該ユーザーは、屋
外での植栽及び庭園設計に関するコンテンツを選択する場面に遭遇する。いくつかの実施
形態では、このコンテンツをユーザーが選択することにより、屋外用の園芸用品、造園家
、屋外のリフォームなどに対する関連性の上昇をもたらすことができる。別の例では、ウ
ェブサイトは、木工のウェブサイトへのリンクなどの、ある主題（テーマ）に対する関連
性を提案することができるインバウンドリンクまたはアウトバウンドリンクを有すること
ができるが、これは、該ユーザーが、家具を作ることに関連する道具や用品に関心を持っ
ている可能性があることを示す。これは、また、該ユーザーの性別及び年齢の指標ともな
りえ、該ユーザーに対する関連基準３２０４を改善しうるプロフィールをもたらすことが



(131) JP 2010-531626 A 2010.9.24

10

20

30

40

50

できる。いくつかの実施形態では、ウェブサイトに関連するコンテキスト情報を用いて、
モバイル通信設備のユーザーに提示されているコンテンツの選択の際の関連基準３２０４
マッチングを改善することができる。
【０６０１】
　図３３を参照して、いくつかの実施形態では、モバイル通信設備に関連するモバイル加
入者特性３３０８に少なくとも部分的に基づいて、ディスプレイ１７２の待ち受け画面３
３００にスポンサー提供コンテンツを同時にかつ動的に表示すると同時に、モバイル通信
設備１１２を作動３３０４させる（または起動する）ユーザーインターフェースを提供す
ることができる。モバイル加入者特性を、年齢、性別、人種、宗教、市外局番、郵便番号
、自宅住所、勤務先住所、請求先住所、信用情報、家族情報、所得情報、生年月日、出生
地、雇用者、職種（または肩書き）、就労期間、または、他の何らかのモバイル加入者特
性とすることができる。
【０６０２】
　いくつかの実施形態では、モバイルコンテンツを、広告、スポンサー提供コンテンツ、
スポンサー提供の電話（sponsored call）、検索ボックス、または、他の何らかのタイプ
のコンテンツとすることができ、モバイルコンテンツに、無線キャリアのブランド（商標
）を用いてブランド名（商標）を付けることができる。
【０６０３】
　いくつかの実施形態では、スポンサー提供コンテンツの選択３３０８を、該コンテンツ
に関連するコンテキスト情報に対するモバイル加入者特性１１２の関連性に少なくとも部
分的に基づいて、待ち受け画面３３００に表示することができる。コンテキスト情報を、
リンク構造、インバウンドリンク、アウトバウンドリンク、テキスト、キーワード、メタ
データ、または、他の何らかのタイプのコンテキスト情報とすることができる。コンテキ
スト情報を無線キャリアに関連するサーバーによって提供することができる。サーバーを
、ＷＡＰサーバー、モバイルアプリケーションゲートウェイ（mobile application gatew
ay）、ＷＡＰゲートウェイ、プロキシ、ウェブサーバー、または、他の何らかのタイプの
サーバーとすることができる。
【０６０４】
　いくつかの実施形態では、スポンサー提供コンテンツ３３０８を、モバイル通信設備１
０２のユーザーに関連付けられている挙動情報に対するコンテンツの関連性に少なくとも
部分的に基づいて、待ち受け画面３３００に提示することができる。
【０６０５】
　いくつかの実施形態では、ユーザートランザクション履歴に少なくとも部分的に基づい
て、スポンサー提供コンテンツをディスプレイ１７２の待ち受け画面３３００に同時にか
つ動的に表示すると同時に、モバイル通信設備を作動させる（または起動する）ユーザー
インターフェースを提供することができる。
【０６０６】
　いくつかの実施形態では、ユーザーの使用履歴に少なくとも部分的に基づいて、スポン
サー提供コンテンツをディスプレイ１７２の待ち受け画面３３００に同時にかつ動的に表
示すると同時に、モバイル通信設備を作動させる（または起動する）ユーザーインターフ
ェースを提供することができる。
【０６０７】
　いくつかの実施形態では、モバイル通信設備の位置に少なくとも部分的に基づいて、ス
ポンサー提供コンテンツをディスプレイ１７２の待ち受け画面３３００に同時にかつ動的
に表示すると同時に、モバイル通信設備を作動させる（または起動する）ユーザーインタ
ーフェースを提供することができる。
【０６０８】
　いくつかの実施形態では、モバイル通信設備の装置特性に少なくとも部分的に基づいて
、スポンサー提供コンテンツをディスプレイ１７２の待ち受け画面３３００に同時にかつ
動的に表示すると同時に、モバイル通信設備を作動させる（または起動する）ユーザーイ
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ンターフェースを提供することができる。
【０６０９】
　いくつかの実施形態では、モバイル通信設備１０２を、ユーザーがアクションを起こす
（または操作をする）ことによって作動させる（または起動する）ことができる。このア
クションは、モバイル通信設備１０２の電話機の実施形態が異なれば異なりうる。たとえ
ば、折り畳み式電話機（または、折り畳み式携帯電話）は、該電話機を広げるか開くこと
によって作動させることができる。別の例では、ストレートフォン（straight phone）は
、所定の時間電話機にキーパッド上のキーを押し下げることによって作動させることがで
きる。上部スライド式電話機（sliding top phone）または上部ツイスト電話機（twist t
opphone）は、上部部分を、それぞれ、スライドさせてまたはひねって開けて、該電話機
のユーザーインターフェースを露わにすることによって作動させることができる。電話機
の実施形態に基づいて該電話機を作動させる他の電話機の方法も可能である。ある電話機
は該電話機の電源を入れる（または該電話機をオンにする）ことによって作動させること
ができる。該電話機の電源を入れることは、該電話機にバッテリーを取り付け、机上の充
電器や車載充電器などの電源に該電話機をプラグ接続し、該電話機の電源スイッチを入れ
、電話機のユーザーインターフェース上のキーを最短時間押し下げることなどを含む場合
がある。電話機を、電話機のロックを解除することによって、または、作動コード（また
は起動コード）を電話機のマイクに向かって話すことによって作動（または起動）させる
ことができ、この場合、ロックを解除することには、ユーザーが、電話機のユーザーイン
ターフェースを通じて電話機に作動コード（または起動コード）を入力することを含める
ことができる。各タイプのモバイル通信設備起動３３０４と同時に、スポンサー提供コン
テンツ選択３３０８を、モバイル通信設備１０２のディスプレイ１７２の待ち受け画面３
３００内に配置することができる。
【０６１０】
　電話機を起動することによって、ユーザーは、電話をかけたり、電話に応答したり、ユ
ーザーインターフェースのメニューをナビゲート（メニューを選択するなど）したり、モ
バイル検索サービスを使ったりといった、電話機の１つ以上の特徴及び機能にアクセスす
ることができるようになる。いくつかの特徴及び機能は、ユーザーに、電話履歴をチェッ
クするなどの、ユーザーインターフェースを介して該特徴及び機能を最初に起動すること
を要求する場合がある。他の特徴は、電話機が起動したときに直ちに起動されることがで
きる。１例として、ユーザーは、電話機の電話機能を最初に起動させることなく電話を始
めるために電話番号をすぐに入力することができることが多い。
【０６１１】
　いくつかの実施形態では、電話機が起動したときに、スポンサー提供コンテンツ選択３
３０８をモバイル通信設備１０２のディスプレイ１７２の待ち受け画面３３００に配置し
て、ユーザーがすぐにコンテンツ３３０２を見ることができるようにする。１例として、
ユーザーが折り畳み式電話機を開くとすぐに、コンテンツ３３０２を待ち受け画面３３０
０に表示することができる。モバイルコンテンツを、広告、バナー広告、インタラクティ
ブなコンテンツ、スポンサー提供コンテンツ、スポンサー提供の電話（sponsored call）
、無線キャリアのウォールドガーデンコンテンツ、検索ボックス、または、何らかの他の
タイプのコンテンツとすることができ、モバイルコンテンツに、無線キャリア（無線通信
事業者）のブランド（商標）を用いてブランド名（商標）を付けることができる。いくつ
かの実施形態では、ユーザーは、待ち受け画面３３００に表示されているコンテンツ３３
０２を選択したり、クリックしたり、コンバージョンしたり、または、他の相互作用（イ
ンタラクション）を行うことができる。コンテンツを一時的なものとすることができ、所
定の時間期間待ち受け画面３３００に配置することができ、または、ユーザーがコンテン
ツ３３０２の変更を選択するまで、待ち受け画面３３００に配置したままとすることがで
きる。コンテンツ３３０２を、一般的検索とすることができる検索バーティカルに関連付
けることができ、または、着信音、画像、ゲーム、イエローページ、気候（天候）、ホワ
イトページ、ニュースのヘッドライン、ＷＡＰサイト、ウェブサイト、映画の開演時間、
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スポーツの得点、株価、飛行機の出発時刻、地図、方向（または指示）、価格比較、Ｗi
－Ｆiホットスポット、荷物の追跡、ホテルの料金、ファンタジースポーツの成績（また
は統計）、ホロスコープ（星占い）、回答、辞書、市外局番、郵便番号、エンターテイン
メント（娯楽）、ブログのうちの１つ以上の検索バーティカルに関連付けることができ、
または、検索バーティカルに関連する何らかの他のコンテンツ３３０２とすることができ
る。
【０６１２】
　図３４を参照して、いくつかの実施形態では、ナビゲーション要求３４００を、モバイ
ル通信設備１０２から受け取ることができ、及び、該モバイル通信設備１０２に関連する
モバイル加入者特性１１２との関連性に少なくとも部分的に基づいて関連スポンサー提供
モバイルクーポン２２１８に関連付けることができる。モバイルクーポンを、モバイルク
ーポンデータベース３４１４または他の何らかのデータ設備に格納することができ、及び
、分析エンジン、統計ソフトウェア、または、データベース内のデータを分析して選択す
ることができる他の何らかの処理などの、コンテンツ関連性設備３４２０内のアルゴリズ
ムに少なくとも部分的に基づいて、ナビゲーション要求３４００及びモバイル加入者特性
に関連付けることができる。代替的には、関連モバイルクーポン２２１８を、編集上の検
査（または編集レビュー）に少なくとも部分的に基づいて選択することができる。
【０６１３】
　いくつかの実施形態では、モバイル加入者特性１１２を、年齢、性別、人種、宗教、市
外局番、郵便番号、自宅住所、勤務先住所、請求先住所、信用情報、家族情報、所得情報
、生年月日、出生地、雇用者、職種（または肩書き）、就労期間、または、他の何らかの
モバイル加入者特性１１２とすることができる。
【０６１４】
　いくつかの実施形態では、ナビゲーション要求３４００を、検索クエリー、ドメイン名
入力、ウェブブラウザアクション、メニュー選択、フォルダ選択、暗黙的な要求、トラン
ザクション、広告コンバージョン、または、他の何らかのタイプのナビゲーション要求と
することができる。
【０６１５】
　いくつかの実施形態では、ナビゲーション要求３４００を、モバイル通信設備１０２か
ら受け取ることができ、及び、該モバイル通信設備１０２または複数のモバイル通信設備
に関連する無線キャリアデータとの関連性に少なくとも部分的に基づいて関連スポンサー
提供モバイルクーポン２２１８に関連付けることができる。無線キャリアデータは、ユー
ザーセッションの進行に関連するコンテンツ関係、新しいウェブサイトのコンテンツ発見
、アクセス統計、使用統計、または、他の何らかの無線キャリアデータ（但し、これらに
は限定されない）を含むことができる。モバイルクーポンを、モバイルクーポンデータベ
ース３４１４または他の何らかのデータ設備に格納することができ、及び、分析エンジン
、統計ソフトウェア、または、データベース内のデータを分析して選択することができる
他の何らかの処理などの、コンテンツ関連性設備３４２０内のアルゴリズムに少なくとも
部分的に基づいて、ナビゲーション要求３４００及び無線キャリアデータに関連付けるこ
とができる。代替的には、関連モバイルクーポン３４１８を、編集上の検査に少なくとも
部分的に基づいて選択することができる。
【０６１６】
　いくつかの実施形態では、ナビゲーション要求３４００を、モバイル通信設備１０２か
ら受け取ることができ、及び、該モバイル通信設備１０２または複数のモバイル通信設備
に関連する使用履歴との関連性に少なくとも部分的に基づいて関連スポンサー提供モバイ
ルクーポン２２１８に関連付けることができる。使用履歴は、（ウェブページなどの）閲
覧履歴、広告コンバージョン履歴、または、他の何らかの使用履歴データ（但し、これら
には限定されない）を含むことができる。モバイルクーポンを、モバイルクーポンデータ
ベース３４１４または他の何らかのデータ設備に格納することができ、及び、分析エンジ
ン、統計ソフトウェア、または、データベース内のデータを分析して選択することができ
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る他の何らかの処理などの、コンテンツ関連性設備３４２０内のアルゴリズムに少なくと
も部分的に基づいて、ナビゲーション要求３４００及び使用履歴に関連付けることができ
る。代替的には、関連モバイルクーポン２２１８を、編集上の検査に少なくとも部分的に
基づいて選択することができる。
【０６１７】
　いくつかの実施形態では、ナビゲーション要求３４００を、モバイル通信設備１０２か
ら受け取ることができ、及び、該モバイル通信設備１０２または複数のモバイル通信設備
に関連するユーザートランザクションとの関連性に少なくとも部分的に基づいて関連スポ
ンサー提供モバイルクーポン２２１８に関連付けることができる。ユーザートランザクシ
ョンは、オンライン製品購入、広告コンバージョン、または、他の何らかのユーザートラ
ンザクションを含むことができる。モバイルクーポンを、モバイルクーポンデータベース
３４１４または他の何らかのデータ設備に格納することができ、及び、分析エンジン、統
計ソフトウェア、または、データベース内のデータを分析して選択することができる他の
何らかの処理などの、コンテンツ関連性設備３４２０内のアルゴリズムに少なくとも部分
的に基づいて、ナビゲーション要求３４００及びユーザートランザクションに関連付ける
ことができる。代替的には、関連モバイルクーポン２２１８を、編集上の検査に少なくと
も部分的に基づいて選択することができる。
【０６１８】
　いくつかの実施形態では、ナビゲーション要求３４００を、モバイル通信設備１０２か
ら受け取ることができ、及び、該モバイル通信設備１０２または複数のモバイル通信設備
に関連する位置との関連性に少なくとも部分的に基づいて関連スポンサー提供モバイルク
ーポン２２１８に関連付けることができる。位置を、以前の位置や現在の位置とすること
ができ、または、本明細書に記載された方法及びシステムにしたがって、座標またはモバ
イル通信設備（またはモバイル通信設備の座標）にしたがって決定することができ、また
は、他の何らかの位置データにしたがって決定することができる。モバイルクーポンを、
モバイルクーポンデータベース３４１４または他の何らかのデータ設備に格納することが
でき、及び、分析エンジン、統計ソフトウェア、または、データベース内のデータを分析
して選択することができる他の何らかの処理などの、コンテンツ関連性設備３４２０内の
アルゴリズムに少なくとも部分的に基づいて、ナビゲーション要求３４００に関連付ける
ことができる。代替的には、関連モバイルクーポン２２１８を、編集上の検査に少なくと
も部分的に基づいて選択することができる。
【０６１９】
　１例では、モバイル通信設備１０２のユーザーが、ショッピングモールに近い場所に車
で行く場合がある。無線プロバイダーは、本明細書に記載された位置決め方法及びシステ
ムにしたがって特定されたモバイル通信設備１０２の位置に少なくとも部分的に基づいて
該ユーザーの位置を知ることができる。ショッピングモール内の商人は、無線キャリアに
関連するデータ設備内にスポンサー提供コンテンツを置くための料金を支払うことができ
る。このスポンサー提供コンテンツは、モバイルクーポンデータベース３４１４に格納さ
れているモバイルクーポンを含むことができる。モバイルクーポンデータベース３４１４
内のクーポンを、関連ナビゲーション要求３４００が何であるか、関連位置が何であるか
、関連モバイル加入者特性１１２が何であるか、関連ユーザートランザクションが何であ
るか、関連使用履歴が何であるか、関連無線キャリアデータが何であるか、または、他の
何らかの関連性を決定するために使用されることになるビジネスルールに関連付けること
ができる。この例を続けて、モバイルクーポンデータベース３４１４に格納されているモ
バイルクーポンの１つが、ショッピングモール内のある店において現在のニューヨークタ
イムズのベストセラーを２５％引きにするというものであるとする。このモバイルクーポ
ンに関連するビジネスルールは、該クーポンが提示されるモバイル通信設備の現在位置は
、該クーポンが提示されるときに、その書店から半径２マイル以内になければならないと
いうものである。該書店から半径２マイル以内の位置にモバイル通信設備１０２が入ると
、コンテンツ関連性設備３４２０は、クーポンとモバイル通信設備のマッチング／関連性
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が存在することを示すことができ、及び、該書店のクーポンを関連モバイルクーポン３４
１８として選択して、モバイル通信設備１０２のディスプレイ１７２に該クーポンを表示
することができる。代替的な実施形態では、クーポンに関連するビジネスルールは、該ク
ーポンが提示されるモバイル通信設備１０２は、該クーポンが置かれたときに該書店から
半径２マイル以内に存在しなければならないこと、及び、モバイル通信設備１０２は、ま
た、関連モバイルクーポン３４１８の提示の所定時間だけ前に、該モバイルクーポンに関
連するナビゲーション要求３４００（たとえば、オンライン書店（のウェブページなど）
を閲覧したり、現在一番売れている本の題名に対する検索クエリーを入力したり、または
、他の何らかのナビゲーション要求３４００）を生成していなければならないことを示す
ことができる。
【０６２０】
　図３５を参照して、いくつかの実施形態では、ナビゲーション要求３５００を、モバイ
ル通信設備１０２から受け取ることができ、及び、該モバイル通信設備１０２に関連する
モバイル加入者特性１１２との関連性に少なくとも部分的に基づいて関連スポンサー提供
モバイルクーポン２２１８に関連付けることができる。モバイルクーポンを、モバイルク
ーポンデータベース３５１４または他の何らかのデータ設備に格納することができ、及び
、分析エンジン、統計ソフトウェア、または、データベース内のデータを分析して選択す
ることができる他の何らかの処理などの、コンテンツ関連性設備３５２０内のアルゴリズ
ムに少なくとも部分的に基づいて、ナビゲーション要求３５００及びモバイル加入者特性
に関連付けることができる。代替的には、関連モバイルクーポン２２１８を、編集上の検
査に少なくとも部分的に基づいて選択することができる。
【０６２１】
　いくつかの実施形態では、モバイル加入者特性１１２を、年齢、性別、人種、宗教、市
外局番、郵便番号、自宅住所、勤務先住所、請求先住所、信用情報、家族情報、所得情報
、生年月日、出生地、雇用者、職種（または肩書き）、就労期間、または、他の何らかの
モバイル加入者特性１１２とすることができる。
【０６２２】
　いくつかの実施形態では、ナビゲーション要求３５００を、検索クエリー、ドメイン名
入力、ウェブブラウザアクション、メニュー選択、フォルダ選択、暗黙的な要求、トラン
ザクション、広告コンバージョン、または、他の何らかのタイプのナビゲーション要求と
することができる。
【０６２３】
　いくつかの実施形態では、ナビゲーション要求３５００を、モバイル通信設備１０２か
ら受け取ることができ、及び、該モバイル通信設備１０２または複数のモバイル通信設備
に関連する無線キャリアデータとの関連性に少なくとも部分的に基づいて関連スポンサー
提供モバイルクーポン２２１８に関連付けることができる。無線キャリアデータは、ユー
ザーセッションの進行に関連するコンテンツ関係、新しいウェブサイトのコンテンツ発見
、アクセス統計、使用統計、または、他の何らかの無線キャリアデータ（但し、これらに
は限定されない）を含むことができる。モバイルクーポンを、モバイルクーポンデータベ
ース３５１４または他の何らかのデータ設備に格納することができ、及び、分析エンジン
、統計ソフトウェア、または、データベース内のデータを分析して選択することができる
他の何らかの処理などの、コンテンツ関連性設備３５２０内のアルゴリズムに少なくとも
部分的に基づいて、ナビゲーション要求３５００及び無線キャリアデータに関連付けるこ
とができる。代替的には、関連モバイルクーポン２２１８を、編集上の検査に少なくとも
部分的に基づいて選択することができる。
【０６２４】
　いくつかの実施形態では、ナビゲーション要求３５００を、モバイル通信設備１０２か
ら受け取ることができ、及び、該モバイル通信設備１０２または複数のモバイル通信設備
に関連する使用履歴との関連性に少なくとも部分的に基づいて関連スポンサー提供モバイ
ルクーポン２２１８に関連付けることができる。使用履歴は、（ウェブページなどの）閲
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覧履歴、広告コンバージョン履歴、または、他の何らかの使用履歴データ（但し、これら
には限定されない）を含むことができる。モバイルクーポンを、モバイルクーポンデータ
ベース３５１４または他の何らかのデータ設備に格納することができ、及び、分析エンジ
ン、統計ソフトウェア、または、データベース内のデータを分析して選択することができ
る他の何らかの処理などの、コンテンツ関連性設備３５２０内のアルゴリズムに少なくと
も部分的に基づいて、ナビゲーション要求３５００及び使用履歴に関連付けることができ
る。代替的には、関連モバイルクーポン２２１８を、編集上の検査に少なくとも部分的に
基づいて選択することができる。
【０６２５】
　いくつかの実施形態では、ナビゲーション要求３５００を、モバイル通信設備１０２か
ら受け取ることができ、及び、該モバイル通信設備１０２または複数のモバイル通信設備
に関連するユーザートランザクションとの関連性に少なくとも部分的に基づいて関連スポ
ンサー提供モバイルクーポン２２１８に関連付けることができる。ユーザートランザクシ
ョンは、オンライン製品購入、広告コンバージョン、または、他の何らかのユーザートラ
ンザクションを含むことができる。モバイルクーポンを、モバイルクーポンデータベース
３５１４または他の何らかのデータ設備に格納することができ、及び、分析エンジン、統
計ソフトウェア、または、データベース内のデータを分析して選択することができる他の
何らかの処理などの、コンテンツ関連性設備３５２０内のアルゴリズムに少なくとも部分
的に基づいて、ナビゲーション要求３５００及びユーザートランザクションに関連付ける
ことができる。代替的には、関連モバイルクーポン２２１８を、編集上の検査に少なくと
も部分的に基づいて選択することができる。
【０６２６】
　いくつかの実施形態では、ナビゲーション要求３５００を、モバイル通信設備１０２か
ら受け取ることができ、及び、該モバイル通信設備１０２または複数のモバイル通信設備
に関連する位置との関連性に少なくとも部分的に基づいて関連スポンサー提供モバイルク
ーポン２２１８に関連付けることができる。位置を、以前の位置や現在の位置とすること
ができ、または、本明細書に記載された方法及びシステムにしたがって、座標またはモバ
イル通信設備（またはモバイル通信設備の座標）にしたがって決定することができ、また
は、他の何らかの位置データにしたがって決定することができる。モバイルクーポンを、
モバイルクーポンデータベース３５１４または他の何らかのデータ設備に格納することが
でき、及び、分析エンジン、統計ソフトウェア、または、データベース内のデータを分析
して選択することができる他の何らかの処理などの、コンテンツ関連性設備３５２０内の
アルゴリズムに少なくとも部分的に基づいて、ナビゲーション要求３５００に関連付ける
ことができる。代替的には、関連モバイルクーポン２２１８を、編集上の検査に少なくと
も部分的に基づいて選択することができる。
【０６２７】
　１例では、モバイル通信設備１０２のユーザーが、ショッピングモールに近い場所に車
で行く場合がある。無線プロバイダーは、本明細書に記載された位置決め方法及びシステ
ムにしたがって特定されたモバイル通信設備１０２の位置に少なくとも部分的に基づいて
該ユーザーの位置を知ることができる。ショッピングモール内の商人は、無線キャリアに
関連するデータ設備内にスポンサー提供コンテンツを置くための料金を支払うことができ
る。このスポンサー提供コンテンツは、モバイルクーポンデータベース３５１４に格納さ
れているモバイルクーポンを含むことができる。モバイルクーポンデータベース３５１４
内のクーポンを、関連ナビゲーション要求３５００が何であるか、関連位置が何であるか
、関連モバイル加入者特性１１２が何であるか、関連ユーザートランザクションが何であ
るか、関連使用履歴が何であるか、関連無線キャリアデータが何であるか、または、他の
何らかの関連性を決定するために使用されることになるビジネスルールに関連付けること
ができる。この例を続けて、モバイルクーポンデータベース３５１４に格納されているモ
バイルクーポンの１つが、ショッピングモール内のある店において現在のニューヨークタ
イムズのベストセラーを２５％引きにするというものであるとする。このモバイルクーポ
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ンに関連するビジネスルールは、該クーポンが提示されるモバイル通信設備の現在位置は
、該クーポンが提示されるときに、その書店から半径２マイル以内になければならないと
いうものである。該書店から半径２マイル以内の位置にモバイル通信設備１０２が入ると
、コンテンツ関連性設備３５２０は、クーポンとモバイル通信設備のマッチング／関連性
が存在することを示すことができ、及び、該書店のクーポンを関連モバイルクーポン３５
１８として選択して、モバイル通信設備１０２のディスプレイ１７２に該クーポンを表示
することができる。代替的な実施形態では、クーポンに関連するビジネスルールは、該ク
ーポンが提示されるモバイル通信設備１０２は、該クーポンが置かれたときに該書店から
半径２マイル以内に存在しなければならないこと、及び、該モバイル通信設備１０２は、
また、関連モバイルクーポン３５１８の提示の所定時間だけ前に、該モバイルクーポンに
関連するナビゲーション要求３４００（たとえば、オンライン書店（のウェブページなど
）を閲覧したり、現在一番売れている本の題名に対する検索クエリーを入力したり、また
は、他の何らかのナビゲーション要求３５００）を生成していなければならないことを示
すことができる。
【０６２８】
　いくつかの実施形態では、クーポンを、該クーポンの利益を得るためにオフラインの位
置（または場所）に提示することができるコードの形態でモバイル通信設備に提示するこ
とができる。クーポンを提示するユーザーの行為を入力してデータ記憶設備に格納するこ
とができる。この格納されたデータを、ユーザー特性、モバイル通信設備特性などに関連
付けることができ、これらの関連付けを用いて、対象とする広告、クーポン、抱き合わせ
販売、より高額な商品の販売などをユーザーに提示することができる。そのようなクーポ
ンを提示しているモバイル加入者のそれぞれに、モバイルサービスプロバイダーによって
スポンサーに料金を請求することができる。
【０６２９】
　いくつかの実施形態では、関連モバイルクーポン３１５８を、該クーポンが提示された
モバイル通信設備１０２を用いてオフライン商人３５３０において商品やサービスなどと
引き換えることができる。オフライン商人３５３０をコンバージョンデータリポジトリー
３５２２に関連付けることができる。該リポジトリー３５２２には、クーポン引き換え３
５２０及び他の消費者コンバージョンアクティビティ（活動）を記録することができる。
オフライン商人３５３０、無線キャリア、モバイル通信設備１０２のユーザー、または、
他の団体や事業体がとるアクション（行動）３５２４を決定するために、コンバージョン
データリポジトリー３５２２からのデータを分析する（３５２８）ことができる。
【０６３０】
　１例において、モバイル通信設備１０２のユーザーは、書店から関連モバイルクーポン
３５１８を受け取って、本人がじかにオフライン商人３５３０を訪れることができる。該
ユーザーは、オフライン商人３５３０のレジ係に該関連モバイルクーポン３５１８を引き
換え（３５２０）のために提示して、この関連モバイルクーポン３５２０に関連する購入
時の割引（または値引き。以下同じ）または他の何らかの利益を受けることができる。引
き換えが行われると、オフライン商人３５３０は、クーポンの引き換え３５２０をコンバ
ージョンとして記録し、このコンバージョンデータをコンバージョンデータリポジトリー
３５２２に格納することができる。コンバージョンデータリポジトリーをさらに分析設備
３５２８に関連付けることができる。分析設備を、オフライン商人、無線キャリア、モバ
イル加入者、または、他の第三者または事業体に関連付けることができる。分析設備３５
２８は、行われるコンバージョンのタイプ、引き換え３５２０に関連する製品のタイプ、
コンバージョンの時刻（または時間）、引き換えられるクーポンのタイプ、引き換えが行
われる店の場所（または位置）、クーポンの提示からクーポンの引き換えまでの時間を決
定することができ、または、他の何らかの分析を行うことができる。分析結果に基づいて
、アクション（行動）３５２４を実行することができる。たとえば、アクションを、クー
ポン引き換え３５２０に関連するアイテム（たとえば商品）と類似の追加のアイテムを注
文することとすることができ、これによって、商人によってその在庫が維持される。アク
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ション３５２４を、クーポンの引き換えが行われていることをマーケティング部に知らせ
ることとすることができる。アクション３５２４を、クーポンを引き換えた顧客に、引き
換え中に購入した製品に関連する保証延長サービス情報を送ること、または、他の何らか
のアクションとすることができる。アクション３５２４を、クーポンの引き換えに対して
（または比べて）リアルタイムで（または即時に）実行することができ、または、引き換
え後幾分より長い時間が経過した後に実行することができる。
【０６３１】
　図３６を参照して、いくつかの実施形態では、１つのナビゲーション要求（たとえば、
ブラウザアプリケーションに指示するユーザー要求）または複数のナビゲーション要求を
モバイル通信設備１０２から受け取ることができる。このナビゲーション要求に関連する
データを記録して保存することができる。たとえば、ユーザーは、該ユーザーのモバイル
通信設備１０２でのブラウザナビゲーションアクティビティ（活動）にかかわることがで
き、このブラウザアクティビティ（３６０２、３６０８、３６１２）は、結果として、種
々のウェブページやウェブコンテンツへの接続、または、他のネットワーク位置／コンテ
ンツとの相互作用（インタラクション）をもたらしうる。かかる相互作用の各々を、位置
及び／またはコンテンツに関するコンテキスト情報についてモニタすることができる。た
とえば、コンテキスト情報（３６０４、３６１０、３６１４）を、訪問したウェブサイト
、ダウンロードしたコンテンツ、相互作用したコンテンツ、または、ユーザーの閲覧行為
（３６０２、３６０８、３６１２）に関する他のそのような相互作用に関連付けることが
できる。いくつかの実施形態では、コンテキスト情報を無線キャリアデータに関連付ける
ことができる。いくつかの実施形態では、複数の閲覧行為（３６０２、３６０８、３６１
２）及び関連付けられたコンテキスト情報も用いて、ユーザープロフィール３６３２を作
成することができる。そして、ユーザープロフィール３６３２を、本明細書に記載した人
口統計学的情報及び他の特徴などのユーザーの他のモバイル加入者特性１１２と共に、モ
バイル加入者特性データベース１１２に格納することができる。
【０６３２】
　いくつかの実施形態では、コンテンツ（たとえば、コンテンツ、モバイルコンテンツ、
スポンサー提供コンテンツなど）を、ユーザーのプロフィール３６３２に少なくとも部分
的に基づいてユーザーのモバイル通信設備１０２に提示することができる。たとえば、ス
ポンサーコンテンツを、モバイル加入者特性及び／またはユーザーのプロフィールに基づ
いて、モバイル通信設備に配信することができる。コンテンツ及び／または位置とのユー
ザーの相互作用に基づいて収集されたコンテキスト情報を用いて、ユーザーを一般的に記
述するプロフィールを生成することができる。スポンサー提供コンテンツを送るユーザー
をより特定的に絞り込むことを可能にするのは、この一般化またはプロフィールでありう
る。この一般化を分類することもできる。たとえば、無線プロバイダーは、ユーザープロ
フィールのいくつかのカテゴリー（たとえば、スポーツファン、主婦、弁護士、男性、所
定の年齢層の範囲内など）を有することができる。コンテキスト情報が収集されると、該
情報を用いて、無線プロバイダーによって維持されている所定のプロフィールを選択する
ことができる。そのため、たとえば、ユーザーがスポーツコンテンツ及び／またはスポー
ツサイトに多くのリンクを有するサイトを頻繁に訪れている場合には、該ユーザーをスポ
ーツプロフィールへと特徴付けることができる。
【０６３３】
　いくつかの実施形態では、コンテキスト情報は、ウェブサイトコンテンツ、ウェブコン
テンツ自体、リンク構造、インバウンドリンク、アウトバウンドリンク、テキスト、キー
ワード、メタデータ、または、他の何らかのタイプのコンテキスト情報（但し、これらに
は限定されない）を含むことができる。
【０６３４】
　いくつかの実施形態では、無線キャリアデータは、ユーザーセッションの進行に関連す
るコンテンツ関係、新しいウェブサイトのコンテンツ発見、アクセス統計、使用統計、ま
たは、他の何らかの無線キャリアデータ（但し、これらには限定されない）を含むことが
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できる。
【０６３５】
　いくつかの実施形態では、ナビゲーション要求を、検索クエリー、ドメイン名入力、ウ
ェブブラウザアクション、メニュー選択、フォルダ選択、暗黙的な要求、トランザクショ
ン、広告コンバージョン、または、他の何らかのタイプのナビゲーション要求とすること
ができる。
【０６３６】
　いくつかの実施形態では、さらに、ユーザープロフィール３６３２を、ユーザートラン
ザクションに基づくものとすることができる。ユーザートランザクションは、オンライン
製品購入、広告コンバージョン、または、他の何らかのユーザートランザクションを含む
ことができる。
【０６３７】
　いくつかの実施形態では、さらに、ユーザープロフィール３６３２を、使用履歴に基づ
くものとすることができる。使用履歴は、広告コンバージョン履歴、または、他の何らか
の使用履歴を含むことができる。
【０６３８】
　いくつかの実施形態では、さらに、ユーザープロフィール３６３２を、該ユーザーによ
ってサクセスされる検索バーティカルに基づくものとすることができる。たとえば、ユー
ザーが特定の検索バーティカルをよく使っている場合には、そのバーティカルは、該ユー
ザープロフィールまたはその分類（カテゴリー化）に影響を与えうる。１つのユーザーブ
ラウザプロフィール、または、複数のユーザープロフィール３６３２を、検索バーティカ
ルとの関連性にしたがって索引付けすることができる。検索バーティカルを、着信音、画
像、ゲーム、イエローページ、気候（天候）、ホワイトページ、ニュースのヘッドライン
、ＷＡＰサイト、ウェブサイト、映画の開演時間、スポーツの得点、株価、飛行機の出発
時刻、地図、方向（または指示）、価格比較、WIFIホットスポット、荷物の追跡、ホテル
の料金、ファンタジースポーツの成績（または統計）、ホロスコープ（星占い）、回答、
辞書、市外局番、郵便番号、エンターテインメント（娯楽）、ブログ、または、他の何ら
かのタイプの検索バーティカルに関連付けることができる。
【０６３９】
　いくつかの実施形態では、ユーザーのプロフィール３６３２を、複数のブラウズセッシ
ョン（閲覧セッション）のうちの１つのブラウズセッション中にユーザーがいた１つまた
は複数の位置に基づくものとすることができる。この位置を、以前の位置、現在の位置、
モバイル通信設備の座標、ＧＰＳや三角測量やＷi－Ｆi三角測量などによって決定された
位置、ユーザーがある領域や州や都市などに入ることによって（または、ユーザーがこれ
らを入力することによって）決定された位置、指定された位置からの距離にしたがって決
定された位置、モバイルコンテンツに関連する位置などとすることができる。いくつかの
実施形態では、関連性３６１０をスコアとすることができる。いくつかの実施形態では、
ユーザープロフィール３６０８を、複数の加入者特性、複数のモバイル加入者特性と位置
との組み合わせ、複数のモバイル加入者特性と複数のユーザートランザクションとの組み
合わせ、複数のモバイル加入者特性と使用履歴との組み合わせなどに少なくとも部分的に
基づくものとすることができる。
【０６４０】
　図３６を参照して、１例では、ユーザーは、該ユーザーのモバイル通信設備１０２を使
用してウェブコンテンツにアクセスすることができる。この簡単化した例では、閲覧行為
Ａ　３６０２、閲覧行為Ｂ　３６０８、閲覧行為Ｃ　３６１２の３つの閲覧アクティビテ
ィがある。閲覧行為の各々を、各閲覧行為中に訪れているウェブサイトに関するコンテキ
スト情報（たとえば、リンク構造、インバウンドリンク、アウトバウンドリンク、テキス
ト、キーワード、メタデータ、または、他の何らかのタイプのコンテキスト情報）に関連
付けることができる。この例では、閲覧行為Ａ　３６０２は、オンライン書店への訪問で
ある。閲覧行為Ｂ　３６０８は、オンライン書店のホームページから特定の本に関するペ



(140) JP 2010-531626 A 2010.9.24

10

20

30

40

50

ージへのクリックスルーである。閲覧行為Ｃ　３６１２は、閲覧行為Ｂ　３６０８中に見
た本のオンライン購入を完了するというユーザーの閲覧活動に関連する。これらの閲覧行
為（３６０２、３６０８、３６１２）に基づいて、それらの相互作用から得られたコンテ
キスト情報に基づいたユーザープロフィール３６３２を作成することが可能である。この
ユーザープロフィールを、この特定のユーザーが「オンラインでの本の購入者」であるこ
とを示す手短な指標（インジケータ）とすることができる。代替的には、閲覧セッション
から得られたユーザープロフィール３６３２を用いて、このユーザーが、個々のウェブペ
ージを見ていた時間の長さ、該ユーザーが各ウェブページとどのように相互作用をしたか
、または、ウェブブラウジングに関する他の何らかの情報を要約することができる。これ
らのコンテキスト情報の各々を用いて、ユーザーのプロフィール生成し、または、該プロ
フィールに影響を与えることができる。
【０６４１】
　図３７を参照して、いくつかの実施形態では、１つのナビゲーション要求または複数の
ナビゲーション要求を、モバイル通信設備１０２から受け取ることができる。モバイル通
信設備１０２のユーザーの閲覧アクティビティ（３７０２、３７０８、３７１２）に関連
するデータを、訪れたウェブサイトに関するコンテキスト情報（３７０４、３７１０、３
７１４）、無線キャリアデータ、または、ユーザーの閲覧アクティビティ（３７０２、３
７０８、３７１２）に関する他の何らかの情報に少なくとも部分的に基づいて、記録し保
存することができる。いくつかの実施形態では、複数の閲覧アクティビティ（３７０２、
３７０８、３７１２）を用いて、ユーザープロフィール３７３２を生成することができる
。そして、ユーザーの閲覧アクティビティ（３７０２、３７０８、３７１２）に少なくと
も部分的に基づくユーザープロフィール３７３２を、本明細書に記載されている人口統計
学的情報及び他の特徴などのユーザーの他のモバイル加入者特性１１２と共に、モバイル
加入者特性データベース１１２に格納することができる。
【０６４２】
　いくつかの実施形態では、コンテンツを、ユーザーの閲覧行為プロフィール３７３２に
少なくとも部分的に基づいて、該ユーザーのモバイル通信設備１０２に提示することがで
きる。
【０６４３】
　いくつかの実施形態では、コンテキスト情報は、リンク構造、インバウンドリンク、ア
ウトバウンドリンク、テキスト、キーワード、メタデータ、または、他の何らかのタイプ
のコンテキスト情報（但し、これらには限定されない）を含むことができる。
【０６４４】
　いくつかの実施形態では、無線キャリアデータは、ユーザーセッションの進行に関連す
るコンテンツ関係、新しいウェブサイトのコンテンツ発見、アクセス統計、使用統計、ま
たは、他の何らかの無線キャリアデータ（但し、これらには限定されない）を含むことが
できる。
【０６４５】
　いくつかの実施形態では、ナビゲーション要求を、検索クエリー、ドメイン名入力、ウ
ェブブラウザアクション、メニュー選択、フォルダ選択、暗黙的な要求、トランザクショ
ン、広告コンバージョン、または、他の何らかのタイプのナビゲーション要求とすること
ができる。
【０６４６】
　いくつかの実施形態では、さらに、ユーザーブラウザプロフィールを、ユーザートラン
ザクションに関連付けることができる。ユーザートランザクションは、オンライン製品購
入、広告コンバージョン、または、他の何らかのユーザートランザクションを含むことが
できる。
【０６４７】
　いくつかの実施形態では、さらに、ユーザーブラウザプロフィールを、使用履歴に関連
付けることができる。使用履歴は、広告コンバージョン履歴、または、他の何らかの使用
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履歴を含むことができる。
【０６４８】
　いくつかの実施形態では、さらに、ユーザーブラウザプロフィールを、検索バーティカ
ルに関連付けることができる。１つのユーザーブラウザプロフィール、または、複数のユ
ーザーブラウザプロフィールを、検索バーティカルとの関連性にしたがって索引付けする
ことができる。検索バーティカルを、着信音、画像、ゲーム、イエローページ、気候（天
候）、ホワイトページ、ニュースのヘッドライン、ＷＡＰサイト、ウェブサイト、映画の
開演時間、スポーツの得点、株価、飛行機の出発時刻、地図、方向（または指示）、価格
比較、WIFIホットスポット、荷物の追跡、ホテルの料金、ファンタジースポーツの成績（
または統計）、ホロスコープ（星占い）、回答、辞書、市外局番、郵便番号、エンターテ
インメント（娯楽）、ブログ、または、他の何らかのタイプの検索バーティカルに関連付
けることができる。
【０６４９】
　いくつかの実施形態では、さらに、ユーザーのブラウズ（閲覧）プロフィールを、複数
のブラウズセッション（閲覧セッション）のうちの１つのブラウズセッション中にユーザ
ーがいた１つまたは複数の位置に関連付けることができる。この位置を、以前の位置、現
在の位置、モバイル通信設備の座標、ＧＰＳや三角測量やＷi－Ｆi三角測量などによって
決定された位置、ユーザーがある領域や州や都市などに入ることによって（または、ユー
ザーがこれらを入力することによって）決定された位置、指定された位置からの距離にし
たがって決定された位置、モバイルコンテンツに関連する位置などとすることができる。
いくつかの実施形態では、関連性３７１０をスコアとすることができる。いくつかの実施
形態では、ユーザープロフィール３７０８を、複数の加入者特性、複数のモバイル加入者
特性と位置との組み合わせ、複数のモバイル加入者特性と複数のユーザートランザクショ
ンとの組み合わせ、複数のモバイル加入者特性と使用履歴との組み合わせなどに少なくと
も部分的に基づくものとすることができる。
【０６５０】
　１例では、ユーザーは、該ユーザーのモバイル通信設備１０２を使用してウェブコンテ
ンツにアクセスすることができる。この簡単化した例では、閲覧行為Ａ　３７０２、閲覧
行為Ｂ　３７０８、閲覧行為Ｃ　３７１２の３つの閲覧アクティビティがある。閲覧行為
の各々を、各閲覧行為中に訪れているウェブサイトに関するコンテキスト情報（たとえば
、リンク構造、インバウンドリンク、アウトバウンドリンク、テキスト、キーワード、メ
タデータ、または、他の何らかのタイプのコンテキスト情報）に関連付けることができる
。この例では、閲覧行為Ａ　３７０２は、オンライン書店への訪問である。閲覧行為Ｂ　
３７０８は、オンライン書店のホームページから特定の本に関するページへのクリックス
ルーである。閲覧行為Ｃ　３７１２は、閲覧行為Ｂ　３７０８中に見た本のオンライン購
入を完了するというユーザーの閲覧活動に関連する。これらの閲覧行為（３７０２、３７
０８、３７１２）に基づいて、ユーザープロフィール３７３２を生成することが可能であ
る。このユーザープロフィールを、この特定のユーザーが「オンラインでの本の購入者」
であることを示す手短な指標（インジケータ）とすることができる。代替的には、閲覧セ
ッションから得られたユーザープロフィール３７３２を用いて、このユーザーが、個々の
ウェブページを見ていた時間の長さ、該ユーザーが各ウェブページとどのように相互作用
をしたか、または、ウェブブラウジングに関する他の何らかの情報を要約することができ
る。
【０６５１】
　図３７を参照して、いくつかの実施形態では、無線プロバイダーデータを用いて、モバ
イル通信設備１０２のユーザーからのウェブブラウザアクティビティ（３７０２、３７０
８、３７１２、３７１８、３７２２、３７２８）を確定することができる。１つまたは複
数のウェブブラウザアクティビティ（３７０２、３７０８、３７１２、３７１８、３７２
２、３７２８）を、モバイル加入者特性データベース１１２などの、無線キャリアの他の
データ資産、または、無線キャリアに関連する何らかの団体のデータ資産に関連して、記
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録し格納することができる。いくつかの実施形態では、ウェブブラウザアクティビティ間
の１つまたは複数の関係を決定するために、格納された複数のウェブブラウザアクティビ
ティを分析することができる。この分析またはこれらの複数の分析に少なくとも部分的に
基づき、ユーザープロフィール（３７３２、３７３４）を、ウェブブラウザアクティビテ
ィ（３７０２、３７０８、３７１２、３７１８、３７２２、３７２８）に関する量的な及
び質的な情報に少なくとも部分的に基づいて分類することができる。いくつかの実施形態
では、ユーザープロフィールのこの分類を、モバイル通信設備１０２のユーザーに関連付
けることができ（該設備１０２からのウェブブラウザアクティビティ（３７０２、３７０
８、３７１２、３７１８、３７２２、３７２８）が記録された）、及び、スポンサー提供
コンテンツ３７３８を、ユーザープロフィールの分類に少なくとも部分的に基づいてモバ
イル通信設備１０２に提示することができる。いくつかの実施形態では、複数のウェブブ
ラウザアクティビティ（３７０２、３７０８、３７１２、３７１８、３７２２、３７２８
）に少なくとも部分的に基づいて、シングルユーザーは、プロフィールの複数の分類を横
断して、複数のプロフィール（３７３２、３７３４）を有することができる。
【０６５２】
　いくつかの実施形態では、無線キャリアデータを広告タグデータとすることができる。
いくつかの実施形態では、無線キャリアデータは、ユーザーセッションの進行に関連する
コンテンツ関係、新しいウェブサイトのコンテンツ発見、アクセス統計、使用統計、また
は、他の何らかの無線キャリアデータ（但し、これらには限定されない）を含むことがで
きる。
【０６５３】
　いくつかの実施形態では、ウェブブラウザアクティビティをモバイル加入者特性にさら
に関連付けることによって、ユーザープロフィールの分類（またはカテゴリー。以下同じ
）を生成することができる。いくつかの実施形態では、モバイル加入者特性１１２を、年
齢、性別、人種、宗教、市外局番、郵便番号、自宅住所、勤務先住所、請求先住所、信用
情報、家族情報、所得情報、生年月日、出生地、雇用者、職種（または肩書き）、就労期
間、または、他の何らかのモバイル加入者特性１１２とすることができる。
【０６５４】
　いくつかの実施形態では、さらに、ユーザープロフィールのカテゴリーを、ウェブブラ
ウザアクティビティをユーザートランザクションに関連付けることによって生成すること
ができる。ユーザートランザクションは、オンライン製品購入、広告コンバージョン、ま
たは、他の何らかのユーザートランザクションを含むことができる。
【０６５５】
　いくつかの実施形態では、さらに、ユーザープロフィールのカテゴリーを、ウェブブラ
ウザアクティビティをウェブブラウザに関するコンテキスト情報に関連付けることによっ
て生成することができる。いくつかの実施形態では、コンテキスト情報は、リンク構造、
インバウンドリンク、アウトバウンドリンク、テキスト、キーワード、メタデータ、また
は、他の何らかのコンテキスト情報（但し、これらには限定されない）を含むことができ
る。
【０６５６】
　いくつかの実施形態では、さらに、ユーザープロフィールのカテゴリーを、ウェブブラ
ウザアクティビティを使用履歴に関連付けることによって生成することができる。
【０６５７】
　いくつかの実施形態では、さらに、ユーザープロフィールのカテゴリーを、ウェブブラ
ウザアクティビティを位置に関連付けることによって生成することができる。位置を、以
前の位置、現在の位置、モバイル通信設備の座標、ＧＰＳ、三角測量、Ｗi－Ｆi三角測量
などによって決定された位置、ユーザーがある領域や州や都市などに入ることよって（ま
たはユーザーがこれらを入力することによって）決定された位置、指定された位置からの
距離にしたがって決定された位置、モバイルコンテンツに関連する位置などとすることが
できる。
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【０６５８】
　１例では、モバイル通信設備１０２のユーザーは、単一のブラウズセッション中に、ま
たは、複数日にわたる複数のブラウズセッションにわたって、次の３つのウェブブラウジ
ングアクティビティを行う場合がある。すなわち、ブラウズ１：花屋のウェブサイトを訪
問する、ブラウズ２：仕出し業者のウェブサイトを訪問する、ブラウズ３：写真家のウェ
ブサイトを訪問する、である。無線プロバイダー、または、何らかの第三者（サードパー
ティ）は、ウェブブラウジングアクティビティとユーザープロフィールのカテゴリーとの
関係を評価するために分析されることができる前のウェブブラウジングアクティビティに
アクセスすることができる。そして、ユーザープロフィールのこのカテゴリーを用いて、
将来の購入、広告コンバージョンなどのアクションまたはイベント、または、ユーザープ
ロフィールのカテゴリーに関連する何らかの他のアクションまたはイベントを予測するこ
とができる。今の例では、花屋、仕出し業者、及び写真家のウェブサイトを、互いに時間
的に多少近接した範囲内で訪れるという３つのブラウズアクティビティ（ウェブサイトの
閲覧活動）は、花嫁になるユーザーに高く関連付けられるということを無線プロバイダー
は知りうる。したがって、このタイプのウェブブラウジングアクティビティは、このユー
ザーを、「間もなく結婚する女性」カテゴリーに分類することができる。このカテゴリー
を、該女性の電話機に関連付けられているモバイル加入者特性データベース１１２に格納
することができ、彼女が、「間もなく結婚する女性」のカテゴリーに合致するということ
に少なくとも部分的に基づいて、結婚に関連する広告などのスポンサー提供コンテンツ３
７３８を、彼女のモバイル通信設備１０２のディスプレイ１７２に提示することができる
。
【０６５９】
　いくつかの実施形態では、モバイル通信設備１０２自体の位置を含む、モバイル通信設
備１０２のユーザーの何らかの側面の位置を地図に描くことが有用でありうる。モバイル
通信設備１０２のそれ以外の側面は、該ユーザーがどこで生まれたか、該ユーザーがどこ
の学校に通っているか、家族がいる位置などのモバイル加入者特性１１２、または、使用
履歴３８０８、コンテンツ関係、ユーザー統計、オンライン購入習慣、該ユーザーのウェ
ブサイトとの相互作用の側面（または態様）、該ユーザーのナビゲーション要求の側面（
または態様）、ユーザートランザクションなどの無線プロバイダーデータ３８０４として
格納されているユーザー情報を含むことができる。モバイル通信設備１０２のユーザーに
関連するこれらの側面を、位置設備１１０によって見つけることができ、この場合、位置
マップ設備３８０２は、モバイル通信設備１０２においてユーザーに表示するための地図
を生成することができる。これらの地図を用いて、ユーザーの挙動（行為）またはアクシ
ョンに関心があるユーザーまたは他者を、該ユーザーの地理空間的な側面に関連付けるこ
とができる。
【０６６０】
　いくつかの実施形態では、モバイル通信設備１０２が関連付けられている該設備１０２
の位置に少なくとも部分的に基づいて、モバイル加入者特性１１２を、モバイル通信設備
１０２及び生成されたマップに関連付けることができ、この場合、モバイル通信設備１０
２の位置を特定することができ、該生成された地図は、１つのモバイル加入者特性１１２
の位置、または、複数のモバイル加入者特性の位置を含むことができる。たとえば、過去
の時点または現時点における、モバイル通信設備１０２のあるユーザーの位置を、モバイ
ル通信設備１０２とユーザーとの関連付けを使って突きとめることが望まれる場合がある
。この場合、ユーザーが、無線通信プロバイダー１０８の加入者であって、所与のモバイ
ル通信設備１０２をサービスに関連付けるモバイル加入者特性１１２を有しているときに
は、該ユーザーは該ユーザーのモバイル通信設備１０２を持ち運んでいるという想定に基
づいて、該ユーザーの位置を突きとめること、または、場合によって該ユーザーを追跡す
ることさえも可能である。この例では、第１のモバイル通信設備１０２の位置または過去
の位置を地図に関連付けることができ、この場合、該第１のモバイル通信設備１０２の位
置を、第２のモバイル通信設備１０２やリモートのコンピュータのモニタに地図の形態で
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描写及び表示することができ、または、印刷された地図や他の何らかの表示形態で描写及
び表示することができる。
【０６６１】
　いくつかの実施形態では、ＧＰＳ、三角測量、Ｗi－Ｆiを利用する三角測量など、モバ
イル通信設備１０２の位置を決定する多くの技術がある。モバイル通信設備１０２の位置
を、ユーザーが特定の位置に入ったときに決定することができ、該設備１０２の位置は、
州（または国）や都市などの複数の地理的領域を含むことができ、該設備１０２の位置を
、指定された位置からの距離にしたがって指定することができ、モバイル通信設備１０２
のモバイルコンテンツの何らかの側面に関連付けることなどができる。たとえば、ユーザ
ーのモバイル通信設備１０２にＧＰＳを内蔵することができ、ユーザーの位置の地図描画
（マッピング）は、ＧＰＳ座標を表示用の地理空間的地図にプロットすることでありうる
。別の例では、ユーザーのモバイル通信設備１０２は、ＧＰＳ機能を有していないが、該
モバイル通信設備１０２からの送信信号の位置を、複数の基地局から三角測量によって決
定することができるセルラーフォンである。類似の位置決め能力をＷi－Ｆiホットスポッ
トで利用することができ、この場合、Ｗi－Ｆiトランシーバーを具備するモバイル通信設
備１０２の通信は、該モバイル通信設備１０２の位置をそれらのトランシーバーによる三
角測量によって決定することを可能にする。さらに他の例では、モバイル通信設備１０２
の位置を、ユーザーが、特定の位置（この位置には特定の地理的領域が含まれる）に入っ
たときまたは該位置を離れたときに決定することができる。たとえば、ユーザーは、国（
または州）から出ることを法的に許可されていない場合があり、仮に、該ユーザーがこれ
を行った場合には、該ユーザーのモバイル通信設備１０２の位置を生成して、法執行機関
の当局者に関連するモバイル通信設備１０２のディスプレイに表示するなどといった、も
う１つのモバイル通信設備１０２に表示することができる。いくつかの実施形態では、モ
バイル通信設備１０２の過去の位置に関連するデータを、その後の位置決定及び表示のた
めに格納することができる。
【０６６２】
　いくつかの実施形態では、モバイル通信設備１０２に関連するユーザートランザクショ
ンの位置を決定することができ、この場合、表示のための地図が作成される。ユーザート
ランザクションは、製品のオンライン購入、モバイル通信設備１０２に関連して提示され
た広告のコンバージョンなどを含むことができる。たとえば、各人が自身のモバイル通信
設備１０２を利用して、どこで、いつ、オンライン購入をしたかを知ることは、営利販売
組織にとって有益でありうる。ユーザーは、バスや、列車で、または、車に相乗りして通
勤しているとき、または、乗り継ぎ待ちをしているときなどには、典型的には何もしてい
ない。ユーザーは、一日のうちでくつろいでいるとき、または、週末には、典型的には、
自宅にいるか、友人の家にいる。ユーザーは、典型的には、市内で交通渋滞に巻き込まれ
ていたり、１週間の間仕事で机に向かっていたり、空港や鉄道の駅にいたりなどする。ユ
ーザーがどこでオンライン購入をするかを知ることによって、オンライン購入をするモバ
イル通信設備１０２のユーザーをより良好に（またはより効果的に）広告の対象とするこ
とが可能にある。いくつかの実施形態では、ユーザーがどこでオンライン購入するかを示
す地図を位置マップ設備３８０２によって表示することは、オンライン購入に関連する広
告をターゲットに向ける販売組織の能力を高めることができる。
【０６６３】
　図３８を参照して、いくつかの実施形態では、モバイル通信設備１０２に関連する使用
履歴３８０３を、位置マップ設備３８０２を利用することによって、（地図上は地図のよ
うに）描画して表示することができる。使用履歴３８０８を無線プロバイダーデータ３８
０４に関連付けることができ、無線プロバイダーデータ３８０４は、たとえば、ユーザー
セッションの進行に関するコンテンツ関係に基づくものとし、または、新しいウェブサイ
トのコンテンツ発見に少なくとも部分的に基づくものとし、または、アクセス統計に少な
くとも部分的に基づくものとし、または、使用統計に少なくとも部分的に基づくものとし
、または、アクセスされているモバイルコンテンツタイプに少なくとも部分的に基づくオ
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ンライン購入プロセスのある段階に基づくものとし、または、コンテンツアイテムのやり
とり（会話など）の後のウェブサイトとのユーザーの相互作用に少なくとも部分的に基づ
くものとし、または、モバイル通信設備から受け取ったナビゲーション要求に少なくとも
部分的に基づくものとすることができる。たとえば、モバイル通信設備へのスポンサー提
供コンテンツのプロバイダーは、モバイル通信設備１０２のユーザーの使用履歴に興味が
ある場合がある。ユーザーが、スポンサー提供コンテンツに関連する何かをどこで、いつ
するかを知ることによって、スポンサー提供コンテンツのプロバイダーは、視聴者をより
良くターゲットとすることが可能になる。さらに、ユーザーが、該設備１０２を、平日に
使用したか否か、週末に使用したか否か、友人と使用したか否か、仕事で使用したか否か
、余暇に使用したか否か、通勤時間中に使用したか否か、及び、オンライントランザクシ
ョンまたはオンラインインタラクション（相互作用）中のユーザーの使用形態はどのよう
なものかといったユーザーのモバイル通信設備１０２の使用形態を知ることによって、タ
ーゲットに向けられたスポンサー提供コンテンツの配信の効果をさらに高めることができ
る。いくつかの実施形態では、モバイル通信設備１０２において、図形式で利用可能なそ
のような描画されたデータを持つことによって、スポンサーは、より便利及び／またはよ
り迅速に、顧客の使用形態を決定してスポンサー提供コンテンツをより良好にターゲット
に向けることが可能となる。
【０６６４】
　いくつかの実施形態では、モバイル通信設備１０２のユーザーは、位置マップ設備を通
じて提供された地図表示を利用して、無線プロバイダーデータ３８０４として格納されて
いるデータに関連付けることができる何らかのモバイル加入者特性１１２に基づいて、他
のユーザーの位置を特定するなどの、個人的な使用のために、モバイル通信設備１０２の
他のユーザーの位置を突きとめることができる。たとえば、ユーザーは、該ユーザーと出
身学校が同じ他のユーザー、似たような年齢の他のユーザー、類似の製品を購入している
ユーザー、類似の趣味または関心事を持っている他のユーザー、同じスポーツをすること
または観るのを楽しむ他のユーザー、同じワインを飲むのが好きな他のユーザー、同じウ
ェブサイトを訪問している他のユーザー、同じクラブによく行く他のユーザー、同じ町に
ショッピングに行く他のユーザー、同じ音楽を聴く他のユーザー、同じコンサートに行く
他のユーザーなどの他のユーザーの位置を見つけることに関心がある場合がある。さらに
、この情報、並びに、該情報の図による表示（グラフィック表示）は、使用履歴に応じて
（またはその関数として）利用可能である。たとえば、グレイトフル・デッド (the Grat
eful Dead)を聴くのを楽しむ人々の現在の位置を地図に描くことができるだけでなく、特
定のコンサートに行ったユーザーの現在の位置を地図に描くことも可能であり、この場合
、あなたは、連絡が取れなくなったが、今は居場所を知りたい人に会うことができる可能
性がある。ユーザーが、渋滞に巻き込まれていて、渋滞に巻き込まれているユーザーの近
くにいるどれだけの数の人々が、ボン・ジョヴィ（Bon Jovi）のファンであるか、レッド
ソックス（Red Sox）が好きであるか、民主主義者であるか、馬が好きであるか、フラン
スに行ったことがあるか、などを知りたがっているときなどの、娯楽のために、位置マッ
プ設備３８０２を使用することさえできる。ユーザーは、フットボールのゲームを観てい
て、同じ卒業クラスからの他のユーザーの位置を知りたい場合があり、及び、それら他の
ユーザーを表示された地図によって見つけようとする場合があり、または、それら他のユ
ーザーの座席がどれだけ高価か、または、それら他のユーザーがどのくらいの頻度でその
ゲームを観に来ているか、それら他のユーザーがそのゲームのすぐ後に決まって行くとこ
ろはどこか、それら他のユーザーは、何をそのチームに関連してオンライン購入している
かなどを特定することができる。
【０６６５】
　いくつかの実施形態では、位置マップ設備３８０２からの表示された地図は、マーケテ
ィング及び販売を行う事業体、個人的利用や娯楽のために使用する個人、仮釈放された状
態にある人を追跡しまたは監禁するための、政府資源の使用を評価する国家公務員、子供
たちの居場所及び行動パターンをモニタする親などによって使用されることができる。い
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くつかの実施形態では、当業者は、そのように図で描かれた無線プロバイダーデータ３８
０４を用いることができる多くのやり方を認識し、並びに、上記の例は説明のためのもの
に過ぎず、それらの例に限定するものではないことを理解するであろう。
【０６６６】
　図３９を参照して、いくつかの実施形態では、モバイル通信設備１０２のユーザーへの
スポンサー提供コンテンツ３９１０の配信を、アフィニティープログラム（affinity pro
gram）３９０２によって提供される誘因（インセンティブまたは動機。以下同じ）に関連
付けることができる。アフィニティープログラム３９０２を、スポンサー１２８への登録
またはスポンサー１２８の会員となることに関連付けることができ、この場合、アフィニ
ティープログラム３９０２を通じて、スポンサー１２８は、登録者３９０４がスポンサー
提供コンテンツ３９１０と相互作用することなどによって、該プログラムの登録者３９０
４への増加したアクセスを得ることができ、登録者３９０４は、たとえば、スポンサー１
２８によって提供された誘因３９１２を通じて、スポンサー１２８の製品またはサービス
に対する購入利益を得ることができる。さらに、スポンサー１２８は、スポンサー１２８
の営業所のすぐ近くまで来ているアフィニティープログラムの登録者３９０４に関心があ
る場合があり、スポンサー１２８の営業所の位置に関連するナビゲーション要求３９１０
、または、ナビゲーションに関連する検索クエリーをモバイル通信設備１０２において発
行するユーザーに、登録の機会３９０８を提供することができる。この場合のこのナビゲ
ーション要求３９１０には、ユーザーが、スポンサー１２８の営業所のすぐ近くまでくる
頻度やユーザーがスポンサー１２８の営業所の近くで過ごす時間の長さなどに基づいて、
ユーザーをスポンサー１２８の営業所のすぐ近くに案内する方向（または道順）を返し、
スポンサー１２８の営業所のある町を指定し、スポンサー１２８の営業所から所定の距離
にある競合者を指定するといったものがある。いくつかの実施形態では、モバイル通信設
備１０２の位置を介したアフィニティープログラムへの登録機会３９０８の関連付けが、
家庭用コンピュータなどの非モバイル通信設備に比べて改善された、登録者３９０４の位
置とスポンサー１２８の位置との間の関係を表しうるという点で、スポンサー１２８と登
録者３９０４の両方が、アフィニティープログラム３９０２とモバイル通信設備１０２と
の関連付けから利益を受けうる。
【０６６７】
　図３９は、アフィニティープログラムの登録者３９０４としての、モバイル通信設備１
０２のユーザーを、アフィニティープログラム３９０２に関連付ける方法を示す。ここで
、アフィニティープログラム３９０２は、登録機会３９０８、スポンサー提供コンテンツ
３９１０、及び誘因３９１２に関連するナビゲーション要求３９１０を含むことができる
。いくつかの実施形態では、アフィニティープログラムへの登録機会３９０８を、電話機
、携帯電話、セルラーフォン、ＧＳＭフォンなどとすることができるモバイル通信設備１
０２においてなされたナビゲーション要求３９１０に少なくとも部分的に基づいて該モバ
イル通信設備１０２に提示することができる。アフィニティープログラム３９０２への登
録が完了すると、登録者３９０４は、該登録者のモバイル通信設備１０２においてアフィ
ニティープログラムスポンサー提供コンテンツ３９１０を受け取ることができ、この場合
、該登録者３９０４に、割引、クーポン、商品、商品与信（merchandise credit）、アフ
ィニティープログラムクレジット（アフィニティープログラム与信）、短時間（または数
回）のモバイル通信設備１０２使用、お金などの、スポンサー提供コンテンツ３９１０と
相互作用するための誘因３９１２を提供することができる。
【０６６８】
　たとえば、いくつかの実施形態では、スーパーマーケットの食品チェーン店は、競合相
手から買物客をより効果的に奪い取りたいと望む場合があり、該チェーン店の現在のウォ
レットカードアフィニティープログラムを、該チェーン店に今までに来ただけではなく、
サービス・デスクで登録の時間をかけた顧客に制限することができる。アフィニティープ
ログラム３９０２がユーザーのモバイル通信設備１０２におけるナビゲーション要求３９
１０に関連付けられると、そのスーパーマーケットチェーン店は、該チェーン店の周辺の
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エリアに関連するナビゲーション要求３９１０を実行するモバイル通信設備１０２の任意
のユーザーに、アフィニティープログラムへの登録機会３９０８を提供することができる
。たとえば、ユーザーが、ショップライト（Shoprite）と同じエリアにある地元のＩＧＡ
フード店（ＩＧＡ食料品店）で買い物をしているとする。そこで、ショップライトは、モ
バイル通信設備１０２におけるナビゲーション要求に関連するアフィニティープログラム
３９０２を実行する。この場合、対象とするショップライトから所定の距離内にあるナビ
ゲーション要求３９１０の開始ポイントをリストしている任意のナビゲーション要求３９
１０については、それらのモバイル通信設備１０２に直接登録機会３９０８が提供される
。このアフィニティープログラムへの登録機会３９０８を、登録者３９０４になる可能性
のある者に、それらの者のモバイル通信設備１０２に配信されるスポンサー提供コンテン
ツ３９１０と相互作用させるための複数の誘因３９１２とすることができ、この例では、
たとえば、この誘因３９１２は商品の割引を含む。すなわち、登録者３９０４になる可能
性のある者は、これらの者がショップライトからのスポンサー提供コンテンツ３９１０を
これらの者のモバイル通信設備１０２で受け取れば、それらの者は、ショップライトで商
品の割引を受けられることを知らされる。いくつかの実施形態では、登録者１０２の割引
を、該登録者が購入時にレジ係に提示するポイントカードに自動的に関連付けることがで
き、これによって、アフィニティープログラム３９０２による割引がその購入に自動的に
適用されるようにすることができる。いくつかの実施形態では、ユーザーのモバイル通信
設備１０２を、たとえば、モバイル通信設備１０２がショップライトのシステムに登録者
３９０４のＩＤを提示するなどして、購入時に受けた割引に関連付けることができる。
【０６６９】
　上記の例を続けて、ユーザーは、今や、登録機会３９０８を受け入れて、ショップライ
トからのスポンサー提供コンテンツ３９１０の受け取りを開始することができる。このス
ポンサー提供コンテンツは、製品の電子クーポン、その週の特価品、特別優待日に関する
情報などを含むことができる。いくつかの実施形態では、登録者３９０４の誘因３９１２
は、スポンサー提供コンテンツ３９１０の一部として提供される直接のクーポン割引だけ
ではなく、登録者３９０４がアフィニティープログラムスポンサー提供コンテンツ３９１
０と相互作用する毎に増加する割引を含むことができ、この割引は、たとえば、セール開
催時の請求金額の割引率とすることができ、登録者３９０４が、該登録者３９０４のモバ
イル通信設備１０２に配信されるスポンサー提供コンテンツ３９１０に対して行う相互作
用（対話など）の数に応じて変わりうる。いくつかの実施形態では、スポンサー１２８は
、ユーザーのモバイル通信設備１０２からのナビゲーション要求３９１０に関連するアフ
ィニティープログラム３９０２を実施した結果として、顧客基盤を拡大し、及び／または
、個人毎の売り上げを高めることができる。
【０６７０】
　いくつかの実施形態では、ナビゲーション要求３９１０を、検索クエリー、ドメイン名
入力、ウェブブラウザアクション、メニュー選択、フォルダ選択、暗黙的になされたもの
（または行為）、モバイル通信設備１０２の位置に基づく暗黙的なもの、トランザクショ
ン、広告コンバージョン、広告をクリックすることによる広告コンバージョンなどとする
ことができる。たとえば、ショップライトのアフィニティープログラム３９０２の上記の
例では、ナビゲーション要求３９１０を、ユーザーが自身のモバイル通信設備１０２から
実行するオンライントランザクションとすることができ、この場合、製品の料金請求先住
所または配達先の住所(shopping address)は対象とするショップライトの近くである場合
があり、または、トランザクションの位置が対象とするショップライトの近所であったな
どの場合がある。別の例では、ユーザーは、ウェブを閲覧していて、ウェブサイトと相互
作用する場合があり、このウェブサイトは、対象とするショップライトの近くのある位置
（または場所）に関連する、そのエリア内の会社や団体に対する被リンク（incoming lin
k）または発リンク（outgoing link）などのコンテンツや、そのエリア内の会社や団体に
直接関連するコンテンツなどを有する。いくつかの実施形態では、アフィニティープログ
ラムの登録者３９０４となる可能性のある者をより効果的にターゲットにすることができ
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、これによって、スポンサー１２８により大きな収入をもたらしうる複数のタイプのナビ
ゲーション要求３９１０がある。
【０６７１】
　いくつかの実施形態では、アフィニティープログラムスポンサー提供コンテンツ３９１
０を、広告、調査、アフィニティープログラムの登録者３９０４だけのための製品プライ
ス・プロモーション（product price promotion：価格による販売促進活動）、期間限定
特価（または期間限定提供品）、製品前売り、予約購読コンテンツなどとすることができ
る。たとえば、上記の例では、ショップライトのアフィニティープログラムスポンサー提
供コンテンツ３９１０は、登録者（または登録者になる可能性のある者）は通常は何を買
うためにショップライトに来るのか、彼らはショップライトのどの部分が一番好きか、彼
らは、町のどこで、最安値の製品または最良品質の製品を入手できると思っているか、彼
らは、１週間に何回ショップライトを訪問しているか、彼らが競合相手を訪問する回数は
彼らがショップライトを訪問する回数のどれだけの割合かなどの調査を含むことができる
。いくつかの実施形態では、登録者３９０４に、該登録者３９０４が調査に答えるのと引
き換えに特定の誘因が提供されることについて知らせることができる。この特定の誘因は
、電子クーポン、製品を無料で得るためのポイントなどとすることができる。別の例では
、アフィニティープログラム３９０２を、Barnes & Noble（バーンズ・エンド・ノーブル
）と競合するBorders（ボーダーズ）などの書店に関連付けることができ、登録者３９０
４に、Bordersで購入できる新刊書または音楽の説明書（music description。または歌詞
）、Bordersでの期間限定の本の値引きセール、数量限定で売り出すホットな新しい子供
向けの本に関する前売りなどを提示することができる。別の例では、アフィニティープロ
グラム３９０２を、Home Depot（ホーム・ディーポー）と競合するLowes（ロウズ）など
のホームセンターに関連付けることができ、この場合、登録者３９０４に、LowesをHome 
Depotと比較する調査に答えるための誘因３９１２を提供することができる。この誘因は
、Lowesでのプライス・プロモーション、照明器具売り場における期間限定特価（または
期間限定提供品）、春期限定の特別価格でのエアコンの前売り（または、春期限定の特別
提供エアコンの前売り）などである。いくつかの実施形態では、モバイル通信設備１０２
のユーザーに、スポンサー提供コンテンツ３９１０と相互作用するための誘因３９１２が
与えられたときに、スポンサー提供コンテンツ３９１０を該ユーザーにより効果的に配信
することができ、家庭用パーソナルコンピュータなどに非モバイルコンテンツを配信する
ときに比べてより良好な反応を得ることができる。
【０６７２】
　いくつかの実施形態では、あるソーシャルネットワーク４００２の最も影響の大きなメ
ンバー（構成員）を特定して、該メンバーにスポンサー提供コンテンツを送ることができ
る。ソーシャルネットワーク４００２の影響の大きなメンバーを、該ネットワーク４００
２のメンバーとしてリストされた人の数、自身の個人ネットワーク内にあるソーシャルネ
ットワークのメンバーをリストしている他のソーシャルネットワークのメンバーの数、メ
ンバーに関連するＳＭＳトラフィックの量、メンバーに関連する購入回数によって特定す
ることができ、または、何らかの他の個人的影響（力）の測度に基づいて特定することが
できる。いくつかの実施形態では、スポンサーは、ソーシャルネットワークのメンバーの
影響度または人気度に少なくとも部分的に基づいて、自身のスポンサー提供コンテンツを
ソーシャルネットワーク４００２のメンバーに提供する権利を得るために入札することが
できる。ソーシャルネットワークのメンバーの影響度を、索引付けしてデータ記憶設備に
格納することができる。ソーシャルネットワーク４００２のメンバーの影響（度）の索引
（インデックス）というコンテンツを、モバイルサービスプロバイダーや第三者（サード
パーティ）などに使用許諾することができる。
【０６７３】
　図４０を参照して、いくつかの実施形態では、モバイル通信設備１０２のユーザーを、
モバイル加入者特性１１２によってソーシャルネットワーク４００２において関連付ける
ことができ、この場合、各モバイル通信設備１０２を、モバイル通信設備１０２の特定の
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モバイル加入者特性１１２を含むソーシャルネットワークプロフィール４００８に関連付
けることができる。いくつかの実施形態では、これらのプロフィール４００８を用いて、
プロフィール４００８間の関連性４０１０及びモバイル通信設備１０２間の招待（または
勧誘）４０１２を関連性４０１０マッチング（合致）の指標として決定することによって
、モバイル通信設備１０２のユーザーをマッチングさせる（または突き合わせて組にする
）ことができる。たとえば、第１のモバイル通信設備１０２Ａは、急性冠動脈症候群を専
門に扱う心臓専門医に関連付けることができる。第１の心臓専門のモバイル通信設備１０
２Ａは、急性冠動脈症候群を専門とする心臓学の医者という職業の属性を有するモバイル
加入者特性１１２を含む拡張されたソーシャルネットワークプロフィール４００８Ａを有
することができる。さらに、この第１の心臓専門医が、心臓学学会の概略紹介の会合に出
席していて、急性冠動脈症候群を専門に扱う他の人をその学会で見つけることに関心があ
るとする。この場合には、その学会に出席している他の心臓専門医もまた、該ソーシャル
ネットワーク４００２においてプロフィール４００８Ｂを有している場合がある。第１の
心臓専門医は、彼らのモバイル通信設備１０２Ａを通じて、他の心臓専門医がどこにいる
かを知ることまたは該他の心臓専門医と連絡をとることに関心があることを示すことがで
きる。いくつかの実施形態では、関連性４０１０を複数の要因に基づいて創り出すことが
できる。たとえば、関連性４０１０を、位置（または場所）及び別のモバイル加入者特性
または特性の集合（たとえば、該加入者が急性冠動脈症候群を専門に扱っていることを示
すモバイル加入者特性）に基づくものとすることができる。関連性が決定されると、第の
モバイル通信設備１０２Ａのユーザーに、該関連性４０１０基準にマッチする他のもの（
または他人）に関する情報を配信することができる。この情報を、電話番号、位置（また
は場所）、絶対位置、相対位置、個人情報、連絡されること（または交際すること）を好
むことなどとすることができる。この情報から、該第１の心臓専門医は、今や、該第１の
モバイル通信設備１０２Ａから第２のモバイル通信設備１０２Ｂに招待状を送ることによ
って、他の心臓専門医に、連絡したり会ったりするための勧誘をすることができる。いく
つかの実施形態では、ユーザープロフィール４００８間の関連性４０１０による関連付け
を実行する能力、及び、通信して連絡するために関連する他のユーザーを勧誘する能力は
、関連するモバイル加入者特性１１２に基づいて、人々が互いに連絡を取り合うための改
善された手段を提供することができる。
【０６７４】
　いくつかの実施形態では、プロフィール４００８を関連付ける関連性４０１０を、所属
、職業上の所属、個人的な所属、学校上の所属、クラブ、趣味、（及び人口統計学的情報
）などのモバイル加入者特性１１２や、人口統計学的情報などに関連付けることができる
。いくつかの実施形態では、モバイル加入者特性１１２は、性別、人種、宗教、市外局番
、郵便番号、自宅住所、勤務先住所、請求先住所、信用情報、家族情報、所得情報、生年
月日、出生地、雇用者、職種（または肩書き）、就労期間などを含むことができる。加入
者特性４０１０を、ユーザートランザクション履歴、使用履歴、（ウェブページなどの）
閲覧履歴、広告コンバージョン履歴などに関連付けることもできる。
【０６７５】
　別の例として、第１のモバイル通信設備１０２Ａのユーザーは、大学のフットボールゲ
ームを見にいく場合があり、この場合、該ユーザーは、遠征チームの学校の卒業生である
。該ユーザーが、競技場にいる自分と同じ卒業クラスの人の場所を知りたい場合があり、
また、友愛会（または男子学生の社交クラブ）のメンバーであったとする。この場合には
、第１のモバイル通信設備１０２Ａのユーザーは、該モバイル通信設備１０２Ａを通じて
、現在位置、大学での所属、卒業年次、及び友愛会での所属などの、マッチングさせる（
または突き合わせる）べき関連性４０１０を示すことができる。この場合、他のプロフィ
ール４００８Ｂに対する関連性４０１０マッチングを探すために、ソーシャルネットワー
ク４００２を検索することができる。関連性のマッチングが見つかると、指定された関連
性にマッチする第２のモバイル通信設備１０２Ｂのユーザーと連絡をとれるようにするた
めに、それらの関連性マッチングを第１のモバイル通信設備１０２Ａのユーザーに提示す
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ることができる。他の例では、関連するプロフィール４００８の指示を、自動的に行って
、モバイル通信設備のユーザーに提示することができ、これによって、該ユーザーが関連
する基準を明示的に指定しなくてもよいようにすることができる。関連性の指示を受け取
ると、該第１のモバイル通信設備１０２Ａのユーザーは、連絡するための招待状４０１２
を提供することによって、第２のモバイル通信設備１０２Ｂのユーザーと連絡をとること
ができる。該第２のモバイル通信設備１０２Ｂのユーザーに、応答を選択する際の選択肢
またはリンクを提供することができる。
【０６７６】
　関連性４０１０を位置（または場所）に少なくとも部分的に基づくものとすることがで
きる。位置を、以前の位置、現在の位置、モバイル通信設備１０２の座標、並びに、ＧＰ
Ｓ、三角測量、Ｗi－Ｆi三角測量などによって決定された位置、ユーザーがある領域、州
（または国）、都市に入る（または、ユーザーがこれらを入力する）ことによって決定さ
れた位置、指定された位置からの距離にしたがって決定された位置、モバイルコンテンツ
に関連する位置、などとすることができる。いくつかの実施形態では、関連性４０１０を
スコアとすることができる。いくつかの実施形態では、ユーザープロフィール４００８を
、複数の加入者特性、複数のモバイル加入者特性と位置との組み合わせ、複数のモバイル
加入者特性と複数のユーザートランザクションとの組み合わせ、複数のモバイル加入者特
性と使用履歴との組み合わせなどに少なくとも部分的に基づくものとすることができる。
【０６７７】
　別の例として、第１の独身者が、日曜日の夜に市内に外出しており、関心事が同じで、
同じ概略位置にいる誰かと会いたい場合がある。第１の独身者は、自身のモバイル通信設
備１０２Ａによって自身のプロフィール４００８Ａに対するスコア（たとえば点数）を付
けられた関連性マッチングを提供することが可能である。いくつかの実施形態では、これ
は、該独身者が、自身の個人プロフィールを、別のユーザーに対するマッチングの指標と
マッチングさせることを許可したことを意味する。いくつかの実施形態では、これは、該
独身者が、個人プロフィールのマッチングの指示を該独身者自身の電話機に配信すること
を許可することを意味する。スコアは、個人のモバイル加入者特性１１２の関数である（
すなわち、該特性１１２に応じて変わる）だけでなく、位置にも関連しうる。今の例では
、位置を、ＧＰＳや三角測量によって、または、他の任意の利用可能な位置探査技術を用
いて特定することができ、及び、所在地住所、並びに、現在位置からの距離などに関連し
て提示することができる。関連性４０１０マッチングが第１の独身者に提示されると、年
齢、音楽の趣味、容貌、（事業などの）活動、スポーツの趣味などの、複数のモバイル加
入者特性４００２に基づいて、いくつかの選択肢をスコアと共に提示することができる。
この場合、第１の独身者は、第２の独身者を選択して、コミュニケーションをするために
該第２の独身者に招待状４０１２を送ることができる。該第２の独身者は、自身のモバイ
ル通信設備１０２Ｂでその招待状４０１２を受け取ると、電話をかけたり、メール（また
はテキストメッセージ）を送ったり、ユーモアのある応答を返したりなどの応答を選択す
るための選択肢及びリンクを提示されることができる。
【０６７８】
　いくつかの実施形態では、一方のモバイル通信設備から他方のモバイル通信設備への招
待状４０１２を、モバイル通信設備の画面にリンクとして提示することができ、この場合
、このリンクによって、電話をかけたり、メールやテキストメッセージを送ることができ
、そのインタラクション（相互作用）を行ったユーザーに関連するユーザープロフィール
の概要を提供することなどができる。たとえば、第２のモバイル通信設備１０２Ｂのユー
ザーは、第１のモバイル通信設備１０２Ａのユーザーからコミュニケーションをするため
の招待状４０１２を受け取ったときに自宅にいる場合がある。この招待状４０１２は、連
絡をとる意図があることを表明するトピックヘッダー（topic header）を含むことができ
、今の例では、「週末スキー」であって、今週末にスキーに行きたいと思っている誰かを
見つけようとしている地元の人からのものである場合がある。いくつかの実施形態では、
招待状４０１２は、送信者の年齢、性別、配偶者の有無、スキーの技術レベル、好きな音
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楽、趣味、職種（または肩書き）などの、招待状４０１２を受け取った側が、さらなるコ
ミュニケーションを始めたいと思うか否かを評価するのに役立てるのに有用となりうる、
複数のモバイル加入者特性１１２情報を含むことができる。いくつかの実施形態では、提
供されたこのモバイル加入者特性１１２情報を、テキストメッセージ（またはメール）、
ブラウザが対応しているグラフィック（図や画像など）、単純な一覧表（または単純なリ
スト）などを含む複数のフォーマットで提示することができる。いくつかの実施形態では
、第２のモバイル通信設備１０２Ｂのユーザーに、利用可能な応答の選択肢に関連するリ
ンクを提示することができる。いくつかの実施形態では、該第２のユーザーに提示される
情報、及び、利用可能な応答の選択肢は、迅速かつ簡単に招待状４０１２を処理して応答
を行うのに十分なものでありうる。
【０６７９】
　いくつかの実施形態では、モバイル通信設備のユーザーに、該ユーザーが、関連性マッ
チングに応答して公開されるモバイル加入者特性のタイプを選択することができるセキュ
リティプラットフォームを提示することができる。
【０６８０】
　いくつかの実施形態では、スポンサーは、該スポンサーのコンテンツを、キーワード、
位置、または、他の何らかのデータに関連付けるための排他的な権利（独占権）を得るた
めに入札することができる。
【０６８１】
　図４１を参照すると、ユーザーのモバイル通信設備１０２と第三者（またはサードパー
ティ。以下同じ）との相互作用を用いて、ソーシャルネットワーク４１０８のマッピング
を生成することができ、これによって、該ユーザーのモバイル通信設備１０２をターゲッ
トとするスポンサー提供コンテンツ４１２８の配信を改善することができる。この相互作
用は、他のモバイル通信設備、オンライン商人、オフライン商人、電子メールアカウント
、固定電話、住所（ground address）などとの相互作用を含むことができる。これらの相
互作用を無線プロバイダーデータ４１０２として格納することができ、及び、これらの相
互作用は、コンテンツ関係４１１０、統計４１１２、オンライン購買プロセス４１１４、
ウェブサイトとの相互作用４１１８、ナビゲーション要求４１２０などの指標（または指
示）を含むことができ、これらの相互作用を、ソーシャルネットワーク４１０８を構築す
る相互関係を確立する際に使用することができる。いくつかの実施形態では、この改善さ
れたターゲティングは、高くされた影響の度合い（影響度）４１３４を有するソーシャル
ネットワーク４１０８のユーザーを利用することができる。いくつかの実施形態では、最
も影響度が高いソーシャルネットワーク４１０８のメンバーは、そのアクティビティ（行
動や活動など）４１２２を通じて特定されることができ、及び、スポンサー提供コンテン
ツ４１２８を直接自身に送ってもらうことができる。他のいくつかの実施形態では、大き
な影響力を持つメンバーを特定することができ、こうして、それらのメンバーは、他者に
配信されるコンテンツのスポンサーになることができる。ソーシャルネットワーク４１０
８の大きな影響力を持つメンバーは、それらのネットワーク４１０８のメンバーとしてリ
ストされている人の数、個人ネットワーク内にあるソーシャルネットワーク４１０８のメ
ンバーをリストしている他のソーシャルネットワーク４１０８のメンバーの数、ＳＭＳト
ラフィック、購入回数によって、または、個人的影響（力）の他の何らかの測度に基づい
て特定することができる。いくつかの実施形態では、スポンサーは、ソーシャルネットワ
ーク４１０８のメンバーの影響度４１３４に少なくとも部分的に基づいて、自身のスポン
サー提供コンテンツ４１２８をソーシャルネットワーク４１０８のメンバーに提供する権
利を得るために入札することができる。ソーシャルネットワーク４１０８のメンバーの影
響度を、索引付けしてデータ記憶設備４１３０に格納することができる。ソーシャルネッ
トワーク４１０８のメンバーの影響（度）の索引（インデックス）というコンテンツを、
モバイルサービスプロバイダーや第三者（または、サードパーティ。以下同じ）などに使
用許諾することができる。
【０６８２】
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　いくつかの実施形態では、第１のモバイル通信設備を複数の第三者４１０４の少なくと
も１つに関連付けるために、無線プロバイダーデータ４１０２を該第１のモバイル通信設
備１０２から収集することができる。この場合、該少なくとも１つの第三者を無線プロバ
イダーデータ４１０２に関連付けることもできる。無線プロバイダーデータ４１０２に格
納された相互作用から、該相互作用のソーシャルネットワーク４１０８マッピングを生成
することができる。これらの相互作用は、モバイル通信設備１０２のユーザーと他の複数
のモバイル通信設備との間で、ウェブサイト、陸線（landline）、ビジネス（事業など）
、マッピングサービス、ナビゲーションサービス、検索サービス、カレンダー、アドレス
帳、（ウェブページなどの）閲覧中の広告コンバージョン、オンライン購買などに関して
、ある期間にわたって行われうる。この情報を、相互作用の位置（または場所）、相互作
用の頻度、相互作用の継続時間、相互作用の周期性などの、相互作用の時間に関連する補
助データと共に無線プロバイダーデータとして格納することができる。たとえば、第１の
ユーザーは、レストランとジャズクラブへの電話に時間的に近接して第２及び第３のユー
ザーに電話をかける場合がある。この情報を、音楽店（music store）、ジャズに関連す
るウェブサイト、及び、サクソホーンの最近の購入とのユーザーの相互作用の履歴と組み
合わせると、ジャズ音楽ドメインに及ぶソーシャルネットワークを生成することができ、
この場合、このユーザーは、音楽や楽器などのジャズの資料や材料を購入し、及び、ジャ
ズ演奏家を見るためにお金を払ってクラブに行く。さらに、第２及び第３のユーザーから
の無線プロバイダーデータ４１０２が含まれている場合には、このグループ、及び、それ
らの関連する相互作用は、効果的にジャズ音楽に関連するスポンサー提供コンテンツのタ
ーゲットとされることができ、かつ、まさにその夜にジャズクラブに行く途中であるソー
シャルネットワーク４１０８を表すことができる。この場合、該スポンサー提供コンテン
ツは、ジャズ音楽、ジャズクラブ、ジャズコンサート、ジャズ音楽に関連する衣類などで
あり、ジャズクラブに関連する広告、及び、その夜のライブ音楽に関連する広告のターゲ
ットを該ユーザーのモバイル通信設備とすることができる。いくつかの実施形態では、こ
のソーシャルネットワーク４１０８を、データ設備４１３０に保存して時間の経過ととも
に更新すること、データ設備４１３０内で検索するためのキーワードに関連付けること、
他のソーシャルネットワーク４１０８と相互接続し、組み合わせ、または、重ね合わせる
こと、などができる。いくつかの実施形態では、新たにリリースされたジャズアルバム、
今度のジャズコンサートまたはクラブ演奏、音楽店での特売品などの、ジャズに関連する
広告提供品のターゲットとなるグループを選択する際に、このソーシャルネットワークを
、他のジャズに関連するソーシャルネットワークと組み合わせることができる。いくつか
の実施形態では、ソーシャルネットワーク４１０８を生成することによって、モバイル通
信設備１０２のユーザーをより良好にスポンサー提供コンテンツのターゲットすることが
できる。
【０６８３】
　いくつかの実施形態では、無線プロバイダーデータ４１０２を、ユーザーセッションの
進行に関連するコンテンツ関係４１１０に少なくとも部分的に基づくものとすることがで
きる。この場合、ユーザーセッションは、ユーザーが、他のモバイル通信設備１０２、ウ
ェブサイト、検索エンジンの呼出、オンライン購入、電話による購入、カレンダー参照な
どのうちの少なくとも１つを含むことができる短時間にわたる一連の相互作用を行うこと
などである。たとえば、ユーザーは、該ユーザーのソーシャルネットワーク４１０８をよ
く利用するメンバーに電話をかけることができ、ホンダの旧モデルのブルーブック（blue
book。青書）の価格について検索し、つぎに、トヨタの新モデルのシリーズについて検索
することができ、及び、地元のトヨタのディーラー（販売代理店）への方角（または道順
）を知るためにウェブサイトにナビゲーション要求４１２０をすることができるが、これ
ら全てを１５分以内で行うことができる。相互作用のこのマップを無線プロバイダーデー
タ４１０２として格納することができ、及び、該マップは、保証付きのディーラーの中古
車を購入するというユーザーの意図を示すことができ、あるいは、該ユーザーの友人が、
それを購入したいと思っていること、もしくは、その中古車を買うという最初のユーザー
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の決定に少なくともある影響を与えていることを示すことができる。無線プロバイダーデ
ータを利用できることにより、第１のユーザー及びその友人を、中古車、より具体的には
、保証付きのディーラーの中古車に関連するスポンサー提供コンテンツ４１２８のターゲ
ットとすることができる。さらに、ブルーブック検索からのモデル情報は、該ユーザーを
ターゲットすることができる代わりのメーカー及びモデルタイプを提供することができる
。この場合、それらのメーカー及びモデルタイプは、如何なるスポンサーが、現在、スポ
ンサーシップ設備１６２と共同作業をしているかに依存しうる。いくつかの実施形態では
、ユーザーセッションの進行に関連するコンテンツ関係４１１０からなる無線プロバイダ
ーデータ４１０２は、より関連する広告をユーザーに配信することをより良好に可能にし
うる。
【０６８４】
　いくつかの実施形態では、無線プロバイダーデータ４１０２を、新しい音楽サイト、新
しいニュース情報サイト、新しい科学サイト、新しい商品サイト、新しいソーシャルネッ
トワークサイトなどの新しいサイトのコンテンツ発見に少なくとも部分的に基づくものと
することができる。たとえば、モバイル通信設備１０２のユーザーは、新しいニュース情
報サイトを発見する場合があり、その場合、該ユーザーは、自然エネルギー（またはグリ
ーンエネルギー。以下同じ）に関するテーマ（話題など）にアクセスすること、より具体
的には、エタノール混合市販燃料を製造する方法にアクセスすることができる。次に、こ
の情報を、無線プロバイダーデータ４１０２として格納することができ、及び、スポンサ
ーシップ設備１６２に関連するスポンサーとの可能性のあるマッチングを見つけるために
解釈することができる。この例では、この新しいウェブサイトの発見、及び、エタノール
生成へのハイパーリンクの特定的な選択は、該ユーザーが、個人的知識を拡張するために
、事業のために、自然エネルギーを実践するために、選挙に関連する問題に関連してなど
の理由で、エタノールの生成に関心があることを示す指標となりうる。この新しい無線プ
ロバイダーデータ４１０２から得ることができるこの知識は、スポンサー提供コンテンツ
４１２８とユーザーのより良好なマッチングを可能にすることができる。この場合、該ス
ポンサー提供コンテンツは、該ユーザーの地元にあるエタノール混合（燃料）の提供業者
の商売のための広告、エタノールに並びに自然エネルギー源に関連するその他のものに関
してのベンチャーキャピタル投資の告知、エタノール並びに自然エネルギー源に関連する
その他のものに関する法律制定をサポートするための政治的ロビー活動用マーケティング
広告、政治家に関連する政治広告（該政治家の綱領（プラットフォーム）は自然エネルギ
ー源を含む）などである。いくつかの実施形態では、新しいウェブサイトのコンテンツ発
見に基づく無線プロバイダーデータ４１０２は、ユーザーに、該ユーザーの現在の関心事
に関連するスポンサー提供コンテンツ４１２８への改善されたアクセスを提供することが
できる。
【０６８５】
　いくつかの実施形態では、無線プロバイダーデータを、アクセス統計４１１２に少なく
とも部分的に基づくものとすることができる。該アクセス統計を、特定の電話番号、ウェ
ブサイト、検索エンジンなどへのアクセスの頻度、提示された広告へのアクセス及び該広
告のコンバージョンの権利の保有期間、テキストメッセージング（またはメール）へのア
クセス及び該メッセージングの頻度、ナビゲーションサイトへのアクセス、種々のタイプ
の通信へのアクセスの周期性などに関連付けることができる。たとえば、ユーザーは、家
財道具のウェブサイトに頻繁にアクセスして、備品（または家具）へのハイパーリングを
選択する場合がある。この情報を、無線プロバイダーデータとして格納することができ、
及び、該ユーザーが備品を購入しようとしていることを示す指標とすることができる。こ
の情報は、該ユーザーの備品（通常は家財道具）への関心と備品に関連するスポンサー提
供コンテンツとのマッチングをより良好に可能にしうる。いくつかの実施形態では、アク
セス統計４１１２に関連する無線プロバイダーデータは、スポンサー提供コンテンツ４１
２８の照準をより良好にユーザー向けることができる。
【０６８６】
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　いくつかの実施形態では、無線プロバイダーデータ４１０２を、使用統計４１１２に少
なくとも部分的に基づくものとすることができる。該使用統計を、モバイル通信設備１０
２の使用頻度、電話呼出、テキストメッセージング（またはメール）、ウェブ閲覧、検索
、ナビゲーションの使用などの種々のタイプの通信の使用頻度、ユーザーが電話で話した
時間の長さ、ウェブを検索した時間の長さなどの種々のタイプの通信の使用継続時間、ユ
ーザーが別のユーザーとどれだけの時間通信しているか、ユーザーのオンライン購入のパ
ターン（または形態）、ユーザーの位置－使用形態（または使用パターン）などに関連付
けることができる。たとえば、ユーザーは、ニューヨーク市内の職場から郊外にある自宅
までの帰宅時に、ファッションのウェブサイトに頻繁にアクセスする場合があり、この場
合、このアクセスは、通勤電車から行われる。この情報を、無線プロバイダーデータ４１
０２として格納することができ、及び、ファッション広告の照準をより良好にユーザーに
向けるために使用することができる。さらに、該ユーザーが、ニューヨーク市から電車で
帰宅中に、定期的にファッションのサイトにアクセスすることがわかっているので、ニュ
ーヨーク市内の衣類のセールの開催日の間、該ユーザーを効果的にターゲットすることが
できる。こういうわけで、該ユーザーは、開催されているセールを利用するために、仕事
の後買い物に行っていつもより遅い電車で家に帰ることを決める場合がある。いくつかの
実施形態では、使用統計４１１２に関連する無線プロバイダーデータ４１０２は、スポン
サー提供コンテンツ４１２９の照準をより良好にユーザーに向けることを可能にしうる。
【０６８７】
　いくつかの実施形態では、無線プロバイダーデータ４１０２を、アクセスされているモ
バイルコンテンツのタイプに少なくとも部分的に基づいて、オンライン購買プロセスのあ
る段階に関連付けることができる。該オンライン購買プロセスには、ユーザーが購入を開
始したサイトは何というサイトか、購入するアイテム（商品など）を選択するのにユーザ
ーはどれだけの時間をかけたか、ユーザーのショッピングカートにどれだけのアイテムが
置かれているか、支払方法、配送方法などがある。いくつかの実施形態では、無線プロバ
イダーデータ４１０２を、コンテンツアイテムのコンバージョンに続く、ユーザーのウェ
ブサイトとの相互作用に少なくとも部分的に基づくものとすることができる。該相互作用
には、提示された広告をクリックするユーザーの傾向、コンバージョンがどのくらいの頻
度でさらなる関連するアクションを起こすか、などがある。いくつかの実施形態では、ユ
ーザーの購入パターンを、無線プロバイダーデータ４１０２に取り込むことができ、及び
、広告の照準をユーザーに向ける際に利用することができる。
【０６８８】
　いくつかの実施形態では、無線プロバイダーデータ４１０２を、モバイル通信設備１０
２から受け取ったナビゲーション要求４１２０に少なくとも部分的に基づくものとするこ
とができる。該ナビゲーション要求には、検索クエリー、ドメイン名入力、ウェブブラウ
ザアクション、メニュー選択、フォルダ選択、暗黙的なもの、モバイル通信設備１０２の
位置に基づく暗黙的なナビゲーション要求４１２０、トランザクション、広告コンバージ
ョン、広告をクリックすることによって生じうる広告コンバージョンなどがある。
【０６８９】
　いくつかの実施形態では、ソーシャルネットワークの影響の度合い（影響度）４１３４
にアクセスするのを助けるソーシャルネットワークアクティビティ（活動）４１０８を、
無線プロバイダーデータ４１０２において特定することができる。この場合、アクセスさ
れて高い影響度４１３４を有する個人は、該個人の影響度４１３４に少なくとも部分的に
基づいて、スポンサー提供コンテンツ４１２８のターゲットとされうる。たとえば、第１
のユーザーは、個人の大きなソーシャルネットワーク４１０８と多数の相互作用を行って
いる場合があり、この場合、該第１のユーザーは、該第１のユーザーが、該第１のユーザ
ーのモバイル通信設備１０２から、該第１のユーザーのソーシャルネットワーク４１０８
内の多くの他者に情報を送るという統計的傾向を有していることを示す使用履歴も有して
いる。この知識を用いて、元々は該第１のユーザーに送るだけでよかった広告などの広告
をより効果的に広めることができ、この場合、該第１のユーザーは、この広告を、ソーシ
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ャルネットワーク４１０８中に配信する。このようにして、スポンサーシップ設備１６２
は、送信しなければならない広告の数を最小限にすることができ、この場合、影響度４１
３４の高いユーザーは、残りの配信を代わって行う。なぜなら、該ユーザーは、そのよう
にする統計的傾向を有しているからである。
【０６９０】
　いくつかの実施形態では、影響度４１３４を、どれだけ多くの出力メッセージがソーシ
ャルネットワーク４１０８内に送信されうるか、どれだけ多くの入力メッセージがソーシ
ャルネットワーク４１０８から受信されるか、ソーシャルネットワーク４１０８内に送信
されるメッセージのタイプ、ソーシャルネットワーク４１０８の使用頻度、ユーザーによ
って訪問されたウェブサイトに関連するコンテキスト情報、ユーザートランザクション、
使用履歴などに関連付けることができる。いくつかの実施形態では、影響度４１３４を、
年齢、性別、人種、宗教、市外局番、郵便番号、自宅住所、勤務先住所、請求先住所、信
用情報、家族情報、所得情報、生年月日、出生地、雇用者、職種（または肩書き）、就労
期間などを含むグループから選択されたモバイル加入者特性に基づくものとすることがで
きる。いくつかの実施形態では、影響度４１３４を位置（または場所）に関連付けること
ができる。この場合、位置を、特定のモバイル通信設備１０２の位置座標にしたがって決
定することができ、また、ＧＰＳを介して決定された位置座標にしたがって決定すること
ができ、また、複数の地理的領域とすることができる位置、１つ以上の州（または国）を
含む複数の地理的領域とすることができる位置、１つ以上の都市を含む１つ以上の州（ま
たは国）を含む複数の地理的領域とすることができる位置、指定された位置からの距離に
したがって決定された位置、モバイルコンテンツに関連する位置などとすることができる
。いくつかの実施形態では、スポンサー提供コンテンツ４１２８を広告とすることができ
る。
【０６９１】
　いくつかの実施形態では、スポンサー提供コンテンツ４１２８を、商品のための広告、
娯楽、イベント、旅行向けの広告などの広告とすることができ、無線プロバイダーデータ
４１０２に関連してターゲットに向けて配信することができる。
【０６９２】
　いくつかの実施形態では、スポンサーは、該スポンサーのコンテンツを、キーワード、
位置（または場所）、または、他の何らかのデータに関連付けるための排他的権利を得る
ために入札することができる。
【０６９３】
　図４２を参照して、いくつかの実施形態では、モバイル通信設備１０２のユーザーは、
該モバイル通信設備のディスプレイで見るために、ウェブページなどのコンテンツ４２０
０にアクセスすることができる。１例では、コンテンツ４２００は、該ディスプレイ内に
コンテンツ４２００全体を表示するには該ディスプレイの能力を超えている場合があり、
この場合には、該モバイル通信設備のユーザーは、最初にコンテンツの部分１（４２０２
）を見て、次に、コンテンツの部分２（４２０４）を見るように移動（まはた操作）する
ことを余儀なくされる。コンテンツの部分１（以下、コンテンツ部分１という）４２０２
をコンテキストデータ１（４２１０）に関連付けることができる。コンテンツの部分２（
以下、コンテンツ部分２という）４２０４をコンテキストデータ２（４２１２）に関連付
けることができる。コンテキストデータ１（４２１０）及びコンテキストデータ２（４２
１２）をコンテキストデータベース４２０８に格納することができる。関連付け設備４２
１４を用いて、コンテキストデータ１（４２１０）に関連するスポンサー提供コンテンツ
１（４２１８）及び、コンテキストデータ２（４２１２）に関連するスポンサー提供コン
テンツ２（４２２０）をスポンサー提供コンテンツデータベース４２２２から選択するこ
とができる。コンテキストデータ（４２１０、４２１２）とスポンサー提供コンテンツ（
４２１８、４２２０）との間の関連付けを用いて、さらに、コンテンツ部分１（４２０２
）をスポンサー提供コンテンツ１（４２１８）に、及び、コンテンツ部分２（４２０４）
をスポンサー提供コンテンツ２（４２２０）に関連付けることができる。コンテンツ部分
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１（４２０２）を表示している間、コンテンツ部分１（４２０２）とこれに関連付けられ
たスポンサー提供コンテンツ１（４２１８）を、モバイル通信設備に、同時に、または、
互いに時間的に近接して、または、段階的に、または、順に（または連続的に）、または
、コンテンツ部分１（４２０２）とスポンサー提供コンテンツ１（４２１８）を関連付け
る他の何らかの表示態様で、表示することができる。コンテンツ部分２（４２０４）を表
示している間、コンテンツ部分２（４２０４）とこれに関連付けられたスポンサー提供コ
ンテンツ２（４２２０）を、モバイル通信設備に、同時に、または、互いに時間的に近接
して、または、段階的に、または、順に（または連続的に）、または、コンテンツ部分２
（４２０４）とスポンサー提供コンテンツ２（４２２０）を関連付ける他の何らかの表示
態様で、表示することができる。いくつかの実施形態では、あるコンテンツ部分へと移動
するときに、場面（またはステージ）の変化を示す指標を、モバイル通信設備に関連する
サーバーに送ることができる。この場面変化は、そのコンテンツ部分へのリダイレクショ
ン（行き先変更）を示すことができる。リダイレクションが記録されると、そのコンテン
ツ部分に関連するコンテキストデータを収集することが可能になる。このプロセスは、コ
ンテキストデータを、バックグランドでサーバーから送信することができ、このため、閲
覧されるコンテンツ部分の機能への干渉（または妨害）が最小化されるという点で非同期
的である。
【０６９４】
　いくつかの実施形態では、コンテキストデータを送信するために使用される非同期プロ
セスを、非同期ジャバスクリプト＋ＸＭＬ（Asynchronous JavaScript + XML：ＡＪＡＸ
）、または、他の類似のプロセスとすることができる。ＡＪＡＸは、異なるオペレーティ
ングシステム、異なるコンピュータアーキテクチャ、ジャバスクリプトやＤＯＭなどのオ
ープンスタンダードに対応しているウェブブラウザで使用することができるクロスプラッ
トフォーム技術である。ＡＪＡＸシステムは、ディスプレイ及び既存のページの動作に干
渉することなくバックグランドで、サーバーから追加のデータを要求してロードすること
ができるという点で非同期である。ジャバスクリプトは、ＡＪＡＸファンクションコール
をするために使用することができるスクリプト言語である。ブラウザで動作するスクリプ
ト言語に利用できる「XMLHttpRequest」オブジェクトを用いて、代替的には、「XMLHttpR
equest」をサポートしていないブラウザにおけるリモートスクリプト（remote scripting
）を用いてデータを取り出すことができる。いくつかの実施形態では、非同期コンテンツ
を、ＸＭＬ以外の形式でフォーマットすることができる。ＡＪＡＸ及び関連する技術は、
バックグランド機能として少量のデータをサーバーと交換することができ、これによって
、サーバーからデータを取り出す必要があるたびに、ウェブページ全体を再度ロードする
必要がなくなる。このことは、ウェブページの相互作用性（インタラクティブ性）、速度
、機能、及び有用性を向上させうる。
【０６９５】
　いくつかの実施形態では、コンテンツ部分（４２０２及び４２０４）を、モバイル通信
設備のディスプレイに表示することができる。モバイル通信設備は、コンテンツ全体を受
信することができ、その後、ユーザーのアクションがなされると、適宜、該コンテンツの
部分だけを表示することができる。たとえば、ユーザーは、モバイル通信設備上のローカ
ルなソフトウェア（たとえば、ブラウザ）に、特定のウェブページに接続するように指示
することができ、その場合、そのソフトウェアは、そのウェブページ全体、または、該ウ
ェブページのかなりの部分を取り出すことができる。次に、モバイル通信設備は、ウェブ
ページの一部をディスプレイに表示することができる。たとえば、ウェブページの上部を
ディスプレイに表示することができ、モバイル通信設備のソフトウェアは、ユーザーが該
コンテンツの別の部分を見たいという該ユーザーからの指示を待つことができる。この指
示は、ズーム、パン、シフト（または移動）、または、該ユーザーからの他の要求として
なされる場合がある。モバイル通信設備上のソフトウェアは、どの部分が現在表示されて
いるか、その部分がどれだけの時間表示されているか、または、表示されている部分に関
する他のパラメータをモニタすることができる。モバイル通信設備上のソフトウェアは、
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この場合、この情報をサーバーにリアルタイムで送信することができ、これによって、現
在表示されているコンテンツ部分に関連する他のコンテンツを、モバイル通信設備に送信
することができる。サーバー側のソフトウェアは、該コンテンツ部分、該コンテンツ部分
に関連するコンテキスト情報、該モバイル通信設備のユーザーの該コンテンツ部分との相
互作用の態様に基づく挙動情報、または、他のそのような情報に基づいて、適切なコンテ
ンツ（たとえば、スポンサー提供コンテンツ、関連するコンテンツなど）を選択すること
ができる。サーバー側のソフトウェアは、選択をすると、そのコンテンツをモバイル通信
設備に伝達することができる。モバイル通信設備を、そのような情報を受け取るように構
成することができ、または、オプションとして、そのようなコンテンツを受け取らないよ
うに構成することができる。モバイル通信設備が、現在表示されているコンテンツ部分に
関連する新しいコンテンツを受け取ると、該モバイル通信設備は、そのコンテンツを後で
表示するために格納することができる（この後での表示は、たとえば、該モバイル通信設
備が所定の位置に持って行かれたときに、または、ある日時に基づいて、または、他の何
らかのトリガイベントや暗黙的検索に基づいて行われる）。他の実施形態では、モバイル
通信設備は、新たに選択したコンテンツを該コンテンツを受信したときに表示することが
できる。この新しいコンテンツを、現在表示されているコンテンツ部分と連係させて表示
することができる。たとえば、この新しい情報を、ディスプレイの同じ区域（たとえば、
同じウィンドウ内）内に表示することができ、または、別々に（たとえば、別のウィンド
ウに）表示することができる。ＡＪＡＸは、どの部分が現在表示されているかについての
理解をモバイル通信設備から得るために使用される１つの技術である。当業者には、どの
ようなコンテンツ部分が現在表示されているかを見出すために、または、関連する情報を
サーバーベースのアプリケーションに伝えるために、何らかのソフトウェアまたはプロト
コルが必要でないことが理解されよう。本明細書の多くの実施形態において、どのような
コンテンツ部分が表示されているかに関連する情報をサーバーにリアルタイムで送ること
を記述しているが、そのような情報を収集して、後の時点で一括して送信できることが理
解されるべきである。
【０６９６】
　いくつかの実施形態では、完全なコンテンツの一部分だけをモバイル通信設備に伝達す
ることができ、他のコンテンツ部分は、要求に応じて、該モバイル通信設備に伝達するこ
とができる。そのため、コンテンツの大部分がモバイル通信設備に配信され、その後、該
コンテンツのある部分が、モバイル通信設備のディスプレイに表示するために選択された
上記の例とは対照的に、この実施形態では、該コンテンツの一部分だけがモバイル通信設
備に配信される。該コンテンツの他の部分は後で配信することができる。コンテンツの他
の部分は、ユーザーの要求（たとえば、パンまたはズーム要求などを通じて）に応じて、
または、該ユーザーが見たいと思っているものを予測する（たとえば、ＡＪＡＸプロトコ
ルを介して他のコンテンツ部分をダウンロードする）ことによって、後で配信することが
できる。この実施形態では、どの部分がモバイル通信設備に表示されているかをモニタす
る役目を担うサーバープログラムは、ある部分がモバイル通信設備に配信されたために、
それらのある部分がモバイル通信設備に表示されているか、または、表示されたことを推
測することができる。サーバーは、要求のタイプに基づいてコンテンツ部分の配信を追跡
することができる。たとえば、ユーザーの明示的な要求を、該ユーザーがどのようなコン
テンツを見たいと思っているかを予測することを目的とした推測タイプの要求とは別に追
跡することができる。関連するコンテンツの選択を、任意のタイプまたは全てのタイプの
そのようなコンテンツ部分要求に基づくものとすることができる。
【０６９７】
　いくつかの実施形態では、コンテンツを、テキスト（文字または文など）、画像、オー
ディオ、オーディオビジュアル、ウェブページ、ウェブページの一部、画面の一部、スポ
ンサー提供コンテンツ、広告、広告の一部分、インタラクティブ機能（又は双方構成機能
）、予約購読コンテンツ、タグの付いたコンテンツ、動的コンテンツ、または、他の何ら
かの形態のコンテンツとすることができる。
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【０６９８】
　いくつかの実施形態では、コンテキストデータを、リンク構造、リンク、アウトバウン
ドリンク、インバウンドリンク、キーワード、メタデータ、または、他の何らかの形態の
コンテキストデータとすることができる。
【０６９９】
　いくつかの実施形態では、モバイル通信設備のユーザーは、ニューヨーク・タイムズの
ウェブサイトのコンテンツ４２００にアクセスすることができる。ニューヨーク・タイム
ズのウェブサイトのホームページは、ユーザーのモバイル通信設備のディスプレイに同時
に表示できるコンテンツよりも多くのコンテンツを含みうる。このため、該ユーザーは、
該ウェブサイトのコンテンツの各部分を順番に見ざるを得ない場合がある。この例では、
ニューヨーク・タイムズが最初にモバイル通信設備のディスプレイへとロードされると、
その日の、たとえば「第4四半期の差し押さえが１８％上昇」というメインニュースのヘ
ッドラインからなるコンテンツ部分１（４２０２）が表示される。ヘッドライン及び関連
する記事この記事テキストを含むこの記事を、コンテキストデータベース４２０８に格納
されているコンテキストデータ１（４２１０）に関連付けることができる。たとえば、記
事内にFannie Mae（ファニー・メイ）への参照があり、「Fannie Mae」というテキストが
Fannie Maeのウェブサイトへのアウトバウンドリンクである場合がある。該記事に関連付
けることができるコンテキストデータの他の例では、「housing（住宅）」、「housing s
tarts（住宅着工件数）」、「mortgage（住宅ローンまたは抵当）」などのキーワードま
たはキーワード列を該記事に含めることができ、これらのキーワードを、コンテキストデ
ータベース４２０８にコンテキストデータとして格納することができる。閲覧されたニュ
ーヨーク・タイムズの記事（部分１）に関連するコンテキストデータに関する情報を、表
示されている記事に関連するスポンサー提供コンテンツ１（４２１８）をスポンサー提供
コンテンツデータベース４２２２から選択するために関連付け設備４２１４によって使用
することができる。この記事は、住宅及び住宅金融に関係するので、関連付けられたスポ
ンサー提供コンテンツ１（４２１８）を、住宅ローン借り換え、債務管理会社、ＲＥＩＴ
（不動産投資信託）の投資機会などの広告とすることができる。次に、関連付けられたス
ポンサー提供コンテンツ１（４２１８）をニューヨーク・タイムズの部分１（４２０２）
と共に表示することができる。この部分１（４２０２）とスポンサー提供コンテンツ１（
４２１８）を、同時に、または、互いに時間的に近接して、または、段階的に、または、
順番に（または連続して）、または、コンテンツ部分２（４２０４）とスポンサー提供コ
ンテンツ２（４２２０）を関連付ける他の何らかの表示態様で、表示することができる。
【０７００】
　ニューヨーク・タイムズの例を続けて、モバイル通信設備のユーザーは、「第4四半期
の差し押さえが１８％上昇」という記事を読んだ後に、スポーツ記事を提供している、同
じニューヨーク・タイムズのウェブページの部分２（４２０４）を見ることを望む場合が
ある。スポーツ記事に移動するために、該ユーザーは、スクロールをしたり、ズームした
り、または、他の何らかのナビゲーション動作を使用して、スポーツ記事をモバイル通信
設備に表示するように指示することができる。そのスポーツ記事に移動すると、場面（ま
たはステージ）の変化を示す指標を、該モバイル通信設備に関連するサーバーに送ること
ができる。この場面の変化は、ニューヨーク・タイムズの部分２（４２０４）へのリダイ
レクションを示すことができる。部分２（４２０４）へのリダイレクションが記録される
と、該部分２（４２０４）に関連するコンテキストデータ２（４２１２）を収集すること
が可能になる。この例では、ニューヨーク・タイムズのスポーツ記事を、ホッケーチーム
に関する記事から始めることができる。関連付け設備４２１４は、ホッケーの記事に関す
るコンテキストデータに関連付けられたスポンサー提供コンテンツ２（４２２０）をスポ
ンサー提供コンテンツデータベース４２２２から選択することができる。この場合、該コ
ンテキストデータは、「スケート（またはスケート靴）」や「スケートリンク」といった
キーワード、及び／または、特定のＮＨＬチームのウェブページへのアウトバンドリンク
などである。たとえば、スポンサー提供コンテンツ２（４２２０）を、ＮＨＬチームの衣
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装の広告、ＮＨＬチケットの再販業者などとすることができる。スポンサー提供コンテン
ツ２（４２２０）を、本明細書に記載されている、位置（または場所）などのモバイル通
信設備及び／またはそのユーザーに関連する任意の他のデータに関連付けることもできる
。これによって、スポンサー提供コンテンツ２（４２２０）の的をより良好にモバイル通
信設備のユーザーに向けることができる。この場合、該スポンサー提供コンテンツ２（４
２２０）は、該モバイル通信設備に関連する請求先住所から５マイル以内の近くにある、
または、該スポンサー提供コンテンツ２（４２２０）を見ているときの該モバイル通信設
備の現在位置から５マイル以内にあるスケートリンクの利用可能な時間などである。
【０７０１】
　図４３を参照して、いくつかの実施形態では、モバイル通信設備のユーザーは、モバイ
ル通信設備のディスプレイで見るために、ウェブページなどのコンテンツ４３００にアク
セスすることができる。１例では、コンテンツ４３００は、該ディスプレイ内にコンテン
ツ４３００全体を表示するには該ディスプレイの能力を超えている場合があり、この場合
には、該モバイル通信設備のユーザーは、最初にコンテンツ部分１（４３０２）を見て、
次に、コンテンツ部分２（４３０４）を見るように移動（まはた操作）することを余儀な
くされる。コンテンツ部分１（４３０２）を挙動データ１（４３１０）に関連付けること
ができる。コンテンツ部分２（４３０４）を挙動データ２（４３１２）に関連付けること
ができる。挙動データ１（４３１０）及び挙動データ２（４３１２）を挙動データベース
４３０８に格納することができる。関連付け設備４３１４を用いて、挙動データ１（４３
１０）に関連するスポンサー提供コンテンツ１（４３１８）及び、挙動データ２（４３１
２）に関連するスポンサー提供コンテンツ２（４３２０）をスポンサー提供コンテンツデ
ータベース４３２２から選択することができる。挙動データ（４３１０、４３１２）とス
ポンサー提供コンテンツ（４３１８、４３２０）との間の関連付けを用いて、さらに、コ
ンテンツ部分１（４３０２）をスポンサー提供コンテンツ１（４３１８）に、及び、コン
テンツ部分２（４３０４）をスポンサー提供コンテンツ２（４３２０）に関連付けること
ができる。コンテンツ部分１（４３２４）を表示している間、コンテンツ部分１（４３０
２）とこれに関連付けられたスポンサー提供コンテンツ１（４３１８）を、モバイル通信
設備に、同時に、または、互いに時間的に近接して、または、段階的に、または、順に（
または連続的に）、または、コンテンツ部分１（４３０２）とスポンサー提供コンテンツ
１（４３１８）を関連付ける他の何らかの表示態様で、表示することができる。コンテン
ツ部分２（４３０４）を表示している間、コンテンツ部分２（４３０４）とこれに関連付
けられたスポンサー提供コンテンツ２（４３２０）を、モバイル通信設備に、同時に、ま
たは、互いに時間的に近接して、または、段階的に、または、順に（または連続的に）、
または、コンテンツ部分２（４３０４）とスポンサー提供コンテンツ２（４３２０）を関
連付ける他の何らかの表示態様で、表示することができる。
【０７０２】
　いくつかの実施形態では、挙動データを、パニング、ズーミング、ナビゲート（ウェブ
ページの移動など）、スクローリング、位置決め、ページビュー、テキストビュー、画像
ビュー、ストリーミングオーディオコンテンツ、ストリーミングビデオコンテンツ、ダウ
ンロード、アップロード、トランザクション、広告コンバージョン、テキストメッセージ
の受信、テキストメッセージの送信、電子メールの受信、電子メールの送信、検索クエリ
ーの入力、ディレクトリ情報の呼出、または、他の何らかのタイプの挙動データとするこ
とができる。挙動データの受け取りに応答して、該挙動データをモバイル通信設備に配信
されるコンテンツに関連付けるために、該挙動データを、該モバイル通信設備に関連する
サーバーに伝えることができる。モバイル通信設備に配信される挙動データ（たとえば、
ページビュー）を用いて、コンテンツのどの部分をユーザーが現在見ているかをサーバー
で予測することができる。
【０７０３】
　図４３を参照して、いくつかの実施形態では、挙動データベース４４０４に格納されて
いる挙動データ（４４０８、４４１０）（及び／または、コンテキストデータベース４２
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０８に格納されているコンテキストデータ）などの、コンテンツ（４４００、４４０２）
の一部に関するデータを用いて、モバイル通信設備またはそのユーザーに関するデータ／
既存のデータを、生成／増強することができる。たとえば、モバイル通信設備で閲覧され
ているコンテンツの部分に関する挙動データ及びコンテキストデータを、使用履歴１９０
、装置特性データベース１８０、位置データベース１８８、モバイル加入者特性データベ
ース１１２、ユーザートランザクション履歴データベース１８４、または、一般的なコン
テキスト情報データベース１８２に追加することができる。
【０７０４】
　いくつかの実施形態では、スポンサー提供コンテンツなどのモバイルコンテンツを、モ
バイルコンテンツの一部に関連するコンテキストデータに少なくとも部分的に基づいて、
モバイル通信設備に提示（または表示）することができる。
【０７０５】
　いくつかの実施形態では、第１のスポンサー提供コンテンツを、モバイルコンテンツの
第１の部分に関連する第１のコンテキストデータに関連付けることができる。第２のスポ
ンサー提供コンテンツを、該コンテンツの第２の部分に関連する第２のコンテキストデー
タに関連付けることができる。モバイルコンテンツの第１の部分をモバイル通信設備に提
示（または表示）したときに、第１のスポンサー提供コンテンツを、該モバイル通信設備
のディスプレイに提示（または表示）することができる。モバイルコンテンツの第２の部
分をモバイル通信設備に提示（または表示）したときに、第２のスポンサー提供コンテン
ツを、該モバイル通信設備のディスプレイに提示（または表示）することができる。いく
つかの実施形態では、この関連付けを、関連性に少なくとも部分的に基づくものとするこ
とができる。
【０７０６】
　いくつかの実施形態では、モバイルコンテンツの第１の部分を、テキストの部分、ビデ
オの部分、オーディオの部分、画像の部分、または、他の何らかのコンテンツタイプの部
分とすることができる。テキストの部分をニュース記事とすることができる。
【０７０７】
　いくつかの実施形態では、モバイルコンテンツの第２の部分を、テキストの部分、ビデ
オの部分、オーディオの部分、画像の部分、または、他の何らかのコンテンツタイプの部
分とすることができる。テキストの部分をニュース記事とすることができる。
【０７０８】
　いくつかの実施形態では、コンテキスト情報を、リンク構造、インバウンドリンク、ア
ウトバウンドリンク、リンク、テキスト、キーワード、メタデータ、または、他の何らか
のタイプのコンテキスト情報とすることができる。
【０７０９】
　いくつかの実施形態では、コンテキスト情報を、電子的に表示可能な一次的（または主
要）なコンテンツの複数の部分から収集することができ、この場合、コンテキスト情報の
各々と該複数の部分の各々との間の関連を、各部分のコンテキスト（文脈など）が識別で
きるように維持することができる。該コンテンツの少なくとも一部の電子的表示に関する
情報を、モバイル通信設備の表示画面において受け取ることができ、二次的（または副次
的）なコンテンツを、該表示画面における、コンテンツの該少なくとも一部に関連するコ
ンテキスト情報に少なくとも部分的に基づいて、ディスプレイに表示することができる。
いくつかの実施形態では、該一次的なコンテンツをウェブページとすることができる。い
くつかの実施形態では、該二次的なコンテンツをスポンサー提供コンテンツとすることが
できる。スポンサー提供コンテンツを広告とすることができる。広告は、すぐに使用（ま
たは実施）可能な特徴を含むことができる。
【０７１０】
　いくつかの実施形態では、モバイル通信設備に表示されている一次的（または主要）な
コンテンツの一部に関連する情報を受信することができ、この場合、該一次的なコンテン
ツは、表示されていない少なくとも１つの他の部分を有する。該情報に関連するコンテキ
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ストを決定することができ、二次的（または副次的）なコンテンツを、該二次的なコンテ
ンツと該コンテキストとの関連に基づいてモバイル通信設備に配信することができる。
【０７１１】
　いくつかの実施形態では、コンテンツのコンテキスト情報を、モバイル通信設備からの
パンされた表示位置に関連して受信することができ、コンテンツを、該コンテンツのコン
テキスト情報に基づいて、モバイル通信設備に配信することができる。
【０７１２】
　いくつかの実施形態では、モバイル通信設備からのズームされた表示位置に関連するコ
ンテンツのコンテキスト情報を受信することができ、コンテンツを、該コンテンツのコン
テキスト情報に基づいて、モバイル通信設備に配信することができる。
【０７１３】
　いくつかの実施形態では、モバイル通信設備からの位置決めされた表示位置に関連する
コンテンツのコンテキスト情報を受信することができ、コンテンツを、該コンテンツのコ
ンテキスト情報に基づいて、モバイル通信設備に配信することができる。
【０７１４】
　いくつかの実施形態では、スポンサー提供コンテンツなどのモバイルコンテンツを、モ
バイルコンテンツの一部に関連する挙動データに少なくとも部分的に基づいて、モバイル
通信設備に提示することができる。
【０７１５】
　いくつかの実施形態では、ユーザーインタラクションを、モバイル通信設備を用いて、
モバイルコンテンツの一部と共に記録することができる。データをユーザーインタラクシ
ョンと関連付けることができる。データをサーバーに送信することができる。該データに
関連するスポンサー提供コンテンツを選択することができ、この場合、この関連付けは、
モバイルコンテンツの一部とスポンサー提供コンテンツとの間の関連性に少なくとも部分
的に基づき、該スポンサー提供コンテンツを、モバイル通信設備に提示することができる
。
【０７１６】
　いくつかの実施形態では、ユーザーインタラクションを、ページビュー（ウェブページ
の表示や閲覧など）、テキストビュー（テキストの表示や閲覧など）、画像ビュー（画像
の表示や閲覧など）、ストリーミングオーディオコンテンツ、ストリーミングビデオコン
テンツ、ダウンロード、アップロード、テキストメッセージ（またはメール）の受信、テ
キストメッセージ（またはメール）の送信、または、他の何らかのタイプのユーザーイン
タラクションとすることができる。
【０７１７】
いくつかの実施形態では、モバイルコンテンツの部分を、テキストの部分、ビデオの部分
、オーディオの部分、画像の部分、または、他の何らかのコンテンツタイプの部分とする
ことができる。テキストの部分をニュース記事とすることができる。
【０７１８】
　いくつかの実施形態では、主要なコンテンツ（または一次的なコンテンツ。以下同じ）
のどの部分が、モバイル通信設備の表示画面に現在表示されているかを特定するコンテン
ツ表示情報を受信することができ、この場合、該主要なコンテンツは、現在表示されてい
ない少なくとも１つの他の部分を含み、ユーザープロフィールを、該コンテンツ表示情報
に基づいて生成することができる。
【０７１９】
　いくつかの実施形態では、主要なコンテンツのどのような部分が、モバイル通信設備の
表示画面に表示されたかを特定するコンテンツ表示情報を受信することができ、ユーザー
プロフィールを、該コンテンツ表示情報に基づいて生成することができる。
【０７２０】
　いくつかの実施形態では、主要なコンテンツのどのような部分が、モバイル通信設備の
表示画面に表示されたかを特定するコンテンツ表示情報を受信することができ、人気ラン
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キングを、提示された部分について生成することができる。
【０７２１】
　いくつかの実施形態では、主要なコンテンツのどのような部分が、第１のモバイル通信
設備の表示画面に表示されたかを特定するコンテンツ表示情報を受信することができる。
主要なコンテンツのどのような部分が、第２のモバイル通信設備の表示画面に表示された
かを特定するコンテンツ表示情報を受信することができ、人気ランキングを、提示された
部分について生成することができる。
【０７２２】
　いくつかの実施形態では、主要なコンテンツの部分が、どれだけの間、モバイル通信設
備の表示画面に現在表示されているかを特定するコンテンツ表示情報を受信することがで
き、この場合、該主要なコンテンツは、現在表示されていない少なくとも１つの他の部分
を含み、ユーザープロフィールを、該コンテンツ表示情報に基づいて生成することができ
る。
【０７２３】
　いくつかの実施形態では、主要なコンテンツの部分が、どれだけの間、モバイル通信設
備の表示画面に表示されたかを特定するコンテンツ表示情報を受信することができ、ユー
ザープロフィールを、該コンテンツ表示情報に基づいて生成することができる。
【０７２４】
　いくつかの実施形態では、主要なコンテンツの部分が、どれだけの間、モバイル通信設
備の表示画面に表示されたかを特定するコンテンツ表示情報を受信することができ、人気
ランキングを、提示された部分について生成することができる。
【０７２５】
　いくつかの実施形態では、主要なコンテンツの部分が、どれだけの間、第１のモバイル
通信設備の表示画面に表示されたかを特定するコンテンツ表示情報を受信することができ
る。主要なコンテンツの部分が、どれだけの間、第２のモバイル通信設備の表示画面に表
示されたかを特定するコンテンツ表示情報を受信することができ、人気ランキングを、提
示された部分について生成することができる。
【０７２６】
　いくつかの実施形態では、コンテンツ部分表示情報をモバイル通信設備から受信するこ
とができる。モバイル通信設備に関するモバイル加入者特性情報を受信することができ、
スポンサー提供コンテンツを、該コンテンツ部分表示情報に部分的に基づいて、及び、該
モバイル加入者特性情報に部分的に基づいて、モバイル通信設備に配信することができる
。
【０７２７】
　いくつかの実施形態では、コンテンツ部分表示情報をモバイル通信設備から受信するこ
とができ、該コンテンツ部分表示情報を、該モバイル通信設備に関連するモバイル加入者
特性データベースに追加することができる。
【０７２８】
　いくつかの実施形態では、コンテンツ部分表示情報をモバイル通信設備から受信するこ
とができる。モバイル通信設備に関連するモバイル加入者特性情報を受信することができ
、ユーザープロフィールを、該コンテンツ部分表示情報に少なくとも部分的に基づいて、
及び、該モバイル加入者特性情報に少なくとも部分的に基づいて、生成することができる
。
【０７２９】
　図４５及び図４６を参照して、いくつかの実施形態では、本明細書に記載したマネタイ
ズプラットフォーム（monetization platform）は、複数の広告ネットワーク及び／また
はシステムからの複数のモバイル広告フォーマットに対応できる統合型（または一体型）
マルチスクリーン広告サーバーを可能にする。この場合、該広告フォーマットには、バナ
ー、テキスト、オーディオ、ビデオ、グラフィック（図など）、マルチメディア、または
、他の何らかの広告フォーマット（但し、これらには限定されない）が含まれる。図４７
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に示すように、マネタイズプラットフォームをプロフィール管理プラットフォーム（ＰＭ
Ｐ）に関連付けることができる。いくつかの実施形態では、マネタイズプラットフォーム
をイネーブルにして、複数の広告在庫（advertising inventory）全体から利用可能な広
告コンテンツを選択してターゲットに向けることができる。マネタイズプラットフォーム
における広告コンテンツのこの選択及びターゲティングを、マネタイズプラットフォーム
内のルールエンジンに少なくとも部分的に基づくものとすることができる。広告コンテン
ツのこの選択及びターゲティングを、人口統計学的データ、コンテキストデータ、挙動デ
ータ、または、モバイルユーザー及び／またはキャリアに関連する他の何らかのタイプの
データに少なくとも部分的に基づくものとすることができる。
【０７３０】
　図４８を参照すると、いくつかの実施形態では、マネタイズプラットフォームを用いて
、コンテキスト及び挙動ターゲティング技術を利用することができる。１実施形態では、
対象とされた広告を表示するために、コンテキスト及び挙動ターゲティング技術を用いて
、ユーザーが閲覧しているページのコンテキストを解読することができる。別の実施形態
では、コンテキスト及び挙動ターゲティング技術を用いて、ユーザープロフィールを強化
（または改善）することができる。これによって頑強なユーザープロフィールを構築でき
るようになる。ページのコンテキストの理解（ページの文脈や前後関係の理解）、及び、
正確なページ内容の理解を可能にするために、検索アルゴリズムは、（ウェブサイトの）
巡回（またはクローリング）、エンティティ抽出（entity extraction）、クエリーの分
類、または、他の任意の強化プロセスを行うことができるようにする。いくつかの実施形
態では、クエリーストリーム分析を用語分類と組み合わせて用いることによって、その時
々の瞬間きっかりにおけるユーザーの関心事だけでなく、ある時間期間にわたるユーザー
の関心事を理解して、挙動プロフィールを構築することができる。挙動プロフィールを生
成することによって、モバイル広告の関連性を高めることができる。
【０７３１】
　いくつかの実施形態では、マネタイズプラットフォームは、モバイルオペレータ（携帯
電話会社など）と提携して集中型（または中央制御式）モバイル広告ハブとして機能して
、モバイルオペレータ、ユーザー、及び広告主のニーズをバランスさせて、トラフィック
を生成しながらモバイル広告を配信することができる。マネタイズプラットフォームは、
単一の統合化によって複数の広告ネットワークとサーバーを統合することができる。在庫
横断選択プロセスは、表示するために、モバイル広告ネットワーク及び他の統合された広
告ネットワークから、関連しかつ収益性の高い広告を動的に選択することができる。
【０７３２】
　いくつかの実施形態では、マネタイズプラットフォームは、複数の広告ネットワークと
サーバーを統合することができる。プライマリ広告サーバは、オペレータ（携帯電話会社
などの通信事業者。以下同じ）のポータル、パブリッシャー（広告配信元など）のウェブ
サイト、クライアントアプリケーション、または、他の任意のアプリケーションに対する
プレミアム（または高価）な在庫品の予約及び配送システムとして機能することができる
。これによって、オペレータまたはパブリッシャーの高価な在庫品を直接販売することが
できる。複数の広告ネットワークをマネタイズプラットフォームに統合（または一体化）
することができ、及び、該広告ネットワークを用いて、直販活動を補完することができる
。いくつかの実施形態では、マネタイズプラットフォームを、複数のマーケットにおける
複数のローカルな（または地方の）広告プロバイダーと統合することができる。いくつか
の実施形態では、オペレータ／パブリッシャーの余った在庫品、または、ラン・オブ・サ
イト（ROS：run-of-site）在庫品を、広告ネットワークで利用できるようにすることもで
きる。他のいくつかの実施形態では、在庫品を検索及び閲覧（ブラウジング）するために
、有料の検索システムをマネタイズプラットフォームに統合することができる。マネタイ
ズプラットフォームの広告プロバイダーアプリケーションプログラミングインターフェー
ス（ＡＰＩ）によって、コードを公開することなく、新しい広告プロバイダーを統合する
ことが簡単にできるようになる。
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【０７３３】
　いくつかの実施形態では、マネタイズプラットフォームの最適化エンジンは、所与の広
告スポット（または広告枠。以下同じ）に対して適切な広告を選択することができる。適
切な広告を選択するために使用することができる基準を、広告のタイプ、及び、該広告ス
ポットをターゲットとしている広告プロバイダー、または、他の何らかの基準とすること
ができる。この基準は、広告スポットに適用されるビジネスルールを含むことができる。
このビジネスルールは、広告の優先順位の設定、キーワード／ドメインのブラックリスト
の設定、成人向け広告のフィルタリング（選別または除去）、広告プロバイダーの重み付
け、広告が返されない場合におけるデフォルトの広告プロバイダーの設定、または、他の
任意のビジネスルールを含むことができる。広告プロバイダーの重み付けは、指定された
割り当てにしたがって広告が提供されるようになされる。いくつかの実施形態では、マネ
タイズプラットフォームは、過去のユーザーの挙動及びプロフィール情報を使用して、提
供する価値のある広告プロバイダー及び広告を決定することができる。
【０７３４】
　いくつかの実施形態では、本明細書に記載されているような収率最適化プログラムが、
コンテキスト（ＷＡＰページ）、消費者の挙動、広告収入の期待値、または、他の何らか
の特性に基づいて、どの広告が、関連しており（または適切であり）、かつ、利益を生む
かを決定することができる。
【０７３５】
　いくつかの実施形態では、プロフィール管理プラットフォームが、（ウェブページなど
の）閲覧、検索、インタラクション（相互作用）、購買行動、または、他の任意のユーザ
ー挙度に基づいて、匿名で追跡されたユーザーを１つ以上のセグメントに配置することが
できる。プロフィールを、挙動データベースにロードすることができる人口統計学的情報
で増強することができる。いくつかの実施形態では、オペレータまたはパブリッシャーは
、広告要求時に、セグメントまたは他のプロフィール情報を渡すことができる。対象とす
る広告を提供するためにセグメントまたはプロフィール情報を使用することができる広告
プロバイダーに、それらのセグメントまたはプロフィール情報を渡すことができる。
【０７３６】
　いくつかの実施形態では、マネタイズプラットフォームをイネーブルにして、広告タグ
を変更することなく、広告の動作を変更することができる。これは、広告スポットを用い
ることによって行うことができる。広告スポットを、オペレータまたはパブリッシャーに
よって設定される、広告を返すことができる場所とすることができる。設定された各広告
スポットは、広告のタイプ、及び、所与の広告スポットをターゲットにすることができる
広告プロバイダーを含むことができる。広告プロバイダーは、所与の広告スポットをター
ゲットにすることができる。広告スポットは、広告スポットに対して広告を選択するやり
方を決定することができるビジネスルールを含むこともできる。広告のタイプ、広告プロ
バイダー、及びビジネスルールを、ある広告スポットに対するパブリッシャーの広告要求
を変更することなく、マネタイズプラットフォームにおいて変更することができる。これ
によって、オペレータ及びパブリッシャーが、彼らのサイトに変更を加えることなく、彼
らの広告スポットに変更を加えることができることを保証できる。この変更を、管理コン
ソールを通じて行うことができ、及び、リアルタイムで有効にすることができる。
【０７３７】
　いくつかの実施形態では、マネタイズプラットフォームは、オペレータ及びパブリッシ
ャーにマネタイズプラットフォームへのアクセスを提供することができる。マネタイズプ
ラットフォームＡＰＩは、オペレータ及びパブリッシャーが複数の広告タイプを取り出せ
るようにするためのプログラマティックインターフェイスを提供することができる。いく
つかの実施形態では、プログラマティックインターフェイスは、広告アクティビティをマ
ネタイズプラットフォームに報告することができる。オペレータ及びパブリッシャーは、
一度広告タグをまとめる必要がある場合があり、及び、既存の広告プロバイダーや新しい
広告プロバイダーにそれらのプロバイダーがオンラインでつながったときに、アクセスす
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ることができる。
【０７３８】
　いくつかの実施形態では、マネタイズプラットフォームは、マネタイズプラットフォー
ムＡＰＩ、マネタイズプラットフォームアプリケーションサーバー、最適化エンジン、プ
ロバイダー管理プラットフォーム、ユーザーインターフェース、及び、パブリッシャー／
オペレータアプリケーションサーバーを含むアーキテクチャを有することができる。
【０７３９】
　いくつかの実施形態では、マネタイズプラットフォームＡＰＩは、パブリッシャー及び
モバイルオペレータが、広告を要求して取り出すこと、並びに、広告アクティビティをマ
ネタイズプラットフォームに報告すること、ができる。マネタイズプラットフォームアプ
リケーションサーバーは、ＡＰＩ要求を受け取って、種々のプロバイダーから適切な広告
を取り出して、その結果を返すことができる。最適化エンジンは、最も適切なターゲティ
ング及び利用可能な在庫品に基づいて決定を行うことができる。この決定は、クエリーを
出すべき広告プロバイダー、及び、所与の要求に対して選択すべき広告について行うこと
ができる。プロフィール管理プラットフォームは、検索アクティビティ、閲覧（ブラウジ
ング）挙動、広告インタラクション、及び、任意の明記されている人口統計学的情報また
はプロフィール情報を収集することができる。このデータを、広告要求とともに渡すこと
ができ、及び、所有権が保持されているデータソースによって強化することができる。マ
ネタイズプラットフォームのユーザーインターフェースを、ビジネスルールを設定したり
、重み付けをしたり、広告スポットを生成したり、新しい広告プロバイダーの統合を行っ
たり、プロフィール管理及び報告を行ったりするための管理インターフェースとすること
ができる。
【０７４０】
　いくつかの実施形態では、マネタイズプラットフォームは、ビジネスルール、挙動、タ
ーゲティング、または、他の何らかの基準に基づいて、種々のソースから広告を取り出し
て、適切な広告を選択することができる。それらのソースは、バナー広告サーバー、有料
検索広告システム、広告ネットワーク、及び、他の第三者広告プロバイダーを含むことが
できる。広告プロバイダーをマネタイズプラットフォームに統合することによって、オペ
レータ及びパブリッシャーは、複数の広告プロバイダーと統合する必要がなくなる。
【０７４１】
　いくつかの実施形態では、パブリッシャー／オペレータアプリケーションサーバーは、
広告の実施に固有の広告を要求することができる。パブリッシャー／オペレータアプリケ
ーションサーバーは、広告を、モバイルウェブページまたはクライアントアプリケーショ
ンに配置することができる。配置された広告は、モバイル加入者によって閲覧されること
ができる。
【０７４２】
　いくつかの実施形態では、マネタイズプラットフォームは、プロフィール管理プラット
フォーム（ＰＭＰ）を利用して、ユーザー固有のターゲティング情報にアクセスすること
ができる。ＰＭＰは、ユーザープロフィール及び挙動に基づくセグメンテーション（また
はセグメント化）の生成、管理、及び配布のための頑強でスケーラブルな（または拡張性
のある）アーキテクチャを提供することができる。このプラットフォームは、ＰＭＰの内
部と外部の両方にある、及び／または、オペレータ自身の多数の異なるデータソースから
のデータを統合することができる。ＰＭＰは、モバイル検索及び（ウェブページなどの）
閲覧をベースとする（または閲覧に基づく）挙動についてのマネタイズプラットフォーム
独自の理解を活用することができる一連の強化モジュールを含むことができる。これによ
って、該プラットフォームは、検索パターンから意味を抽出すること、及び、販売時に、
検索及び閲覧データを分類すること、が可能になる。該モジュールは、生の検索及び閲覧
データを処理することができ、及び、マネタイズプラットフォームをして、より高品質で
粒度の細かいユーザーのセグメンテーションを提供しうる追加の情報でユーザープロフィ
ールを強化することができるようにする。この追加の情報は関連するキーワードを含むこ
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とができる。
【０７４３】
　いくつかの実施形態では、ＰＭＰにおけるユーザープロフィールの生成には、データの
収集、ノーマライゼーション（または正規化）、強化、ウエアハウジング（または、デー
タウエアハウスまたはデータの保管）、及び分析を含めることができる。
【０７４４】
　いくつかの実施形態では、データ収集には、リアルタイムとバッチ処理の両方でシステ
ムへとデータを受け入れることを含めることができる。プロフィール管理プラットフォー
ムは、任意のソースからのプロファイリングデータを統合することができる。これらのソ
ースには、検索ストリーム、広告インタラクション、閲覧アクティビティ、オペレータＣ
ＲＭデータ、及び、他の第三者データを含めることができる。いくつかの実施形態では、
検索ストリームは、特定のユーザーによって実施されるクエリー、クエリーのタイムスタ
ンプ、及び、クエリー後のアクティビティを含むことができる。検索ストリームデータは
、ある時間にわたる全般的なユーザーの関心事への洞察を提供することができ、及び、即
時の及び変化するユーザーのニーズを明らかにすることができる。検索ストリームデータ
は、時間に依存する（または時間に鋭敏な）なターゲティング機会を提供しうる長期的な
及びリアルタイムの関心事を特定することができる。検索データを、検索デプロイ（sear
ch deployment）を介してプロフィール管理プラットフォームによって収集することがで
き、及び、外部ソースから取り込むことができ、及び、ゲートウェイアクティビティから
推論して、オフポータル検索アクティビティを捕捉することができる。プロフィール管理
プラットフォームによって収集され、分析され、強化される基本データの１例には、ユー
ザーＩＤ、ソース、位置、クエリー、ＵＲＬがあり、収集することができる該ユーザーＩ
Ｄを共通の独自の識別子とすることができ、収集することができる該ソースを、「検索が
実行された場所」とすることができる。検索を実行することができる位置の例には、ポー
タル、店頭などがある。収集することができる該クエリーを、ユーザーによって入力され
たキーワードとすることができる。収集することができ該ＵＲＬを、検索結果ページ上で
クリックされるＵＲＬとすることができる。収集することができる該位置を、クエリーが
実行された地理的位置とすることができる。
【０７４５】
　いくつかの実施形態では、ソースとしての広告インタラクションは、広告の検索と表示
の両方との所与のユーザーのインタラクション（相互作用）に関するデータを収集するプ
ロフィール管理プラットフォームを含むことができる。広告インタラクションは、システ
ムが、ユーザーが最も反応する可能性が高い広告のタイプに対する配慮を含むようにユー
ザーについての知識を拡張できるようにすることができる。この情報を分析して、要約さ
れたユーザープロフィール内の要素として提供することができる。広告インタラクション
についてプロフィール管理プラットフォームによって収集される基本的なデータの組の１
例には、ユーザーＩＤ、プロバイダー、コンテキスト、広告タイプ、広告の細目、タイム
スタンプ、トリガーがあり、収集することができる該ユーザーＩＤを共通の独自の識別子
とすることができる。収集することができるプロバイダーを広告ソース（広告源）とする
ことができる。広告源の例をプライマリ広告サーバーとすることができる。該コンテキス
トを、「広告が表示された場所」とすることができる。コンテキストの例を、スポーツポ
ータル、第三者のサイトなどとすることができる。広告のタイプを広告の細目（または広
告の詳細な内容）とすることができる。広告の細目の例を、テキスト、静的グラフィック
（図や写真などの静止したグラフィック）、相互作用性（または双方向性）などとするこ
とができる。タイムスタンプを、広告が表示された時刻とすることができる。トリガーを
、「何かに応答して広告が提供された場合のその何か」とすることができる。トリガーの
例を、検索、コンテキスト、挙動、人口統計学的情報などとすることができる。広告イン
タラクションは、広告の成功を表現することができる。広告の成功の例を、クリック、コ
ンバージョンなどとすることができる。
【０７４６】
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　いくつかの実施形態では、ソースとしての閲覧アクティビティ（またはブラウズアクテ
ィビティ）は、オンポータルとオフポータルの両方の閲覧データ（またはブラウズデータ
）をユーザープロフィールに組み込むことを含むことができる。オンポータルの閲覧挙動
（ブラウズ挙動）はオペレータのポータル上の広告タグを介して組み込まれることができ
る。オフポータルの閲覧挙動（ブラウズ挙動）は、オペレータのゲートウェイへの組み込
みを介してアクセスされることができる。オフポータル閲覧挙動を、ＰＭＰが、オペレー
タの検索経験とオペレータによって管理された広告の収率との関連性を改善するために分
析することができる独自のオペレータ資産とすることができる。ＰＭＰの重要な能力を、
閲覧トラフィック（ブラウズトラフィック）を分析して、訪問されているページのコンテ
ンツ及び性質を理解する能力とすることができる。これは、強化プロセス（enrichment p
rocess）を通じてなされることができる。
【０７４７】
　いくつかの実施形態では、オペレータＣＲＭデータ、及び他の第三者データは、オペレ
ータ固有のＣＲＭデータ（たとえば、人口統計学的データ）を組み込んだＰＭＰ、並びに
、既存のセグメンテーションデータを含むことができる。オペレータは、ターゲティング
のために、また、ユーザープロフィールを強化するためにも使用することができる性別や
年齢などの明示的なターゲティング情報を渡すことができる。オペレータ固有のデータの
組み込みを、基本プラットフォームによってサポートすることができるが、該組み込みは
、取り込んだデータの性質及びソースが各オペレータに固有のものでありうるので、実際
の組み込みでは、専門的なサービス作業が必要になりうる。マネタイズプラットフォーム
が、オペレータに検索及び／または広告のソリューションを提供する場合には、このデー
タをプロフィールプロセスに含めることができ、追加の組み込み（または統合）を不要に
することができる。検索及び／または広告のソリューションが提供されない場合や、追加
のオペレータ固有のデータ（たとえば、ゲートウェイ閲覧データや人口統計学的データ）
を含めることができる場合には、ＰＭＰは、データ収集のためのリアルタイムのウェブサ
ービスＡＰＩと、バッチ処理に基づく供給の両方を提供することができる。マネタイズプ
ラットフォームは、外部データのプロバイダーと協働して、収集されるデータの量、価格
（または価値）、及び時間依存性（または時間鋭敏性）に基づいて、データ収集のための
最良の方法を決定することができる。
【０７４８】
　いくつかの実施形態では、ＰＭＰは、異なるデータソースから収集されたデータをノー
マライズする（または、正規化する）ための複数のモジュールを含むことができる。いく
つかの実施形態では、ＰＭＰは、異なるソースからのユーザーデータを組み合わせるため
に共通のユーザーＩＤを利用することができる。１例では、共通の信頼できるユーザーＩ
Ｄは既に存在する。いくつかの例では、ハッシュ化された／暗号化されたユーザーＩＤを
いくつかのソースから利用できる。ユーザーＩＤのノーマライズプロセスは、コンパイル
（または編集）のために、ユーザーＩＤをデコード（または解読）して、基本ユーザーＩ
Ｄにアクセスするために、アルゴリズムまたはアルゴリズムのキーを他のデータソースに
統合することができる。いくつかの実施形態では、ＰＭＰは、データを、既知のフォーマ
ット及び時間帯で、時刻を記録する（すなわち、タイムスタンプを押す）ことを利用する
ことができる。タイムスタンプノーマライズプロセスは、データソースについての知識に
基づいて、全ての入力を予測されたフォーマットに変換し、及び、任意の時間帯変換を実
行することができる。いくつかの実施形態では、所与のソースからのデータが全てＰＭＰ
に提供されるわけではない。１例では、ゲートウェイアクセスデータ（オフポータルの閲
覧アクティビティ）のサンプルを提供することができる。この知識（たとえば、ランダム
なアクティビティの５０％が提供される）を、所与のソースからの生のデータに組み込む
ことができ、及び、この知識をＰＭＰ分析アルゴリズムで使用して、データの重み付け及
びセグメンテーションの品質を改善することができる。
【０７４９】
　いくつかの実施形態では、強化（enrichment）は、収集したデータの付加価値プロセス
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（また価値付与のためのプロセス）を実行することを含むことができる。ＰＭＰ内の強化
モジュールは、ユーザープロフィール内に含まれている情報の品質を向上させるために、
独自のモジュールユーザー及びモバイルコンテンツについての理解を組み込むことができ
る。強化モジュールの例には、ＵＲＬの分類（または、ＵＲＬのカテゴリー化）、エンテ
ィティの抽出、クエリーのクラスタ化、クエリーの分類（または、クエリーカテゴリー化
）、クエリーの区別、ブラックリストへの記載、ユーザーのオプトアウト（たとえばユー
ザーの除外）及びコンテキストターゲティングサポート、または、他の何らかの強化モジ
ュールを含めることができる。
【０７５０】
　いくつかの実施形態では、ＵＲＬのカテゴリー化（分類）には、ユーザーによってアク
セスされているコンテンツの性質を理解するために、（ウェブページの）巡回、検索、及
び、分類技術を活用するＰＭＰを含めることができる。ＰＭＰは、ＵＲＬ分類のデータベ
ースを維持することができ、外部サービスは、未知のサイト／ＵＲＬが入力として提供さ
れたときには、新しいＵＲＬをデータベースに入力することができるようにする。このサ
ービスは、未知のＵＲＬを自動的に分類するために、編集的に構成されたトレーニングセ
ット及び学習アルゴリズムを利用することができる。この場合、カテゴリー化メタデータ
を、生のユーザー挙動データに含めることができ、及び、プロフィール分析アルゴリズム
によって利用してユーザーセグメンテーションの品質を向上させることができる。
【０７５１】
　いくつかの実施形態では、エンティティの抽出は、アクセスされたＵＲＬコンテンツを
分析して、ページのテキスト内の共通のエンティティ（たとえば、名前、場所）を決定す
るＰＭＰ検索アルゴリズムを含むことができる。この情報を、分析のために、純化（ディ
スティレーション）して、生のユーザー挙動データに含めることができる。このプロセス
を、評判分析（sentiment analysis）を含むように拡張して、該エンティティに関連する
コンテンツの性質を決定することができる。１例では、ユーザーは、特定の種類の自動車
に関する情報に頻繁にアクセスする場合があるが、そのコンテンツの大部分は、その自動
車に否定的なものである場合がある。このエンティティ抽出プロセスは、ユーザープロフ
ィールに関連するキーワードへの有益な入力になりうる。
【０７５２】
　いくつかの実施形態では、クエリーのクラスタ化は、分析、並びにユーザープロフィー
ルへの組み込みのために、ユーザーのクエリーストリームを処理して要約することを含む
ことができる。ＰＭＰは、マネタイズプラットフォームの検索経験及び技術を利用して、
高度なクエリー分析法を提供することができる。クエリーのクラスタ化コンポーネントは
、類似のクエリーをグループ分けして、最終的なカテゴリー化を可能にする役目を果たす
ことができる。クラスタ化コンポーネントは、実績のある検索ツールを利用して、何百万
人ものユーザー検索の履歴分析に基づいて、類似の用語及び概念をグループ分けすること
ができる。綴り訂正技術を用いて、カテゴリー化の前にクエリーを訂正することができる
。
【０７５３】
　いくつかの実施形態では、クエリーのカテゴリー化は、ユーザー検索を１組の定義され
たクエリーカテゴリーにまとめることを含むことができる。ＰＭＰは、高度な検索技術を
用いて、ユーザークエリーを定義された１組のカテゴリーに割り当てることができる。こ
のプロセスは、人気のあるキーワードをカテゴリーに関連付けるための編集的に定義され
たトレーニングセットと、ＵＲＬのカテゴリー化能力、及び大規模なウェブインデックス
へのアクセスに頼る検索ベースの処理との両方を使用することができる。これら２つのプ
ロセスは、編集的にカテゴリー化されていないクエリーであって、ウェブインデックスに
対して該クエリーの検索を実行する該クエリーを取得することができる。この場合、返さ
れたＵＲＬを重み付けし、カテゴリー化して、所与のクエリーにカテゴリーを提供するこ
とができる。
【０７５４】
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　いくつかの実施形態では、クエリーの区別は、ありふれた特徴のない用語から、特徴の
ある用語を識別しようと試みることを含むことができる。多くのクエリーは、セグメンテ
ーションもターゲティング値も提供しないものでありうるが、他のクエリーは、ユーザー
挙動の洞察、または、大きなターゲティング機会を提示するユーザー挙動の変化を提供す
るものでありうる。この知識は、特徴のないクエリーをユーザープロフィールから除去す
ること（または、重み付けを小さくすること）を可能にし、及び、プロフィール分析にお
いて、より特徴のあるクエリーにより高い重み付けをすることを可能にすることができる
。
【０７５５】
　いくつかの実施形態では、ブラックリストへの記載には、ユーザー挙動が追跡されてい
ないコンテンツのクラスを画定するオペレータを含めることができる。たとえば、オペレ
ータは、安全なサイトへのアクセス（すなわち、https）と成人向けサイトへのアクセス
へのいずれもが、追跡されず、かつ、ユーザープロフィールの生成において使用されない
ことを要求する場合がある。デフォルトでは、マネタイズプラットフォームは、成人向け
検索（アダルト検索）用語及び成人向けサイトへのアクセスをプロフィール生成から除外
することができる。
【０７５６】
　いくつかの実施形態では、ユーザーのオプトアウトは、プロファイリングからのユーザ
ーレベルのオプトアウト（たとえば除外）をサポートするＰＭＰを含むことができる。Ｐ
ＭＰは、挙動ターゲティングからオプトアウトされた（または、オプトアウトされた可能
性がある）ユーザーに関連するユーザーＩＤのリストを、バッチ形式で受け入れることが
できる。いくつかの実施形態では、実施、及び、特定のマーケット（市場）、及び／また
は、オペレータの要求に基づいて、マネタイズプラットフォームは、オプトアウト要求を
実施して、所与のユーザーＩＤに関連付けられた全てのデータを収集物から除外し、及び
、データとして格納できないようにする。別の実施形態では、マネタイズプラットフォー
ムは、オプトアウト要求を実施して、ユーザーＩＤに関連するデータを収集して処理する
ことを可能にすることができるが、要約されたユーザープロフィールを生成して、所与の
ユーザーＩＤに対して配布することを可能にはしない。
【０７５７】
　いくつかの実施形態では、コンテキストターゲティングサポートは、ＰＭＰによって収
集されたデータを、マネタイズプラットフォーム内のコンテキストターゲティングエンジ
ンによって利用することを含むことができる。ＰＭＰによってコンパイル（または編集）
されたクエリーのクラスタ化データおよびクエリーのカテゴリー化データを、コンテキス
ト分析及び収率最適化エンジン内で使用するために出力することができる。このデータへ
のアクセスによって、マネタイズプラットフォームは、文脈上対象とされた広告に対する
収率最適化アルゴリズムの一部としてのキーワード最適化を含むことが可能になる。たと
えば、コンテキスト分析エンジンが、「株式情報」が所与のページのテーマであると決定
した場合には、キーワードクラスタ化データ及びカテゴリー化データを用いて、「投資の
アドバイス」や「取引戦略」などの関連するキーワードを含むように、収率最適化アルゴ
リズムによって考慮されたキーワードを拡張することができる。この技術は、マネタイズ
プラットフォームコンテキストターゲティングプロセスが、可能な限り収率が高い広告を
選択することを可能にしうる。
【０７５８】
　いくつかの実施形態では、ウエアハウジングは、リアルタイム及びオンデマンドアクセ
スを提供するように構築された頑強（またはロバスト）なデータウェアハウスを利用する
ＰＭＰを含む。該プラットフォームを、最新のデータウェアハウス技術で構築することが
できる。該プラットフォームを、可視性と拡張性（スケーラビリティ）を提供する、アー
キテクチャの中核となるコンポーネントとすることができる。データウェアハウスをユー
ザープロフィール分析器によってアクセスして、最終的に、マネタイズプラットフォーム
並びに他の第三者プラットフォームで利用できるようになる要約されたユーザープロフィ
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ールを生成することができる。データウェアハウスは、アーカイブされた（または保管さ
れた）データの品質への洞察を提供する要約レベルの報告を可能にすることができる。こ
の報告に含められた評価基準の１例を、全ユーザー、すなわち、データウェアハウス内に
データを有するユーザーの総数、プロフィールが作成されたユーザー、すなわち、セグメ
ントに配置するのに十分なデータを有するユーザーの総数、新しいこと、すなわち、プロ
フィールのヒストグラムが新しいこと（すなわち、ユーザーデータが最後に更新されたの
が最近であること）、及び、プロフィールの深さ、すなわち、プロフィールのヒストグラ
ムの特徴（たとえば、セグメントやキーワード）とすることができる。
【０７５９】
　いくつかの実施形態では、分析は、以前のステップから、ノーマライズされ、浄化され
、及び強化された生のデータを利用して、消費可能なユーザープロフィールを生成するこ
とを含むことができる。ＰＭＰの分析部分は、２つの一般的なコンポーネントを含むこと
ができる。第１のコンポーネントは、ＰＭＰ内にセグメントを画定することを可能にする
ことができ、第２のコンポーネントは、ユーザープロフィールを生成するのに必要な計算
ステップを実施する実際の分析モジュールとすることができる。セグメントコンポーネン
トは、Ｎ個の最上位のレベルのユーザーセグメント（たとえば、音楽やスポーツ）、及び
、Ｎ個の２番目に高いレベルのセグメント（たとえば、ポップやフットボール）を定義す
ることを可能にすることができる。
【０７６０】
　セグメントの定義は、以下のものを含む高レベルのコンポーネントから構成することが
できるが、それらには限定されない。
　名称及び説明：セグメント名を、プロフィール、並びに、セグメントマーケティングの
説明を使用（または消費）するサービスに対して露わにすることができる。
　アクションの重み付け：アクションの重み付けを、所与のユーザーをセグメントに関連
付けるべきか否かを決定する際に、異なるユーザー挙動（たとえば、クリック、閲覧（ブ
ラウズ）、検索）の相対的な重要性を定義（または画定）することができる構成（コンフ
ィグレーション）とすることができる。
　カテゴリー関係：カテゴリー関係は、閲覧（ＵＲＬ）及び検索（クエリー）カテゴリー
と所与のセグメントとの間の類似の程度（または親和性の程度）を定義することができる
。
　時間依存（または敏感）性：時間依存性は、所与のセグメントのスコアを決定するとき
に、生のユーザーデータがどのくらい速く考慮されなくなりうるかに関する全般的な減衰
曲線を定義することができる。この能力は、全体のセグメントのスコアリングにおいて、
生のユーザーデータに増大した重み付けを与えることができる時間窓（タイムウインドウ
）を生成するために存在する。これは、ＰＭＰが、ユーザー挙動の変化に極端に敏感であ
りうるセグメントを画定することを可能にし、及び、限られた時間期間におけるユーザー
挙動（たとえば、休日の買い物客）の変化を利用するために、所与のユーザーに迅速に関
連付けられることができる。
　最低限の信頼：最低限の信頼を、セグメントを所与のユーザーに関連付けるために得ら
れるユーザー挙動との最低の相関レベルとすることができる。
【０７６１】
　いくつかの実施形態では、ＰＭＰは多数のセグメントをサポートする。セグメンテーシ
ョンと範囲とのバランスを維持することができる。マネタイズプラットフォームは、オペ
レータと協働して、セグメントの粒度（ターゲティング）と、セグメントの範囲（トラフ
ィック）と、利用可能な広告主（適用範囲または有効範囲）との適正なバランスを達成す
ることができる。ＰＭＰの２レベルセグメンテーション能力は、より粒度の細かいセグメ
ントを試すことができる一方で、最上位レベルのセグメンテーションは、ターゲティング
及び広告配信について何の影響も受けない。
【０７６２】
　いくつかの実施形態では、ＰＭＰプロフィールの生成は、ユーザーレベル生データを分
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析し、及び、セグメント割り当て、キーワード割り当て、及びメタデータ割り当てを実行
する役目を果たすことができる。
【０７６３】
　いくつかの実施形態では、セグメント割り当てをセグメント定義に基づくものとするこ
とができ、ユーザーにスコアを付ける（たとえば、ユーザーに点数を付ける）分析モジュ
ールをセグメント定義に基づくものとすることができ、該モジュールは、信頼スコアと共
に、ユーザーにゼロ以上のセグメントを関連付ける。オペレータ、及び／または、根底に
ある生データの変化率（または変化速度）による要求に応じて、セグメント割り当てプロ
セスを定期的に実行するように構成することができる。セグメント割り当てプロセスを、
他のユーザーと異なるスケジュールに対するそれぞれのユーザーの挙動を分析するように
構成することができる（たとえば、セグメント分析を、よりアクティブなユーザーに対し
てより頻繁に実行することができる）。
【０７６４】
　いくつかの実施形態では、キーワード割り当てプロセスは、ユーザーレベル生データを
分析して、信頼スコアと共に、構成可能な数のキーワード／キーフレーズを特定のユーザ
ープロフィールに関連付けることを含むことができる。キーワード割り当てを、データ収
集プロセスの強化部分の間に行われた分析に基づくものとすることができ、最後の分析及
びロールアップを、キーワード割り当て段階中に行うことができる。キーワード割り当て
プロセスを、オペレータ及び／または根底にある生データの変化率（又は変化速度）によ
る要求に応じて、定期的に実行するように構成することができる。キーワード割り当てプ
ロセスを、他のユーザーと異なるスケジュールに対するそれぞれのユーザーの挙動を分析
するように構成することができる（たとえば、セグメント分析を、よりアクティブなユー
ザーに対してより頻繁に実行することができる）。
【０７６５】
　いくつかの実施形態では、メタデータ割り当ては、セグメントまたはキーワードに関連
付けられていないデータの分析及びロールアップを含むことができる。考慮されるプロフ
ィールの特徴は、位置（または場所）、オペレータまたは第三者によって提供された人口
統計学的情報、及び、データソースとのユーザー固有のインタラクション率（interactio
n rate）を含むことができる。
【０７６６】
　いくつかの実施形態では、ＰＭＰユーザープロフィール定義は、アクセスすることがで
きる個別のユーザープロフィールを生成しうる。ユーザープロフィール特性は、ユーザー
ＩＤ、最上位レベルのセグメント（複数の場合あり）、２番目に上位のセグメント（複数
の場合あり）、セグメント強度、キーワード（複数の場合あり）、キーワード強度、新た
に出現したセグメント、広告インタラクション、人口統計学的情報、予測された人口統計
学的情報、請求先の場所、主たる場所を含むことができる。該ユーザーＩＤは、プロフィ
ールのバッチ配信（または一括配信）によってのみ送られる暗号化されたものである。該
最上位レベルのセグメントは、プロフィールに関連する０個～多数個の最上位レベルセグ
メントである。該２番目に上位のセグメントは、プロフィールに関連する０個～多数個の
２番目に上位のセグメントである。該セグメント強度は、セグメントとの相関関係を表す
ことができる数値スコア（点数など）である。該キーワードは、プロフィールに関連する
０個～多数個のキーワード／キーフレーズである。キーワード強度は、キーワードとの相
関関係を表すことができる数値スコア（点数など）である。新たに出現したセグメントは
、現在はユーザーに関連付けられていないが、示唆（または提案）された該ユーザーの最
近の挙動を近い将来に割り当てることができるセグメントである。該広告インタラクショ
ンは、テキスト、表示、及びインタラクティブ性（相互作用性または双方向性）のインタ
ラクション率を要約したものである。該人口統計学的情報は、オペレータまたは第三者に
よって提供された人口統計学的情報（たとえば、年齢や性別）である。該予測された人口
統計学的情報は、ユーザー挙動に基づいてＰＭＰによって得られた人口統計学的データで
ある。該請求先の場所は、オペレータによって提供された請求先の場所である。該主たる
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場所は、（ユーザーが）外部システムと相互作用している（たとえば、検索をしている）
ときのユーザーの位置の分析に基づく「本拠」地である。
【０７６７】
　いくつかの実施形態では、ＰＭＰは、包括的なセキュリティ層（security layer）、並
びに、ユーザープロフィールをマネタイズプラットフォーム及びオペレータによって指定
された第三者と共有するための複数のアクセス方法を提供することができる。
【０７６８】
　いくつかの実施形態では、ＰＭＰは、２つのレベルのアクセス制限をサポートすること
ができる。ＡＰＩアクセス制限は、ユーザープロフィールをリアルタイムウェブサービス
ＡＰＩ、並びに、バッチ系でフィードベースのスケジューラメカニズムを介して露わにす
ることを含むことができる。これらのサービスへのアクセスを、ＩＰ制限及び認証キー（
authorization key）に基づいて制限することができる。いくつかの実施形態では、許可
済みのＩＰの事前に設定されたリストにあるＩＰが、ＰＭＰユーザープロフィールサービ
スにアクセスすることができる。このＩＰのリストを、システム使用の前に提供すること
ができる。有効な認証キーを、プロフィール要求の一部として渡すことができる。認証キ
ーを、要求しているＩＰに基づいて独自のものとすることができ、及び、頻繁に更新する
ことができる。認証キーを用いて、要求をアカウントにマッピングして、プロフィールレ
ベル制限を決定することができる。
【０７６９】
　いくつかの実施形態では、所与のアカウントについて、ＰＭＰは、プロフィールレベル
の制限の概念をサポートすることができる。プロフィールレベル制限は、所与のアカウン
トがアクセスできるユーザープロフィール特性の組を定義することができる。たとえば、
一番上のレベルのセグメント及びキーワードへのアクセスを提供することができるアカウ
ントを生成することができる一方で、ユーザープロフィールに含まれている特性に完全に
アクセスできるようにすることができる他のアカウントを生成することができる。これに
よって、ＰＭＰは、要求しているパーティによって要求されたレベルにあるユーザープロ
フィールデータを分配することができ、及び、オペレータが、そのプロフィールの第三者
（サードパーティ）の消費者に異なるレベルのサービス／ターゲティングを提供するため
のメカニズムを提供することができる。
【０７７０】
　いくつかの実施形態では、ＰＭＰは、リアルタイムウェブサービスＡＰＩとファイルベ
ースのバッチ配信メカニズムの両方をサポートすることができる。ウェブサービスＡＰＩ
は、有効なユーザーＩＤ及び認証キーをシステムに渡すことを要求することができる。要
求しているＩＰに基づいて認証キーが有効であることが確認されると、ＰＭＰは、その所
与のユーザーＩＤに対するユーザープロフィールを調べることができる。次に、対応する
ユーザープロフィールを取り出して、該所与のアカウントに対する許可されたプロフィー
ル特性を返すことができる。ＰＭＰは多数のユーザープロフィールのバッチベースの配信
（または一括配信）をサポートすることができる。このサービスは、暗号化されているユ
ーザーＩＤだけが、ユーザープロフィールにアクセスしている第三者に利用可能とされて
いること、及び、該第三者は、該第三者の環境においてユーザーＩＤを管理するための有
効なメカニズム及びセキュア（安全）なプロセスを有していることを確保するために、追
加の専門的なサービス作業を要求することができる。さらに、ユーザープロフィールのバ
ッチ配信を行う前に、オペレータの承認を必要とすることができる。
【０７７１】
　セグメント毎の予測及びターゲティングを可能にするために、マネタイズプラットフォ
ームは、加入者セグメント情報を受け入れる広告プロバイダーに該セグメント情報を送る
ことができる。広告要求がオペレータからやって来ると、該セグメント情報を、適切な広
告プロバイダーに自動的に送ることができる。これによって、それらのセグメントに向け
られたキャンペーン（販促活動など）を取り出すこと、並びに、セグメントをサポートす
る広告プロバイダーのためのセグメント毎の予測を可能にすることができる。
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【０７７２】
　いくつかの実施形態では、ＰＭＰからＭＰにセグメントを送る（または渡す）プロセス
は次の通りである。
　広告サーバー：マネタイズプラットフォームは、広告要求と共に、広告サーバー内のキ
ー名／値機能を用いて加入者セグメントを送ることができる。次に、渡すことができるセ
グメントをターゲットとする広告が返される。渡された該セグメントをターゲットとする
広告がない場合には、該セグメントをターゲットとしていない広告を返すことができる。
このことは、広告要求と共に渡された人口統計学的データについても同じである。広告サ
ーバーは、キー名／値ペア内のデータを用いてセグメント毎の在庫予測（または在庫品の
事前準備）をすることができる。予測を、セグメントの組み合わせ、または、セグメント
と人口統計学的情報または他のオペレータによって提供される情報との組み合わせについ
て実行することもできる。
　有料検索：加入者セグメントまたはページコンテキストに関連するキーワードを有料検
索システムに送ることができる。該キーワードに向けられた広告がある場合には、それら
の広告が返される。ユーザー検索によってもたらされた結果と共に表示される広告の場合
、特定の検索キーワードを有料検索に送ることができ、マッチングする広告を返すことが
できる。
　他の広告プロバイダー：ターゲティングをサポートすることができる他の広告プロバイ
ダーに対して、マネタイズプラットフォームは、広告要求に対するパラメータとして、セ
グメントまたは他の加入者情報を送ることができる（広告プロバイダーがこの機能をサポ
ートしている場合）。これを、新しい広告プロバイダーの実装中に行うことができる。
【０７７３】
　いくつかの実施形態では、広告コンテンツのターゲティングは、マネタイズプラットフ
ォームのターゲティング能力を主要な広告プロバイダーに統合することを含むことができ
る。セグメントまたは他の加入者情報に対するターゲティングキャンペーンは、広告プロ
バイダーの能力に依存しうる。
　広告サーバー：セグメント及び／または加入者情報のターゲティングが特定のキャンペ
ーンについて望まれる場合には、これを、広告サーバー内の検索語ウィザードを用いるこ
とによって行うことができる。検索語ウィザードは、キャンペーンのマネージャーが、セ
グメントと加入者情報の組み合わせに対する特定のキャンペーンをターゲットとするため
の表現を生成することを可能にしうる。
【０７７４】
　いくつかの実施形態では、マネタイズプラットフォームは、広告サーバーＡＰＩを介し
て露わにされた全てのレベルのターゲティングを利用することができる。これは、セグメ
ント及び／または人口統計学的情報に向けられたキャンペーンを生成するためのキーとキ
ー値ペアを使用すること、ターゲティングのためにキーワードを広告サーバーに送る能力
を含むことができる。マネタイズプラットフォームを、実際のユーザークエリーセグメン
ト名、（ＰＭＰによって定義されている）セグメントレベルキーワード、または、広告要
求の一部として（ＰＭＰによって定義されている）プロフィールレベルキーワードを送る
ように構成することができる。ターゲティングは、郵便番号を広告サーバーに送る能力含
むことができる。マネタイズプラットフォームは、（位置ベースのサービス統合に基づい
て）ユーザーの現在の物理的位置（または現在の実際の位置）、（利用可能な場合／とき
の）実際のユーザーの入力値、または、ユーザープロフィールからの既知の位置を送るよ
う構成することができる。
【０７７５】
　いくつかの実施形態では、マネタイズプラットフォームは、位置固有のペイパーコール
広告を配信するために、位置ターゲティング能力を利用することができる。これは、ター
ゲティングのために位置を広告サーバーに送る能力を含むことができる。マネタイズプラ
ットフォームを、（位置ベースのサービス統合に基づいて）ユーザーの現在の物理的位置
（または現在の実際の位置）、実際のウェブ入力値またはユーザープロフィールからの既
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知の位置、または、他の何らかの位置情報を送るように構成することができる。
【０７７６】
　いくつかの実施形態では、マネタイズプラットフォームを、ターゲットに向けられた広
告を配信するために、第三者広告プロバイダーに統合することができる。ターゲティング
の程度を、第三者ＡＰＩ及び／または広告提供能力によって制限することができる。第三
者広告配信システムの全能力を利用する最適化された統合を提供することができる。
【０７７７】
　いくつかの実施形態では、マネタイズプラットフォームは、スポンサー提供リンク、バ
ナー広告、リッチメディア（オーディオ／ビデオ）、プロモーション（たとえば販促活動
）、または、他の任意の広告タイプといった広告タイプをサポートすることができる。マ
ネタイズプラットフォームは、広告主のモバイルウェブサイトまたはクライアントアプリ
ケーションをホストとするランディングページ（または待ち受けページ。以下同じ）に直
接リンクすることをサポートすることができる。スポンサー提供リンク及びプロモーショ
ンのためのサポートされたランディングページを、電話呼び出しの開始（phone call lau
nch）、ＳＭＳランディングページ、マーケティングメッセージ、電子メールキャプチャ
（電子メール捕捉）、ローカルリスティング（local listing）などとすることができる
。
【０７７８】
　いくつかの実施形態では、スポンサー提供リンクを、ユーザー検索クエリーの結果とし
て検索結果ページに配置された広告とすることができる。ユーザーの意図を、クエリー、
及び、広告検索要求に含まれている位置ターゲティング情報並びに過去のユーザー挙動か
ら直接得ることができる。いくつかの実施形態では、広告主は、広告を作成して広告のタ
ーゲットを設定することができ、広告主の広告が、スポンサー提供リンクに対する要求に
応答して出現することができるように、関連する（または適切な）キーワードに入札（ま
たは値付け）することができる。
【０７７９】
　いくつかの実施形態では、バナーを、モバイル加入者がパブリッシャーのサイトでブラ
ウジング体験をしている間表示することができる。バナーを、グラフィック（図などによ
る）広告、グラフィック＋テキストによる広告、テキストのみの広告、または、類似の種
類の広告とすることができる。バナーは、ユーザーの意図を引き出すためのコンテキスト
をスポンサー提供リンクほど多くは有していない場合がある。ランディングページコンテ
キストなどのデータ、ページ上の配置、及び、過去のユーザー挙動を、提供する広告を選
択するときに考慮に入れることができる。
【０７８０】
　いくつかの実施形態では、プロモーションを、スポンサー提供リンクオークションとは
別個とすることができ、かつ、スポンサー提供リンクに関連する入札がされていないモバ
イルオペレータ（たとえば、携帯電話事業者など）固有のキーワードによって引き起こさ
れる広告とすることができる。
【０７８１】
　いくつかの実施形態では、ビデオ及びオーディオ広告を、リソースファイルの位置への
参照を与えることによって配信することができる。ビデオ／オーディオ広告とのインタラ
クション（相互作用）の追跡を、該広告のインプレッション時、及び／または、該広告と
のインタラクション時にアクセスすることができる１×１ピクセルによって提供すること
ができる。ビデオ及びオーディオ広告の広告スポット及び広告要求は、ビットレート、時
間期間、フォーマット、クリックスルーＵＲＬ、寸法（ビデオのみ）、及び配置（ビデオ
のみであり、プリロール（pre-roll）またはポストロール（post-roll）などの値を含む
）といったパラメータを含むことができるが、これらには限定されない。
【０７８２】
　いくつかの実施形態では、ランディングページを表示することができる。電話呼び出し
の開始は、ユーザーが電話をかけるためにクリックすることができる電話番号と共に、メ
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ッセージ及びオプションの画像を該ユーザーに提示することを含むことができる。ＳＭＳ
ランディングページは、全ての加入（または購読）／価格情報と共に、メッセージ及びＳ
ＭＳショートコードを提示することができる。キャリアのＳＭＳとの統合が存在する場合
には、加入者には、ランディングページからＳＭＳを起動するためのオプションが提供さ
れる。ＳＭＳを送信するための命令とともにメッセージを表示することができる。
【０７８３】
　いくつかの実施形態では、マーケティングメッセージは、タイトル、説明、及び、ユー
ザーに表示されるオプションの画像を含むことができる。
【０７８４】
　いくつかの実施形態では、電子メールキャプチャは、タイトル、説明、及び、エディッ
トボックス（または入力欄）と共に、ユーザーに表示されるオプションの画像を含むこと
ができる。この場合、ユーザーは、広告主による案内を受けるために、このエディットボ
ックスに自身の電子メールアドレスを入力する。電子メールアドレスが収集された後に、
確認ページを表示することができる。
【０７８５】
　いくつかの実施形態では、ローカルリスティング（local listing）ランディングペー
ジは、（典型的には職業用の）電話帳形式のリスティングを提示することができる。これ
は、広告テキスト（文字や文章など）、画像、電話番号、所在地住所（ストリートアドレ
ス）、都市、州（または国）、郵便番号、及び、ユーザーの位置からの距離を含むことが
できる。
【０７８６】
　いくつかの実施形態では、クーポンランディングページをサポートされたタイプとして
追加することができる。クーポンランディングページは、広告主が、既存のマネタイズプ
ラットフォームの能力に基づいて、特売品（または提供品または割引価格。以下同じ）を
設け、その後の、該特売品とのインタラクション（相互作用）及び該特売品の償還を追跡
することを可能にしうる。
【０７８７】
　いくつかの実施形態では、マネタイズプラットフォームのセットアップ及び管理を、オ
ペレータ／パブリッシャー実装プロセスの一部として実行することができる。オペレータ
またはパブリッシャーは、マネタイズプラットフォーム管理コンソールに直接アクセスで
きない場合がある。
【０７８８】
　いくつかの実施形態では、マネタイズプラットフォームのセットアップは、広告スポッ
トのセットアップを含むことができる。ユーザーは、新しい広告スポットを生成すること
、及び、マネタイズプラットフォーム内の既存の広告スポットを変更すること、ができる
。広告スポットの各々は、広告タイプと広告プロバイダーとビジネスルールの独自の組を
含むことができる。該ビジネスルールは、どんなタイプの広告が特定の広告スポットに表
示されるのにふさわしいか、及び、その特定の広告スポットに対する広告を取り出すため
にどの広告プロバイダーを呼び出すことができるかを決定することができる。
【０７８９】
　いくつかの実施形態では、広告スポットのセットアップ画面は、名称（Name）、説明（
Description）、説明（Description）、デフォルト時の広告プロバイダー（Default adpr
ovider）、オフライン（Offline）、成人向けコンテンツ（Adult content）、リスティン
グタイプ（Listing Type）、広告制限（または、広告表示制限：Ad Limit）、または、他
の何らかの特徴などのフィールド／パラメータを含むことができる。名称は、マネタイズ
プラットフォームＡＰＩを介して外部に露わにされる広告スポットの名称とすることがで
きる。それはスペースを含まない場合がある。説明は、特定の広告スポットの説明を含む
ことができる。これは、内部使用に限定されうる。デフォルト時の広告プロバイダーは、
このスポットに対して広告が返される場合に適用可能とすることができる。これを、他に
何の広告も返されない場合の最終的な広告プロバイダーとすることができる。オフライン



(176) JP 2010-531626 A 2010.9.24

10

20

30

40

50

フィールドがチェックされていない場合には、これは、この広告スポットに対するアクテ
ィビティリポート（インプレッション及びクリックスルー）が、インプレッションまたは
クリックスルーが生じたときに、マネタイズプラットフォーム及び広告プロバイダーによ
って処理されることを意味しうる。オフラインフィールドがチェックされている場合には
、これは、パブリッシャーは、ＡＰＩを用いて、マネタイズプラットフォームにインプレ
ッション及びクリックスルーデータを報告する責務があることを意味しうる。これは、広
告が表示されているときにオンラインではない場合があるクライアントアプリケーション
に表示されている広告に適用可能である。成人向けコンテンツのフィールドは、「Allowe
d（許可されている）」、「NotAllowed（許可されていない）」、「Only」のうちの１つ
を含むことができる。「Allowed」は、非成人向け広告に加えて、広告応答の付いた成人
向け広告を返すことができることを示すことができる。「NotAllowed」は、広告応答の付
いた成人向け広告を返すことができないことを示すことができる。「Only」は、広告応答
の付いた成人向け広告だけを返すことを示すことができる。「リスティングタイプ」は、
「プロモーション」、「入札」、または、「mixed（混合）」を含むことができる。典型
的には、これを「入札」に設定することができる。プロモーションまたはmixed（混合）
のリスティングは、有料検索販売促進広告（paid searchpromotional ad）が特定の広告
スポットに返されるときにのみ使用することができる。「広告制限（AdLimit）」は、広
告応答において返される広告の最大数を示すことができる。
【０７９０】
　いくつかの実施形態では、広告プロバイダーとの統合の一部として、種々のパラメータ
を設定して、各要求と共に送ることができる。いくつかのパラメータを、所与のプロバイ
ダーの全ての広告スポットに対して一定とすることができ、及び、いくつかのパラメータ
を、広告スポット毎に（部分的に）変更することができる。マネタイズプラットフォーム
は、選択された広告プロバイダーのパラメータを表示することができ、及び、ユーザーは
、パラメータ及び関連する値を追加することができ、または、既存のパラメータ及び値を
変更（または編集）することができる。パラメータをプロバイダー固有のものとすること
ができ、広告スポットに対する値を、キャンペーン管理チームによって管理することがで
きる。
【０７９１】
　いくつかの実施形態では、新しい広告プロバイダーとの統合を、統合チームによって処
理することができる。広告タイプと広告プロバイダーとのマッピングを、マネタイズプラ
ットフォーム内で処理することができる。新しい広告プロバイダーを、１つの広告スポッ
トまたは複数の広告スポットに加えることができる。
【０７９２】
　本明細書に記載されたマネタイズプラットフォームは、ネットワーク／サイトのティア
ード（tiered）ネットワークとして、広告在庫を定義して該在庫の目録を作る（または、
該在庫を分類整理する）ことを可能にしうる。いくつかの実施形態では、広告在庫を、サ
イト、サイトグループ、セクション、ページ、位置、または、他の何らかの特性によって
定義することができる。
【０７９３】
　マネタイズプラットフォームは、ネットワーク及びサイト定義レベルで構成可能な頻度
上限（frequency capping）の範囲、及び順序付けルール（sequencingrule）を定義する
ことを可能にしうる。いくつかの実施形態では、頻度上限（frequency capping）をセッ
ション毎に定義することができる。ユーザーに示されるべきシーケンスを広告作成者（ま
たは広告作品）に提供することができる。
【０７９４】
　マネタイズプラットフォームは、ネットワーク階層におけるサイトの在庫調べ（または
サイトインベントリ）としてのディレクトリサービスをサポートすることを可能にしうる
。いくつかの実施形態では、マネタイズプラットフォームは、複数の在庫源を（電話など
で）呼び出すことができる。これらの複数の在庫源を、サイトの在庫に含めることができ
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る。
【０７９５】
　マネタイズプラットフォームは、広告ネットワーク、サイト、及び在庫を更新すること
ができる。いくつかの実施形態では、サイト、サイトグループ、セクション、ページ、及
び位置を、広告サーバーインターフェースにおいて変更することができる。広告スポット
を追加することができ、及び、マネタイズプラットフォームにおいて複数の広告プロバイ
ダーから異なる広告タイプを取り出すように該広告スポットを構成することができる。
【０７９６】
　１実施形態では、マネタイズプラットフォームは、すぐに有効になる変更を生じること
ができる。別の実施形態では、この変更を、指定日に有効となるようにすることができる
。いくつかの実施形態では、サイト、サイトグループ、セクション、ページ、及び位置の
追加を直ちに該インターフェースに反映することができる。キャンペーンの更新を、更新
後数分以内に反映することができ、及び、特定の日に有効になるように設定することがで
きる。
【０７９７】
　マネタイズプラットフォームは、システムに固有の広告ターゲティングパラメータ（た
とえば、グラフィックや人口統計学的情報など）を、ユーザーへの販売が簡単になるよう
なやり方でパッケージ化する（またはまとめる）ことができる。１例では、グラフィック
ターゲティングをある会社の部門用にパッケージ化することができる。
【０７９８】
　本明細書に記載されているマネタイズプラットフォームは、システムに固有の広告トラ
フィッキングパラメータ（advertisement trafficking prameter）をパッケージ化する（
またはまとめる）ことができる。広告トラフィッキングパラメータは、全国、地方、一日
の時間帯、キューイング（キューイング）、または、他のタイプのパラメータを含むこと
ができる。このパッケージ化を、ユーザーへの販売が簡単になるようなやり方で行うこと
ができる。たとえば、１群の（１日の）時間帯のパッケージ化を、午前、午後、プライム
タイム（ゴールデンタイム）として、または、他の任意のやり方で行うことができる。い
くつかの実施形態では、任意のキー／値ペアについての予測を生成することができる。標
準的な予測は、サイト、サイトグループ、セクション、ページ、及び位置を含むことがで
きる。任意の他のパラメータについて、キー／値ペアを送って在庫報告に含まれるように
することができる。
【０７９９】
　本明細書に記載されているマネタイズプラットフォームは、ユーザープロフィール基準
を設定することを可能にしうる。ユーザープロフィール基準のいくつかの実施形態は、ユ
ーザーの同一性、公表された及び／または推測された人口統計学的情報、嗜好、訪問され
たサイト、使用されたコンテンツ、または、本明細書に記載されている他の任意のタイプ
の基準を含むことができる。いくつかの実施形態では、インクルージョン（inclusion）
のために、プロフィール自体、基準、及び閾値を変更可能である。いくつかの実施形態で
は、ネットワークの要件、該ネットワークからのプロフィール基準の採取、他のシステム
とのインターフェースに基づいて、または、任意の他の理由により、何らかのカスタム開
発が必要になる場合がある。
【０８００】
　本明細書に記載されているマネタイズプラットフォームは、ユーザープロフィール基準
を維持すること、及び更新することを可能にしうる。いくつかの実施形態では、ユーザー
プロフィール基準を自動的に更新することができる。いくつかの実施形態では、この自動
更新を、たとえば、検索ストリームブラウズアクティビティや、広告インタラクションや
、広告要求と共に渡された強化されたデータによって、または、他の任意のオンライン方
法によって、オンラインで行うことができる。いくつかの実施形態では、自動更新をオフ
ラインで行うことができる。オフライン更新の例には、プロフィールデータをプロフィー
ル管理プラットフォームへとオフライン方式でロードすることを含めることができる。
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【０８０１】
　本明細書に記載されているマネタイズプラットフォームは、広告提供基準を入力するこ
とを可能にしうる。いくつかの実施形態では、広告提供基準を広告要求と共に渡すことが
でき、及び、特定のキャンペーンを配信するための基準を広告サーバー内に設定すること
ができる。
【０８０２】
　本明細書に記載されているマネタイズプラットフォームは、広告提供基準をパッケージ
化する（または、まとめる）ことを可能にしうる。いくつかの実施形態では、キャンペー
ンターゲティングの任意の表現を、キー／値ペアの組み合わせを用いて、キャンペーン内
に設定することができる。
【０８０３】
　本明細書に記載されているマネタイズプラットフォームは、価格設定基準（または、価
格基準。以下同じ）を入力することを可能にしうる。いくつかの実施形態では、価格設定
基準を、他の要件の中でも特に、ＩＡＢやＮＡＢやＭＭＡやＣＡＢ、または、ＣＰＣやＣ
ＰＭなどの標準、または、他の任意の標準、または、ネットワーク価格設定要件にしたが
うものとすることができる。いくつかの実施形態では、ＣＰＭ、ＣＰＣ、ＣＰＡ、及び、
均一料金（スポンサーシップ）モデルを、主要な広告提供のためにサポートすることがで
きる。
【０８０４】
　本明細書に記載されているマネタイズプラットフォームは、他の要件の中でも特に、Ｉ
ＡＢやＮＡＢやＭＭＡやＣＡＢ、または、ＣＰＣやＣＰＭなどの標準、または、他の任意
の標準、または、ネットワーク価格設定要件にしたがって、価格設定基準をパッケージ化
する（または、まとめる）ことを可能にしうる。いくつかの実施形態では、上述の価格設
定モデルをキャンペーン内で組み合わせることができ、または、複数のキャンペーンを、
様々な価格設定基準に対応するように設定することができる。
【０８０５】
　本明細書に記載されているマネタイズプラットフォームは、将来のキャンペーン時に呼
び出すためにキャンペーンデータを格納することを可能にしうる。いくつかの実施形態で
は、報告システムを通じてキャンペーンデータにアクセスすることができる。
【０８０６】
　本明細書に記載されているマネタイズプラットフォームは、将来のキャンペーン時に呼
び出すためにハードコードされた広告を格納することを可能にしうる。いくつかの実施形
態では、既存のキャンペーン及び広告作品（creative）をコピーして、将来のキャンペー
ンのために使用することができる。
【０８０７】
　本明細書に記載されているマネタイズプラットフォームは、広告掲載申込み（insertio
n order）を入力する前に、サイロ化された（またはサイロに格納されている）キャンペ
ーンのために在庫を予約（または確保）しておくことを可能にしうる。いくつかの実施形
態では、ＩＯ入力の前に在庫を確保しておくために、広告サーバー内のキャンペーンを「
予約された」状態に設定することができる。
【０８０８】
　本明細書に記載されているマネタイズプラットフォームは、広告掲載申込み（insertio
n order）を入力する前に、マルチスクリーンキャンペーン（multiplescreen campaign）
用の在庫を予約しておくことを可能にしうる。いくつかの実施形態では、複数のサイトま
たはサイトグループをターゲットとするキャンペーンのために在庫を予約することができ
る。
【０８０９】
　本明細書に記載されているマネタイズプラットフォームは、以前予約された在庫を先取
りすることを可能にしうる。いくつかの実施形態では、優先順位、広告主、または、他の
任意の基準に基づいて、先取りを行うことができる。
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【０８１０】
　本明細書に記載されているマネタイズプラットフォームは、全体の収入を予測すること
を可能にしうる。いくつかの実施形態では、この予測を、格付け（または評価：rating）
、ＣＰＭ、ＣＰＡ、クリック・ツー・コール（click-to-call）、リーチ・アンド・フリ
ークエンシー（reach and frequency）、実行の継続時間などの基準、または、他の何ら
かのタイプの基準に基づいてキャンペーンによって実行することができる。いくつかの実
施形態では、キャンペーングループは、キャンペーン選択基準に基づいて収入予測を可能
にしうる。
【０８１１】
　本明細書に記載されているマネタイズプラットフォームは、サイロ間またはサイロ内全
体の収入を予測することを可能にしうる。この予測を、格付け（または評価：rating）、
ＣＰＭ、ＣＰＡ、クリック・ツー・コール（click-to-call）、リーチ・アンド・フリー
クエンシー（reach and frequency）、実行の継続時間などの基準、または、他の何らか
のタイプの基準に基づくものとすることができる。いくつかの実施形態では、キャンペー
ングループは、キャンペーン選択基準に基づいて、全体としての収入予測、または、サイ
トターゲットサイロ内における収入予測を可能にしうる。
【０８１２】
　本明細書に記載されているマネタイズプラットフォームは、ＲＦＰ応答のために、ティ
アード（tiered）ネットワークのサイロ間またはサイロ内全体の在庫を予測することを可
能にしうる。これらは、広告のタイプ、フライティング（flighting：間欠型）、位置（
サイト選択）、パッケージ、広告のサイズ、または、他の何らかの基準を含むことができ
る。いくつかの実施形態では、キャンペーングループは、キャンペーン選択基準に基づい
て、全体としての収入予測、または、サイトターゲットサイロ内における収入予測を可能
にしうる。
【０８１３】
　本明細書に記載されているマネタイズプラットフォームは、マーケティング、提案（ま
たは企画）、及びＲＦＰ応答のために、利用可能な視聴者特性を識別することを可能にし
うる。視聴者特性の実施形態には、特定の人口統計学的情報（年齢、性別、収入、職業、
または、他の任意の人口統計学的情報を含む）、チャンネル、利益団体、関連性、製品購
入挙動、製品使用、メディア使用、または、他の何らかのタイプの視聴者特性を含むこと
ができる。いくつかの実施形態では、これらの基準を、キー／値のペアとして渡すことが
できる。
【０８１４】
　本明細書に記載されているマネタイズプラットフォームは、販売信用（sales credit）
をサポートすることを可能にしうる。いくつかの実施形態では、キャンペーンを、キャン
ペーングループの特性を用いて販売員によってグループ分けすることができる。
【０８１５】
　本明細書に記載されているマネタイズプラットフォームは、販売の試運転（または販売
の委任：sales commissioning）をサポートすることを可能にしうる。いくつかの実施形
態では、販売員（または販売代理店）及び売上手数料（または歩合）を各キャンペーンご
とに入力することができる。
【０８１６】
　本明細書に記載されているマネタイズプラットフォームは、全てのスクリーンにわたっ
てダッシュボードビュー(dashboard view)を提供することを可能にしうる。いくつかの実
施形態では、全てのスクリーンにわたる性能（または実績）を概観できるようにするため
に、サマリ（summary：要約）／ダッシュボードビューを、サイト、サイトグループ、及
びセクション全体に提供することができる。
【０８１７】
　本明細書に記載されているマネタイズプラットフォームは、キャンペーンが目的に適合
していないときには、電子メール、ダッシュボード、または、他の何らかのタイプの媒体
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を通じて、販売に警告を出すことを可能にしうる。いくつかの実施形態では、キャンペー
ンに対して通知を送ることができる。これらの通知は、キャンペーンの開始、キャンペー
ンの終了、日毎の超過配送、日毎の過少配送、有効期間における超過配送（lifetime ove
r-delivery）、有効期間における過少配送（lifetimeunder-delivery）、週毎／月毎のキ
ャンペーン報告、キャンペーン報告の終了、または、他の何らかのタイプの通知、を含む
ことができる。
【０８１８】
　本明細書に記載されているマネタイズプラットフォームは、ライフサイクルにおける売
上計算書（またはアカウント・セール）を管理するためにＣＲＭシステムと統合すること
を可能にしうる。いくつかの実施形態では、売上計算書の管理（または販売管理）のため
に、フレキシブルなＡＰＩを用いて、ＣＲＭシステムと統合することができる。
【０８１９】
　本明細書に記載されているマネタイズプラットフォームは、システムに新しいターゲテ
ィング基準を追加することを可能にしうる。いくつかの実施形態では、ターゲティングパ
ラメータを、いつでも追加することができ、及び、マネタイズプラットフォームに送るこ
とができる。これらのパラメータをプロフィール管理プラットフォームに送って、該プラ
ットフォームによって処理することができ、次に、広告サーバーに送ることができる。キ
ー名またはキー値ターゲティングのフレキシブルな性質により、新しい基準を、プロフィ
ールに渡すこと、または、プロフィールに追加することができ、及び、キャンペーンが新
しいキー名／値ペアを対象としているときに、適切な広告を返すことができる。これらの
新しい基準を、在庫予測に追加することもできる。
【０８２０】
　本明細書に記載されているマネタイズプラットフォームは、パブリッシャーによって定
義されたターゲティング基準に照準を合わせることを可能にしうる。いくつかの実施形態
では、キー名／値ペアをパブリッシャーによって渡すことができ、それらのキー名／値を
対象とするキャンペーンを、それらが適合するときに返すことができる。
【０８２１】
　本明細書に記載されているマネタイズプラットフォームは、他のプラットフォーム上の
他の広告提供ベンダーとインターフェース（または接続）することを可能にしうる。
【０８２２】
　本明細書に記載されているマネタイズプラットフォームは、広範囲にわたる時間帯パラ
メータを用いたターゲティングを可能にしうる。対象とすることができる時間帯パラメー
タの実施形態は、時刻、曜日、時間帯、または、他の何らかのパラメータを含むことがで
きる。
【０８２３】
　本明細書に記載されているマネタイズプラットフォームは、広範囲にわたる人口統計学
的プロフィールを用いたターゲティングを可能にしうる。人口統計学的プロフィールの例
は、年齢、性別、収入、または、本明細書に記載されている他の何らかのタイプのパラメ
ータを含むことができる。いくつかの実施形態では、これらの基準を互いに組み合わせる
ことができ、または、他のターゲティング基準及び値の範囲をターゲットとすることがで
きる。
【０８２４】
　本明細書に記載されているマネタイズプラットフォームは、広範囲にわたる心理学的プ
ロフィールを用いたターゲティングを可能にしうる。心理学的プロフィールの例はＰＲＩ
ＳＭを含むことができる。いくつかの実施形態では、心理学的ターゲティングを、検索、
ブラウジング（ウェブページなどの閲覧）、コンテキスト、広告インタラクションデータ
、または、他の何らかのタイプの技術を用いて実行することができる。
【０８２５】
　本明細書に記載されているマネタイズプラットフォームは、広範囲にわたる地理的プロ
フィールを用いたターゲティングを可能にしうる。地理的プロフィールの例は、大陸、国
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、州、都市、郵便番号、三角測量、ＤＭＡ、地域、電話国番号（または電話コード）、ま
たは、他の何らかのタイプの地理的パラメータを含むことができる。いくつかの実施形態
では、地理的ターゲティングは、広告プロバイダーに依存しうる。
【０８２６】
　本明細書に記載されているマネタイズプラットフォームは、広範囲にわたるテクノグラ
フィック（techno-graphic）パラメータを用いたターゲティングを可能にしうる。テクノ
グラフィックパラメータの例は、ＩＰアドレス、ブラウザ、装置タイプ（またはデバイス
タイプ）、または、他の何らかのタイプのパラメータを含むことができる。いくつかの実
施形態では、マネタイズプラットフォームは、装置（またはデバイス）を検出して分類す
ることができる。いくつかの実施形態では、送受話器のメーカー（またはブランド）、モ
デル（型）、及び、送受話器の能力を決定することができる。適切な広告フォーマットを
、送受話器の能力に基づいて選択することができる。さらに、送受話器のメーカー、モデ
ル、及び、特定の送受話器の能力をターゲットとすることができる。いくつかの実施形態
では、オンライン広告提供のために、ＩＰアドレス、ブラウザ、ＯＳ、ドメイン、帯域幅
、または、他の何らかのタイプのネットワークパラメータをターゲットとすることができ
る。
【０８２７】
　本明細書に記載されているマネタイズプラットフォームは、高度なキーワード検索、ま
たは、キーワード－値ペアアルゴリズムを用いたターゲティングを可能にしうる。いくつ
かの実施形態では、マネタイズプラットフォームは、キーワードまたはキー値ペアを任意
の広告プロバイダーに送ることができる。これらのキーワードまたはキー値ターゲティン
グメカニズムを、パブリッシャーにより起動されるもの（広告要求に含められる）とする
ことができ、または、マネタイズプラットフォーム内部にあるものとすることができる。
いくつかの実施形態では、有料検索システムに渡された任意のキーワードについて、キー
ワード、マッチタイプ（match type）、及び、ターゲティング基準に基づく関連広告の組
を返すことができる。いくつかの実施形態では、任意のキーワードまたはキー名／値ター
ゲティングをキャンペーンに使用できる。複雑なターゲティングのために、いくつかの表
現を用いてキー名／値ペアを組み合わせることができる。
【０８２８】
　本明細書に記載されているマネタイズプラットフォームは、高度なコンテキスト関連性
アルゴリズムを用いたターゲティングを可能にしうる。いくつかの実施形態では、エント
リー抽出を、クロールされかつ訪問されたページについて実行して、ページを分類するこ
とができ、及び、コンテキストターゲティングを可能にすることができる。
【０８２９】
　本明細書に記載されているマネタイズプラットフォームは、高度な挙動関連性アルゴリ
ズムを用いたターゲティングを可能にしうる。いくつかの実施形態では、プロフィール管
理プラットフォームは、検索挙動、ブラウジング挙動、広告アクティビティ及びユーザー
データの組み合わせを用いて、挙動プロフィール（または行動プロフィール）を生成する
ことができる。ユーザーを適切なセグメントに分類することができ、キーワードをプロフ
ィール内に格納することができる。
【０８３０】
　本明細書に記載されているマネタイズプラットフォームは、定義されたコンテンツに基
づいて、広告をチャンネルまたはプログラムにターゲティングすることを可能にしうる。
いくつかの実施形態では、マネタイズプラットフォーム広告スポットを、特定のチャンネ
ルまたはプログラムに対応するように設定することができる。次に、この情報を、適切な
広告プロバイダーに送ることができる。いくつかの実施形態では、チャンネルまたはプロ
グラムを、システム内のページに作成（または該ページにする）ことによって、または、
適切なターゲティングパラメータを渡すことによって、該チャンネルまたはプログラムを
目標（ターゲット）とすることができる。
【０８３１】
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　本明細書に記載されているマネタイズプラットフォームは、ＴＯＤＡベースの技術また
はＧＰＳベースの技術を用いて、ユーザーの位置（ＬＢＳ）に基づいて、ターゲティング
することを可能にしうる。いくつかの実施形態では、位置パラメータを、マネタイズプラ
ットフォームに送ることができ、この場合、該プラットフォームは、地理的ターゲティン
グのために、それらのパラメータを広告プロバイダーに送ることができる。
【０８３２】
　本明細書に記載されているマネタイズプラットフォームは、モバイル装置のターゲティ
ング、及び、創造性に富んだ抽象化または変換（または解釈）の完全な在庫（目録）をサ
ポートすることを可能にしうる。いくつかの実施形態では、適切なターゲティングパラメ
ータを広告サーバーに送って、適正なクリエイティブサイズ（または制作する広告サイズ
）を選択することができる。さらに、送受話器（ハンドセット）のメーカー及びモデルに
関する情報をターゲティングパラメータとして渡して、送受話器のメーカー及びモデルの
予測及びターゲティングを可能にすることができる。
【０８３３】
　本明細書に記載されているマネタイズプラットフォームは、外部の関連性エンジンとイ
ンターフェース（または接続）して広告ターゲティングを容易にすることを可能にしうる
。
【０８３４】
　本明細書に記載されているマネタイズプラットフォームは、第三者のターゲティングシ
ステムとインターフェース（または接続）することを可能にしうる。
【０８３５】
　本明細書に記載されているマネタイズプラットフォームは、加入者の嗜好に基づいて、
個人化（personalization。または個別化）すること、及び、広告をターゲットに向ける
ことをサポートすることを可能にしうる。そのような嗜好の例は、情報を登録しまたは要
求するプロセスにおいてユーザーから自発的に提供された嗜好、または、他の任意のタイ
プの嗜好を含むことができる。いくつかの実施形態では、加入者の嗜好を、ユーザープロ
フィールとともにプロフィール管理プラットフォームに格納することができる。この情報
を、ユーザーセグメントを生成するために使用されるルールに追加することができ、また
は、ターゲティングのために使用することができる。
【０８３６】
　本明細書に記載されているマネタイズプラットフォームは、ユーザー属性として、及び
、広告属性として、関心スコア（interest score。または興味スコア）を受け入れること
を可能にすることができ、及び、それらの属性とのマッチングに基づいて広告を配信する
ことができる。関心の例は、スポーツへの関心、音楽ジャンルへの関心、または、他の何
らかのタイプの関心を含むことができる。いくつかの実施形態では、関心スコアを、予測
を生成し、及び、キャンペーンをターゲットに向けるために使用することができるキー値
ペアとして実施することができる。新しい属性を、適切なキー値ペアを追加することによ
って追加することができる。
【０８３７】
　図４９を参照して、本明細書に記載されているマネタイズプラットフォームは、ランダ
ムに生成された識別子、または、「マッチした（または整合した）キーペア」を、定義さ
れたライフサイクル、相関関係、追跡、及び、報告能力とともに用いて、外部の団体（ま
たは第三者）に対して加入者を隠すことを可能にしうる。いくつかの実施形態では、マネ
タイズプラットフォームは、ターゲティングのために、ハッシュ化されたユーザーＩＤを
広告プロバイダーに送ることができる。さらに、ターゲティングを、名前値ペアとしてタ
ーゲティングパラメータを渡すことによって達成することができる。
【０８３８】
　マネタイズプラットフォームは、広告掲載申込み（insertion order）の作成、広告掲
載申込みの更新、テンプレート及び既存のキャンペーン注文書からの注文の作成、を行う
ことができる。広告サーバー契約管理モジュールは、広告掲載申込みの作成及びワークフ
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ローを提供することができる。
【０８３９】
　マネタイズプラットフォームは、広告／キャンペーンをスケジューリング（または計画
）して、全ての産業の広告営業業務（ad sales practice）をサポートすることができる
。キャンペーンを、ＣＰＭ、ＣＰＣ、ＣＰＡ、固定価格、または、これらの組み合わせを
用いて制作することができる。
【０８４０】
　マネタイズプラットフォームは、ネットワーク／サイトにわたって、一定の割り当てま
たはパーセント割り当てで、目的によってキャンペーンの配信に重み付けをすることがで
きる。キャンペーンの重み付け及び優先順位を、キャンペーン毎に設定することができ、
及び、キャンペーンの目的に合うように調整することができる。
【０８４１】
　マネタイズプラットフォームは、キャンペーンレベルで構成可能な、頻度上限（freque
ncy capping）の範囲及び順序付けルール（sequencingrule）をサポートすることができ
る。頻度上限を、セッション、１時間、１日、１週間、一ヶ月、ライフタイムといった時
間期間におけるインプレッションまたはクリックに対して設定することができる。広告の
順序付けを、広告作品（creative。または、広告制作）ごとに設定して、広告が所与のユ
ーザーに提示される順番を決定することができる。
【０８４２】
　マネタイズプラットフォームは、種々の顧客関係管理、広告主バイサイド（advertiser
 buy side）、及び第三者販売システムとインターフェース（または接続）して、広告営
業（ad sales）を容易にし、かつ、キャンペーン掲載申込みの採取を自動化することがで
きる。第三者システムは、キャンペーン及び広告作品（creative。または、広告制作）を
セットアップするため、及び、ＩＯ採取のために広告サーバーＡＰＩに統合することがで
きる。
【０８４３】
　マネタイズプラットフォームは、１つ以上のコンテンツ管理（ＣＭＳ）及び／またはデ
ジタルアセット管理（ＤＡＭ）システムと統合して、トラフィッキング（trafficking）
及びパブリッシングを通じて、コンテンツ制作ワークフロー－採取を自動化することがで
きる。第三者システムは、キャンペーン及び広告作品（または、広告制作）をセットアッ
プするため、及び、ＩＯ採取のために広告サーバーＡＰＩに統合することができる。
【０８４４】
　マネタイズプラットフォームは、ＡＣＭユーザーインターフェース、または、コンテン
ツ管理システムユーザーインターフェースを介して、広告コンテンツをアップロードする
ことができる。広告コンテンツ／広告作品を、広告サーバーインターフェースを介してア
ップロードすることができる。
【０８４５】
　マネタイズプラットフォームは、手動採取またはバルク採取（一括採取または大量採取
）の下で、広告パラメータを自動検出することができる。バルク採取を、広告サーバーＡ
ＰＩを介して利用できるようにすることができる。
【０８４６】
　マネタイズプラットフォームは、手動採取またはバルク採取の下で、（広告サイズ、フ
ォーマットなどのための）メタデータを自動生成することができる。バルク採取を、広告
サーバーＡＰＩを介して利用できるようにすることができる。
【０８４７】
　マネタイズプラットフォームは、ＦＴＰを用いて、広告コンテンツをバルクアップロー
ド（または一括アップロード）することができる。バルク採取を、広告サーバーＡＰＩを
介して利用できるようにすることができる。
【０８４８】
　マネタイズプラットフォームは、デジタルビデオ広告コンテンツをエンコード（または
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符号化）及びトランスコード（または変換）することができる。デジタルビデオのエンコ
ード及びトランスコードを、専門的なサービスとして提供することができる。
【０８４９】
　マネタイズプラットフォームは、広告コンテンツを段階付けて（または編成して）、広
告サーバーに配信することができる。キャンペーンが実況されるように設定されている場
合には、それらのキャンペーンを自動的に段階付けて（または編成して）配信することが
できる。
【０８５０】
　マネタイズプラットフォームは、コンテキストにおける広告コンテンツをプレビューす
る（予め見ておく）ことができる。広告／広告作品のプレビューを広告サーバー内で使用
することができる。
【０８５１】
　マネタイズプラットフォームは、コンテキストにおける広告コンテンツをテストするこ
とができる。有料検索システムは、広告主が該広告主の広告のプレビューを見ることを可
能にしうる。広告サーバーについては、広告のプレビューを見ることができるが、該広告
は、モバイルコンテキストにおいて見ることはできない場合がある。
【０８５２】
　マネタイズプラットフォームは、デジタルビデオ広告コンテンツを段階付けて（または
編成して）、コンテンツ配信ネットワーク（ＣＤＮ）に配信することができる。広告サー
バーは、コンテンツを内蔵機能としてのＣＤＮにプッシュする（または入れる）ことがで
きる。ストリーミングコンテンツについては、該コンテンツをＣＤＮによってホスト（ま
たは管理）すること、及び／または、ＣＤＮにプッシュすることができ、追加のＣＰＭ帯
域幅チャージを適用することができる。
【０８５３】
　マネタイズプラットフォームは、広告のタイプ、視聴者、フライティング（flighting
：間欠型）、位置（ウェブサイト選択）、パッケージ、及び広告のサイズを含む利用可能
な在庫のカタログをリアルタイムで更新することができる。サイト、サイトグループ、セ
クション、ページ、及び位置を、広告サーバーＵＩにおいてリアルタイムで変更すること
、または、エクセルテンプレートを使ってアップロードすることができる。
【０８５４】
　マネタイズプラットフォームは、履歴、季節性（または、季節間格差）などに基づいて
、予測（または計画）された在庫を更新することができる。広告サーバー予測は、履歴、
並びに、予測アルゴリズム及び季節によって異なりうる乗数の選択に基づいて、在庫を予
測することができる。
【０８５５】
　マネタイズプラットフォームは、１年を超えて在庫予測を行うことができる。広告サー
バーは、１年までの在庫予測を提供することができる。
【０８５６】
　マネタイズプラットフォームは、収率を上げるために、新しい／修正された在庫予測に
基づいてインフライト（in-flight）キャンペーンを調整することができる。キャンペー
ンの優先順位またはターゲティングを、修正された在庫予測を見込む（または反映する）
ために変更することができる。
【０８５７】
　マネタイズプラットフォームは、それぞれの購買タイプに在庫を割り当てることができ
る。在庫を、サイト、サイトグループ、セクション、ページ、及び位置によって（または
、これらの各々毎に）割り当てることができる。これらのエンティティを、全国的な購買
タイプ／地方的な購買タイプ／プロモーション購買タイプに使用することができる。
【０８５８】
　マネタイズプラットフォームは、予約段階中に優先順位を設定することができる。いく
つかの実施形態では、マネタイズプラットフォームは、実際の予約段階中に優先順位を設
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定することができる。
【０８５９】
　マネタイズプラットフォームは、（パブリッシャーが定義した閾値に基づいて）いつ、
在庫品に予定以上の申し込みがされたかを識別することができる。これは、予約された在
庫品と利用可能な在庫品についての在庫報告を詳細に記述（または調べる）ことによって
行われることができる。
【０８６０】
　マネタイズプラットフォームは、ＡＤ－ＩＤ（Advertising Digital Identification：
広告デジタル識別）を使用して、アセット（または資産）の識別を標準化することができ
る。広告サーバーは、クライアントが定義したＡＤ－ＩＤを使用可能にすることができる
。
【０８６１】
　マネタイズプラットフォームは、任意のクライアント側またはサーバー側サービス配信
プラットフォームからの広告呼び出し（ad call）を受信することができる。モバイルの
場合の典型的な実施は、サーバー側の配信である。
【０８６２】
マネタイズプラットフォームは、任意のクライアント側またはサーバー側サービス配信プ
ラットフォームに最適な広告呼び出しを提供することができる。マネタイズプラットフォ
ームは、広告要求、ユーザープロフィール、ビジネスルール、及び、他の最適化パラメー
タに基づいて、適正な広告プロバイダーから最良の広告を取り出すことができる。マネタ
イズプラットフォームは、広告要求、ユーザープロフィール、ビジネスルール、及び、他
の最適化パラメータに基づいて、適正な広告プロバイダーから最良の広告を検索すること
ができる。
【０８６３】
　マネタイズプラットフォームは、ターゲティングに基づいて、リアルタイムで配信する
ための最適な広告を決定することができる。ターゲティング基準とキャンペーン優先順位
の組み合わせにより、最良の広告が任意の所与の広告要求に対して返されることを確実に
することができる。複数のキャンペーンが、同じ広告要求に対して広告を返すが、１つの
ＣＰＭがより高い場合には、キャンペーン優先順位は、より優先順位が高い広告を返すこ
とができる。
【０８６４】
　マネタイズプラットフォームは、収入に基づいて、リアルタイムで配信するための最適
な広告を決定することができる。広告サーバーにおいて、ＣＰＭまたはＣＰＭに基づいて
キャンペーンに優先順位を付けることができ、該最適な広告を所与の要求に対して返すこ
とができる。マネタイズプラットフォームは、広告プロバイダー全体について最適化を行
う能力を有することができるが、広告プロバイダーが適切なメタデータを供給することを
必要とする。
【０８６５】
　マネタイズプラットフォームは、フルフィルメント（fulfillment）状態に基づいて、
リアルタイムで配信するための最適な広告を決定することができる。マネタイズプラット
フォームは、第１（または最初）の広告プロバイダーが広告を返さない場合には、追加の
広告プロバイダーを呼び出すことを可能にするフォールバックビジネスルールを有するこ
とができる。
【０８６６】
　マネタイズプラットフォームは、頻度上限（frequency capping）をサポートする広告
提供決定ルールを有することができる。頻度上限を、１セッション毎、１時間毎、１日毎
、１週間毎、１ヶ月毎、ライフタイム毎に定義することができる。広告作品（creative）
に、ユーザーに示される順序を与えることができる。
【０８６７】
　マネタイズプラットフォームは、広告の順番付けをサポートする広告提供決定ルールを
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有することができる。１つのキャンペーンにおいて、広告作品（creative）に、ユーザー
に示される順序を与えることができる。
【０８６８】
　マネタイズプラットフォームは、ｈｔｍｌ、ジャバスクリプト（JavaScript）、ＬＦｒ
ａｍｅ、ＡＪＡＸ、フラッシュ（flash）などからの広告呼出（ad call）を受信し、また
は該広告呼出に応答することができる。マネタイズプラットフォームを、広告要求の送り
元には不可知のものとすることができ、及び、該プラットフォームは、広告要求を送信し
、応答を受信することができる任意のプラットフォームに応答を返すことができる。
【０８６９】
　マネタイズプラットフォームは、対象とされた広告を提供（または配信）する前に、ユ
ーザーが、オプトイン（opt-in）またはオプトアウト（opt-out）したことを認識するこ
とができる。プロフィール管理プラットフォームは、ユーザーのオプトアウト／オプトイ
ン状態を格納することができ、マネタイズプラットフォームは、オプトアウトしたユーザ
ーには広告を返さないようにすることができる。
【０８７０】
　マネタイズプラットフォームは、サービス配信プラットフォームからの広告呼出への応
答として提供される広告の正確で信頼性のある記録をとること（ロギング）を可能にしう
る。マネタイズプラットフォームと広告サーバーの両方が、広告呼出を記録することがで
きる。
【０８７１】
　マネタイズプラットフォームは、（サービス配信プラットフォームから配信成功通知を
受信すると）広告の配信を記録することができる。マネタイズプラットフォームは、テキ
スト広告（text ad）及びオフライン広告の配信を記録することができる。
【０８７２】
　マネタイズプラットフォームは、キーワード検索広告－モバイルを提供する（または、
該キーワード検索広告に対応する）ことができる。マネタイズプラットフォームと強固に
統合された有料検索エンジンは、広告主セルフサービスインターフェース、複数通貨、複
数言語プラットフォーム、及び、キャリア／パブリッシャーのための１組のキーワード／
ドメインブラックリストツールをサポートすることができる。
【０８７３】
　マネタイズプラットフォームは、世論調査、投票、クイズ、賞金レース広告（アプリケ
ーション）－モバイルなどのインタラクティブな広告を提供する（または、該インタラク
ティブな広告に対応する）ことができる。
【０８７４】
　マネタイズプラットフォームは、長尺（または長い形式）のビデオ広告をいくつかのプ
ラットフォーム－モバイルに提供することができる（または、マネタイズプラットフォー
ムは、該プラットフォーム－モバイルへの長い形式のビデオ広告に対応することができる
）。該広告を、ユーザーがクリックする（これによって、ランディングページに入ったり
出たりする）、モバイル上の提供された広告とすることができる。これは、独立型の広告
、プレロール広告（pre-roll ad）、ポストロール広告（post-roll ad）、ミッドロール
広告（mid-roll ad）として使用できるビデオ資産への参照を渡す能力をサポートするこ
とができる。
【０８７５】
　マネタイズプラットフォームは、全てのプラットフォームに分類された広告を提供する
ことができる。テキスト広告を、広告サーバーにおいて、または、特別な広告プロバイダ
ーによってホストする（または管理する）ことができ、マネタイズプラットフォームは、
この分類された広告を提供することができる。
【０８７６】
　マネタイズプラットフォームは、リッチメディア（たとえば、アイブラスター（Eyebla
ster））広告をいくつかのプラットフォーム－モバイルに提供することができる。マネタ
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イズプラットフォームは、ジャバスクリプト（JavaScript）やフラッシュ（Flash）など
のリッチメディア広告能力をサポートすることができる。
【０８７７】
　マネタイズプラットフォームは、「広告ゲーム」（アプリケーション）－モバイルを提
供する（またはそれに対応する）ことができる。マネタイズプラットフォームは、契約さ
れたカスタムメイドのスポンサー提供ゲームを提供することができる。マネタイズプラッ
トフォームは、また、ゲームプロバイダー（ゲーム提供業者）が適切な広告要求を行うゲ
ーム中に広告を提供することもできる。
【０８７８】
　マネタイズプラットフォームは、バナー広告（グラフィックス）－モバイルを提供する
ことができる。
【０８７９】
　マネタイズプラットフォームは、ストリーミングビデオ－モバイル用のブックエンド広
告（bookend ads）を提供することができる。
【０８８０】
　マネタイズプラットフォームは、ストリーミングビデオ－モバイル用のインストリーム
ビデオ広告（in-stream video ad）を提供することができる。
【０８８１】
　マネタイズプラットフォームは、ポッドキャストアド（Podcast Ad）－モバイルを提供
することができる。
【０８８２】
　マネタイズプラットフォームは、すきま広告（またはインタースティシャル広告）－モ
バイル、バイラルアド(viral ad)－モバイル、電子メールによるダイレクトマーケティン
グキャンペーン－モバイル、ブログ及び／またはソーシャルネットワーク－モバイル、ス
ポンサーシップ－モバイルなどを提供することができる。それは、広告要求に基づいてモ
バイル広告を提供することができる。追加のバイラル機能は、第三者（サードパーティ）
によって実施される必要があろう。モバイル上のブログまたはソーシャルネットワーク中
への広告の提供は、モバイルウェブページ中へのバナーの提供を実施するのと同じやり方
で実施される。ウェブサイト、セクション、または、ページのスポンサーシップをサポー
トすることができる。
【０８８３】
　マネタイズプラットフォームは、１つ以上の外部の広告ストア（ad store。または広告
格納装置）またはコンテンツ配信ネットワークシステムと統合することができる。広告作
品（creatives）を外部広告サーバーまたは広告ストアから取り出すことができ、外部の
広告作品を広告作品定義中に配置することができる。
【０８８４】
　マネタイズプラットフォームは、内部の広告ストアまたはコンテンツ配信コンポーネン
トを提供することができる。画像及び他のコンポーネントファイル（たとえば、ＸＨＴＭ
Ｌ）をアップロードしてサーバーによって保存することができる。
【０８８５】
　マネタイズプラットフォームは、種々のモバイルまたは配信インフラと統合して、広告
配信を容易にすることができる。
【０８８６】
　マネタイズプラットフォームは、広告トリガを受信して、クライアント側またはサーバ
ー側の任意のサーバー配信プラットフォームから広告呼出（ad call）を発行することが
できる。
【０８８７】
　マネタイズプラットフォームは、一部分だけが閲覧された広告を追跡することができる
。マネタイズプラットフォームＡＰＩは、広告アクティビティ及び継続時間を通知するこ
とを可能にすることができるサーバー－サーバーＡＰＩサービスを含むことができる。
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【０８８８】
　マネタイズプラットフォームは、全部が閲覧された広告を追跡することができる。画像
については、広告サーバーは、画像の配信を追跡することができる。他の広告タイプ（ビ
デオ、オーディオ）については、マネタイズプラットフォームは、インプレッションが完
了したときに信号を送るサーバー－サーバーＡＰＩコールをサポートする。
【０８８９】
　マネタイズプラットフォームは、コンバージョン及び直接応答行為を追跡することがで
きる。
【０８９０】
　マネタイズプラットフォームは、多くの（または価値のある）ユーザープロフィール（
たとえば、ユーザーＩＤ、公表された人口統計学的情報、嗜好、訪問したサイト、使用し
たコンテンツなど）を広告サーバーに配信することができる。
【０８９１】
　マネタイズプラットフォームは、一般的な多くの（または価値のある）ユーザープロフ
ィール（たとえば、ユーザーＩＤ、公表された人口統計学的情報、嗜好、訪問したサイト
、使用したコンテンツなど）を広告サーバーに配信することができる。
【０８９２】
　マネタイズプラットフォームは、全てのスクリーンにわたって、単一の識別／プロフィ
ールを連合させることができる。同じＩＤが複数のスクリーンにわたるマネタイズプラッ
トフォームに渡されると、全てのプロフィール情報を連合させることができる。
【０８９３】
　マネタイズプラットフォームは、全てのタイプのポータル広告（たとえば、インタラク
ティブな広告、長尺（または長い形式）のビデオ、ポッドキャスト、リッチメディア、イ
ンスタントメッセージなど）に対する広告呼出を広告サーバーに発行することができる。
マネタイズプラットフォームは、サポートされている広告について広告サーバーに呼び出
しを行うことができる。
【０８９４】
　マネタイズプラットフォームは、サービス配信ネットワーク内から、及び、該サービス
配信ネットワークの外部から広告資産を取り出すことができる。
【０８９５】
　マネタイズプラットフォームは、ユーザーがストリーミングビデオコンテンツと相互作
用（たとえば、開始／停止／巻き戻し／転送／ポーズ　スキップの取消）しているときに
広告呼出を発行することができる。この相互作用は、ストリーミングビデオコンテンツプ
ラットフォームで利用可能とされている機能に依存する。
【０８９６】
　マネタイズプラットフォームは、挙動関連性を収集し、広告呼出に入れて送ることがで
き、及び、コンテキスト関連性を収集し、広告呼出に入れて送ることができ、及び、直接
応答トランザクション及びログ（記録）の開始／終了を容易にすることができる。挙動関
連性を、マネタイズプラットフォームによってプロフィール管理プラットフォームから取
り出すことができ、キー名／値ペアに入れて広告サーバー及び他の広告プロバイダーに渡
すことができる。プロフィール管理プラットフォームによって保存されたコンテキストデ
ータを、キー名／値ペアとして広告呼出に入れて送ることができる。
【０８９７】
　マネタイズプラットフォームは、キーワード検索クエリー結果を広告呼出に入れて送る
ことができる。キーワード検索広告を、マネタイズプラットフォームによって有料検索エ
ンジンから取り出すことができる。応答は、適切にターゲットに向けられた有料検索テキ
スト広告を含むことができる。キーワードターゲットバナーまたは他の広告を返すために
、キーワードを、広告サーバーまたは広告ネットワークに送ることもできる。
【０８９８】
　マネタイズプラットフォームは、位置／ＧＩＳ情報を広告呼出に入れて送ることができ
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る。位置パラメータを、マネタイズプラットフォームＡＰＩに含めることができ、及びタ
ーゲティングのために広告プロバイダーに送ることができる。
【０８９９】
　マネタイズプラットフォームは、クリック・ツー・コール（click-to-call）広告とす
ることができる。それは、クリック・ツー・コール（click-to-call）ランディングペー
ジをサポートすることができる。
【０９００】
　マネタイズプラットフォームは、クリック・トゥー・バイ（Click-To-Buy ）広告を提
供することができる。ユーザーを、該ユーザーが購入をすることができるポータル上のま
たはポータル外の製品詳細ページに案内する（移動させる）ことができる。
【０９０１】
　マネタイズプラットフォームは、ユーザーを、アプリケーションの購入ページまたはダ
ウンロードページに案内するクリック・ツー・アプリケーション（click-to-application
）広告を提供することができる。
【０９０２】
　マネタイズプラットフォームは、１つ以上の外部広告配信システム、または、広告キャ
ンペーン管理システムと統合することができる。マネタイズプラットフォームは、複数の
広告プラットフォームに接続することができる。
【０９０３】
　マネタイズプラットフォームは、拡張された広告メタデータフィールドを、データ駆動
型インターフェースを介して追加することができる。広告サーバー内で、リッチメディア
広告テンプレートを用いて、広告用の任意のマークアップ（markup）を提供することがで
きる。
【０９０４】
　マネタイズプラットフォームは、各ページ閲覧（または各ページビュー）時のタイプス
タンプと共に、特定のユーザーによって閲覧された最後のページのリストを返すことがで
きる。マネタイズプラットフォームは、広告要求とユーザーＩＤを、他の要求情報と共に
記録することができる。この情報を取り出すためのユーザーインターフェースの実装を、
特注作業とすることができる。
【０９０５】
　マネタイズプラットフォームは、インスタントメッセージ、ＳＭＳ、ＭＭＳ広告をモバ
イルプラットフォームに提供することができる。
【０９０６】
　マネタイズプラットフォームは、ワイヤレスポータル（wireless portal）のスタート
ページ上のシステムワイド広告（systemwide ad）をモバイルプラットフォームに提供す
ることができる。
【０９０７】
　マネタイズプラットフォームは、スポンサーシップ、ＣＰＭ、ＣＰＣ、ＣＰＡ、及び、
これらを混合したもの全体に対して、キャンペーンの目的を最も効果的に達成する広告を
提供することができる。広告サーバー内で、広告は、それらのターゲティング基準及び優
先順位に基づいて提供される。収率マネージャを用いて、ｅＣＰＭを最適化することがで
きる。広告サーバーは、ターゲティング及び優先順位が与えられると、要求に対する最良
の広告を選択することができる。
【０９０８】
　マネタイズプラットフォームは、スポンサーシップ、ＣＰＭ、ＣＰＣ、ＣＰＡ、及び、
これらを混合したもの全体について、キャンペーンの収入の最適化を提供することができ
る。マネタイズプラットフォームは、広告プロバイダー全体についてｅＣＰＭを調べて、
所与の要求に対する最良の広告プロバイダーを選択することができる。
【０９０９】
　マネタイズプラットフォームは、キャンペーンの状態（たとえば、キャンペーンの有効
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期限が切れていることや、キャンペーンが予定より遅れていること）を監視することがで
きる。広告サーバーは、キャンペーンの開始、終了、並びに、毎日のまたはライフタイム
における超過／過小配信についてのキャンペーン通知を配信する能力を有することができ
る。
【０９１０】
　マネタイズプラットフォームは、複数のスクリーン全体に、キャンペーンの目的物（た
とえば、スケジューリング、フライティング、目標、重み付けなど）を再割り当てして、
リアルタイムで有効にすることによって、キャンペーンの実績達成を最適化することがで
きる。マネタイズプラットフォームは、キャンペーンの目的物（たとえば、スケジューリ
ング、フライティング、目標、重み付けなど）を再割り当てすることによって、収益達成
を最適化することができる。優先順位を種々のＣＰＭ範囲に割り当てることに少なくとも
部分的に基づいて、キャンペーンの優先度を収益最適化のために用いることができる。こ
の場合、より高い収益を生成する広告が優先権をうることになる。
【０９１１】
　マネタイズプラットフォームは、在庫予測を変更することに基づいてキャンペーンを調
整することができる。変更された在庫予測に対応するために、インプレッションやクリッ
クの回数、ターゲティング、または、キャンペーンを出す日（flight date）を簡単に変
更することができる。
【０９１２】
　マネタイズプラットフォームは、キャンペーンファネル（campaign funnel）を変更す
ることに基づいて、キャンペーンを調整することができる。キャンペーン情報を、キャン
ペーンの実行中いつでも変更することができる。
【０９１３】
　マネタイズプラットフォームは、新しい在庫（品目）／修正された在庫（品目）に基づ
いて、インフライト（in-flight）キャンペーンを調整することができる。変更された在
庫予測に対応するために、インプレッションやクリックの回数、ターゲティング、または
、キャンペーンを出す日（flight date）を簡単に変更することができる。
【０９１４】
　マネタイズプラットフォームは、広告配信を契約条件（または契約期間。以下同じ）に
合致させることができる。キャンペーン報告は、広告配信が契約条件に合致していること
を検証することができる。
【０９１５】
　マネタイズプラットフォームは、契約条件毎に請求書（または送り状）を作成すること
ができる。
【０９１６】
　マネタイズプラットフォームは、契約条件毎に統合された請求書を作成することができ
る。請求書報告は、関連するキャンペーンに対して入力された契約条件に基づくものとす
ることができる。
【０９１７】
　マネタイズプラットフォームは、キャンペーン用の最終の請求書だけでなく、種類別に
定期的な請求書（たとえば、月末毎の請求項）を作成することができる。請求書報告を、
定義された日付範囲について作成することができる。
【０９１８】
　マネタイズプラットフォームは、キャンペーン用の最終の請求書だけでなく、種類別に
定期的な統合された請求書（たとえば、月末毎の請求項）を作成することができる。
【０９１９】
　マネタイズプラットフォームは、コンバージョンに基づいて、割増金を請求することが
できる。
【０９２０】
　マネタイズプラットフォームは、広告主、代理店、または、第三者料金請求代理店に紙
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の請求書を送ることができる。請求書報告をプリントアウトして、第三者に配布すること
ができる。
【０９２１】
　マネタイズプラットフォームは、広告主、代理店、または、第三者料金請求代理店に電
子請求書を送ることができる。エクスポートされた請求書報告を電子的に配布することが
できる。
【０９２２】
　マネタイズプラットフォームは、キャンペーンの過小配信に対しては補償／与信（また
はクレジット）を与え、キャンペーンの超過配信に対してはボーナスを与えることができ
る。追加の補償インプレッションまたはクリックを、キャンペーンの実施中に該キャンペ
ーンに追加することができる。
【０９２３】
　マネタイズプラットフォームは、請求書に記載されているか、または記載されていない
補償与信（または補償クレジット）を選択することができる。
【０９２４】
　マネタイズプラットフォームは、請求書に記載されているか、または記載されていない
ボーナスを選択することができる。
【０９２５】
　マネタイズプラットフォームは、収入を帳簿に記入するために財務管理システムにイン
ターフェース（接続して機能）することができる。これは、広告サーバー報告ＡＰＩを介
して使用できる。
【０９２６】
　マネタイズプラットフォームは、売掛金（または未収入金）を管理するために財務管理
システムにインターフェース（接続して機能）することができる。これは、広告サーバー
報告ＡＰＩを介して使用できる。
【０９２７】
　マネタイズプラットフォームは、業界標準のフォーマットで報告を作成することができ
る。報告を、ＸＭＬ、エクセル（Excel）、及び、区切り形式（delimited format）で作
成することができる。
【０９２８】
　マネタイズプラットフォームは、（収入や使用状況が）記帳されたまたは記帳されてい
ない在庫報告を作成することができる。広告サーバー在庫報告は、記帳された在庫（品目
）及び記帳されていない在庫（品目）を含むことができる。
【０９２９】
　マネタイズプラットフォームは、過去のキャンペーンの報告及び分析を保存することが
できる。過去の報告は、２４ヶ月前までの分について広告サーバー内で利用することがで
きる。
【０９３０】
　マネタイズプラットフォームは、過去のキャンペーンの報告及び分析にアクセスできる
ようにする。外部のユーザーが報告を利用できるようにすることができ、ユーザーだけが
該当する（または適切な）データにアクセスできるようにきめ細かなアクセス権を付与す
ることができる。
【０９３１】
　マネタイズプラットフォームは、キャンペーン、顧客、ロールアップ毎に、収益及び収
率性能分析（ビジネスインテリジェンス：business intelligence）を行うことができる
。アカウント、広告主、代理店、キャンペーン、サイト、サイトグループ、セクション、
ページ及び位置毎の収益報告を利用可能である。
【０９３２】
　マネタイズプラットフォームは、カスタムレポートを作成することができる。カスタム
レポートを、特定のキャンペーンデータ及び注文を含むように、及び、ユーザー定義の期
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間ロールアップ（time period roll up）を含むように定義することができる。さらに、
大部分の考え得るデータの組み合わせ及びグルーピングを有する、何百もの利用可能な標
準配信、収益、及び予測報告がある。
【０９３３】
　マネタイズプラットフォームは、臨時の（または特別な）報告を作成することができる
。ユーザーは、アカウント、広告主、代理店、キャンペーン、キャンペーングループ、サ
イト、サイトグループ、セクション、ページ、キーワードに関する特別な報告を起動する
ためにログインすることができる。ユーザーだけが該当する（または適切な）データにア
クセスできるようにアクセスコントロールを設けることができる。
【０９３４】
　マネタイズプラットフォームは報告をスケジューリングすることができる。広告サーバ
ーは、毎週、毎月、キャンペーンの開始時に、及び、キャンペーンの終了時にキャンペー
ン報告を配信することができ、並びに、毎日のまたはライフタイムにおける超過／過少配
信に関するキャンペーン報告を配信することができる。
【０９３５】
　マネタイズプラットフォームは、電子メール、ＦＴＰを使って報告を配信することがで
きる。報告は、電子メールによって配信されることができる。他の報告配信を特別のやり
方で行うことができる。
【０９３６】
　マネタイズプラットフォームは、キャンペーンが目的に適合していないか、または、過
度の売り込みの問題を生じたときには警告を生成することができる。広告サーバーは、キ
ャンペーンの開始、キャンペーンの終了、及び、毎日のまたはライフタイムにおける超過
／過少配信についてのキャンペーン警告を配信する能力を有することができる。
【０９３７】
　マネタイズプラットフォームは、キャンペーンが目的に適合していないか、または、過
度の売り込みの問題を生じた場合には、（たとえば、電子メール、ダッシュボードなどを
介して）警告を配信することができる。広告サーバーは、キャンペーンの開始、キャンペ
ーンの終了、及び、毎日のまたはライフタイムにおける超過／過少配信についてのキャン
ペーン警告を配信する能力を有することができる。
【０９３８】
　マネタイズプラットフォームは、広告配信の会計検査をするために第三者にデータログ
（またはデータの記録）を提供することができる。
【０９３９】
　マネタイズプラットフォームは、予測に対して実際のキャンペーン実績を評価すること
ができる。広告サーバーは、スケジューリングされた（または予定された）インプレッシ
ョン及びクリックと実際の結果との対比を示す報告を提供することができる。
【０９４０】
　マネタイズプラットフォームは、提供（または配信）された全ての広告について生のク
リックストリームデータ（たとえば、クリックスルーレートなど）を追跡し、該データに
ついて報告することができる。マネタイズプラットフォームは、広告要求及び応答を記録
することができ、この情報は、必要に応じて、データフィード（data feed）を介して定
期的に配信されることができる。
【０９４１】
 マネタイズプラットフォームは、顧客、スクリーン、ロールアップ（roll-up）毎に、リ
アルタイムの階層的なキャンペーン実績報告（超過／過少配信、及び、トレンド外挿（tr
end extrapolation：トレンドの外挿法による推定））を生成することができる。サイト
、サイトグループ、セクション、ページ及び位置毎のキャンペーン報告を生成することが
できる。
【０９４２】
　マネタイズプラットフォームは、PII法規を順守する（収集したデータ、用途、オプト
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アウトの開示等）ことができる。これは、ユーザーＩＤをハッシュ化したものを保存する
ことができ、このため、どのPIIもユーザープロフィールと共には保存されない。さらに
、オプトアウトの希望（または選択）がユーザープロフィールと共に保存される。
【０９４３】
　マネタイズプラットフォームは、要求または応答の各々の処理中に、１０ミリ秒未満の
待ち時間を提供することができる。
【０９４４】
　マネタイズプラットフォームは、ＡＳＰバージョンのアプリケーションを提供すること
ができ、また、フルファンクションのエンタープライズバージョン（企業向けバージョン
）を提供することができる。
【０９４５】
　マネタイズプラットフォームは、トラフィッキングに関するカスタムデータ（custom d
ata）属性、トラフィッキングに関するカスタムキー値ペア、ターゲティングに関するカ
スタム属性、ターゲティングに関するカスタムキー値ペア、ユーザープロフィールに関す
るカスタム属性、ユーザープロフィールに関するカスタムキー値ペアをサポートすること
ができる。プロフィール管理プラットフォームは、カスタム属性をサポートする。プロフ
ィール管理プラットフォームと連携するマネタイズプラットフォームを、カスタムキー値
ペアを格納して送るように構成することができる。これらを広告要求に追加することがで
きる。
【０９４６】
　マネタイズプラットフォームは、妥当な場合には、ハードウェアインストレーション資
料を提供することができ、また、アプリケーションソフトウェア資料及び必要とされる任
意のサードパーティソフトウェア資料を提供することができ、インストレーション、コン
フィギュレーション、セットアップ資料一式を提供することができ、ベンダーのソリュー
ションの一部である全ベンダー提供ソフトウェアのリストを供給することができ、システ
ムの動作に必要な全サードバーティソフトウェアのリストを供給することができ、推奨さ
れるハードウェアプラットフォーム、オペレーティングシステム、及び、システムに必要
なバージョンのリストを提供することができる。
【０９４７】
　マネタイズプラットフォームは、システムのインストール、メンテナンス、サポート、
トレーニング、システム及び技術マニュアル、指示手順をサポートするために無料で同梱
されている全ての資料のリストを提供することができ、追加料金なくしてシステム用のハ
ードコピーおよびＣＤ－ＲＯＭ資料を提供することができ、システム内の全ての単一障害
点（single point of failure）に関する文書を提供することができ、ソフトウェア及び
ハードウェアアップグレード手順に関する資料を提供することができ、サービスインフラ
への一時的な割り込み（または妨害）（たとえば、ネットワークまたはデータベースの接
続の損失）に対処することができ、複数のサーバーにわたって動作することができ、及び
、サーバーが故障したときにインフラの一部がそこにないときに、システムが、機能が低
下した状態で動作する能力をどのように処理するかを示すことができる。
【０９４８】
　マネタイズプラットフォームは、該インフラの一部が存在しないときには、機能が低下
した状態で動作することができ、それぞれの端点に割り込み（または妨害）の通知を提供
することができ、インフラへの割り込みが終了した後に、システムを通常動作に復帰させ
るための能力を有することができ、（妥当な場合には）システムがデータベース接続の中
断に対処すようにするための能力を有することができる。
【０９４９】
　マネタイズプラットフォームは、プラットフォームの動作をカバーしている次の最小の
資料セットをワード（Word）またはＰＤＦフォーマットで提供することができる：ユーガ
イド（UserGuide）、システム管理マニュアル（System Administration Manual）、開発
者ガイド（Developer's Guide）（妥当な場合）、リリースノート（ReleaseNotes）、ア
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ップグレードインストラクション（Upgrade instructions）、ジャバドック（Javadocs）
（妥当な場合）。
【０９５０】
　マネタイズプラットフォームは、システムのリアルタイム統計（real time statistics
）に関する資料、並びに（妥当な場合には）、ネットワークスループット（Network thro
ughput）、ユーザー応答時間（User responsetimes）、及び処理されたセッション（Sess
ions processed）の基準に関連するカウンタに関する文書を提供することができる。
【０９５１】
　マネタイズプラットフォームは、妥当な場合には、インストールのためのトレーニング
、システムのメンテナンス（保守）、システムの管理者のためのユーザートレーニング、
システムのエンドユーザーのためのユーザートレーニング、アプリケーション開発拡張機
能のためのトレーニングを提供することができる。管理者トレーニングを、プロフィール
定義、システムセットアップ、予測、キャンペーン管理、及び報告のために提供すること
ができる。ユーザートレーニングを、予測、キャンペーン管理及び報告のために提供する
ことができる。マネタイズプラットフォームＡＰＩ統合（ＡＰＩインテグレーション）の
ためのトレーニング及び識別された他の任意の統合を提供することができる。
【０９５２】
　いくつかの実施形態では、マネタイズプラットフォームは、ＭｙＳＱＬを含む（但し、
これに限定されない）データベースをサポートすることができる。いくつかの実施形態で
は、マネタイズプラットフォームを、Ａｐａｃｈｅ、Ｔｏｍｃａｔ、ＭｙＳＱＬ、または
、他の何らかのサードパーティのソフトウェア製品、モジュール、または（バイナリコー
ドまたはソースコードを含む）コードを含む（但し、これらには限定されない）サードパ
ーティのソフトウェアにさらに関連付けることができる。
【０９５３】
　いくつかの実施形態では、ユーザーの行為（ユーザーアクション）をプロフィールプラ
ットフォームによって要約（または体系化）することができる。生成中のユーザーイベン
トの要件及びタイプに依存して、該イベントを、システムに（それらが生じたときに）リ
アルタイムで、または、バッチ形式で（たとえば一括して）送ることができる。難しい設
定などは一切なしで、検索イベント（クエリー及び結果に対するクリック）、広告イベン
ト（インプレッション及びクリック）、購入イベント、及び、ブラウジング（ホームペー
ジの閲覧などの）イベントの理解をサポートすることができる。これらのイベントが到着
すると、それらを分析して、カテゴリーなどのメタ情報でタグ付けすることができる。次
に、これらのイベントを、分析アプリケーションによって要約（または体系化）すること
ができ、この場合、これを集約して、プロフィールジェネレータが利用できるようにする
ことができる。プロフィールジェネレータは、集約された情報を調べて、しかるべく、ユ
ーザープロフィールを更新する役目を担うことができる。
【０９５４】
　いくつかの実施形態では、プロフィールシステムは、２つの中核となる統合ポイント（
integration point）を有することができる。第１のポイントを、システムにイベントを
供給するためのものとすることができ、第２のポイントを、プロフィールを要求するため
のものとすることができる。イベントをプロフィールシステムに供給するために、２つの
インターフェースがありうる。第１のインターフェースを、（ＲＥＳＴに基づく）ウェブ
サービスインターフェースとすることができる。このインターフェースは、イベントが発
生したときに該イベントの伝達を可能にしうる。第２のインターフェースを、ファイル転
送を用いたバッチ処理とすることができる（ＳＣＰを用いてシステムにファイルを配置す
ることができ、または、規定された位置ＨＴＴＰＳ／ＳＣＰからファイルを取り出すこと
ができる）。プロフィールまたは広告を取り出すために、ウェブサービスインターフェー
スを利用することができる。
【０９５５】
　いくつかの実施形態では、マネタイズプラットフォームをいくつかの広告ネットワーク
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に統合（または一体化）することができる。広告ネットワークと統合するための２つ以上
のメカニズムが存在しうる。１つのメカニズムを、マネタイズプラットフォームが、広告
ネットワークによってホストされる（広告ネットワークをホストとして提供される）ウェ
ブサービスを呼び出す（または起動する）ＡＰＩ統合（ＡＰＩインテグレーション）とす
ることができる。代替的には、マーケットプレイス（market place）を広告ネットワーク
とは同期させずに、マネタイズプラットフォームに同期させることができる。
【０９５６】
　いくつかの実施形態では、広告サーバーは、広告コンテンツ採取、メタデータ管理、コ
ンテンツのカタログ（または目録）作成、及び広告作品管理のために使用できるＡＰＩを
提供することができる。
【０９５７】
　いくつかの実施形態では、広告サーバーは、内蔵機能としてデータをＣＤＮにプッシュ
する（または送る）ことができる。
【０９５８】
　いくつかの実施形態では、マネタイズプラットフォームを関連性エンジンに統合（また
は一体化）することができる。いくつかの実施形態では、カスタム統合（個別仕様の統合
）を、関連性エンジンから渡されたデータを定義すること、及び、セグメンテーションに
提供されるべきルールからなるものとすることができる。ターゲティングと広告提供も定
義される必要がありうる。ＣＲＭシステムからのデータを用いてプロフィールを生成する
ことができる限りにおいて、マネタイズプラットフォームに供給される該データのデータ
フォーマットを定義する必要がありうる。広告サーバーについては、これらのシステムの
多くとの統合は、キャンペーン及び広告作品を含むシステム内のエンティティをセットア
ップするために使用できる広告サーバーＡＰＩを使用することができる。これを、課金シ
ステムに統合されることになるキャンペーン配信及び課金情報を取り出すために使用する
こともできる。外部広告ストアとの統合を、広告サーバー内にホストされた広告作品への
参照を配置することによって、または、コンテンツ配信ネットワークにデータをプッシュ
する（または送る）組み込まれた能力を用いて、行うことができる。
　いくつかの実施形態では、広告サーバーは、クライアントが、広告管理（ターゲティン
グ及び報告を含む）に使用されるメタデータの基準として、該クライアントの自然な分類
を実施できるようにすることができる。広告要求の各々に対する要求されるメタデータは
、広告サイト（Ad site）－コンテンツを説明するためによく使用される、クライアント
によって付された仮想ラベル、及び、位置リスト（Position List）－１２６個の「位置
」まで要求することができ、広告ゾーン（AdZone）、配置、長さ、サイズ及び／またはタ
イプを示すためによく使用される－（但し、これには限定されない）を含むことができる
。広告サイト（または該ラベル）を、より具体的または一般的なもの、すなわち、セクシ
ョン、チャンネル、ネットワーク、サブセクション、ページ、ウィジェット、ニュースレ
ター（会報など）などとすることができ、任意のキャンペーン対象に含めることも該対象
から除外することもできる。キャンペーン及び広告は、広告サーバーＵＩ中の位置（複数
の場合あり）に割り当てられる。各広告要求に対するオプションのメタデータは、（１）
クライアント定義の名前－値ペアを各広告要求とともに渡すことができるカスタムキーワ
ード、及び（２）クッキー、すなわち、論理式を用いてターゲットにすることができるク
ライアントのドメイン内のクッキーを含むことができる（但し、これらには限定されない
）。図５０に示すように、これらのカスタムキーワードを、各広告キャンペーンに含める
こともそれから除外することもでき、または、各広告キャンペーンの論理ターゲティング
式（またはブールターゲティング式：Boolean targeting expression）を作成するために
使用することができる。広告サーバーは、また、日付（Date）やユーザーエージェント（
User-Agent）などの標準的なＨＴＴＰヘッダーにアクセスすることができ、これらは、各
キャンペーンにおいて、ターゲティングに含めるために／ターゲティングから除外するた
めに利用可能である。メタデータに関する報告も利用可能である。
【０９５９】
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　いくつかの実施形態では、プロフィール管理及び広告ターゲティングを、１）オペレー
タによって提供される人口統計学的情報、２）オペレータによって提供される挙動インジ
ケータ、３）オペレータからの生のデータの処理、４）オペレータによって提供されるオ
ンポータル（またはポータル上での）検索サービス（この場合、そのようなクエリーを正
規化（ノーマライズ）し、増強し、分類することができる）、５）（広告タグを介して決
定される）オンポータル（またはポータル上での）クリック履歴、６）（パブリッシャー
との直接の関係を通じて決定されるオフポータル（または、ボータル外での）挙動であっ
て、パブリッシャーによって提供されるか、または、検索履歴に基づいてまたは広告タグ
を介して明らかにされるブラウジング（閲覧）に基づいて決定される挙動プロフィール情
報を含むことができる）オフポータル挙動、７）情報、または、他の何らかのプロフィー
ルデータに基づく以前及び現在の位置を含む（但し、これらには限定されない）データか
らなるプロフィールに基づくものとすることができる。データを、バッチで（たとえば一
括して）またはリアルタイムで、提供し、捕捉し、及び使用することができる。いくつか
の実施形態では、ユーザーのクリックを、検索アルゴリズム（たとえば、単語の頻度やリ
ンク分析）に少なくとも部分的に基づいてページ（たとえば、ウェブページ）のコンテキ
スト情報と関連付けることができる。
【０９６０】
　図５１に示すように、マネタイズプラットフォームをユーザーログイン画面と関連付け
ることができる。
【０９６１】
　いくつかの実施形態では、非ウェブモバイルトラフィック（たとえば、ＳＭＳ、ＭＭＳ
、ゲーム内、アプリケーション内、ビデオ、テレビ（ＴＶ）、（たとえば、電話番号案内
サービスの通話中、または、テレビまたはラジオ番組で投票するための通話中の）音声）
の広告、または、他の何らかのタイプのコンテンツの広告を、本明細書に記載されている
コンテキスト及び挙動データに少なくとも部分的に基づくものとすることができる。
【０９６２】
　いくつかの実施形態では、ペイパークリック広告のコンテキストターゲティングを、Ｓ
ＭＳ、ＭＭＳ、ゲーム内のデータ、アプリケーション内のデータ、ビデオ、テレビ（ＴＶ
）、音声のコンテンツ、または、他の何らかのタイプのコンテンツに基づくものとするこ
とができる。
【０９６３】
　いくつかの実施形態では、広告コンテンツを含む挙動プロフィールを、コンテンツのシ
ンジケーションのために用いることができる。１例では、第三者パブリッシャー（たとえ
ば、オペレータ以外の団体）、または、第三者広告ネットワークは、オペレータ以外の第
三者パブリッシャーのための対象とされた広告の配信を容易にするために、挙動プロフィ
ール情報を要求することができる。オペレータと共に作り上げられた挙動プロフィールを
返すことができる。いくつかの実施形態では、このアプリケーションは、挙動プロフィー
ルのコンポーネントへのアクセス権を記述することができる。このアプリケーションはま
た、（ソースなどの）難読化、ハッシュ法、期限付きＩＤ、または、プロフィールデータ
への許可されたアクセスを制限する他の何らかの方法を含むこともできる。
【０９６４】
　いくつかの実施形態では、オペレータは、プロフィールデータに対する収益を定額料金
の形式で受け取ることができ、または、収益分配、または、広告に対する他の何らかの収
益（または収益基準）を受け取ることができる。
【０９６５】
　いくつかの実施形態では、プロフィール内の情報の重要性に重み付けをすることができ
る（たとえば、人口統計学的データ対挙動データ）。
【０９６６】
　いくつかの実施形態では、挙動プロフィールを集約することができる。１例では、パブ
リッシャーは広告を要求することができ、マネタイズプラットフォームは、ユーザーがど
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のオペレータからコンテンツを要求しているかを決定することができ、及び、関連するネ
ットワークに対する挙動プロフィールを取り出すことができ、及び、関連する挙動プロフ
ィール情報を返すことができる。
【０９６７】
　いくつかの実施形態では、複数の広告在庫（品目）を、モバイルトラフィックをマネタ
イズ（収益化）するために管理することができる。１例では、パブリッシャー及び／また
はオペレータは、彼らがマネタイズすることを望むイベントを選択することができる。彼
らは、マネタイズプラットフォームからコンテンツを要求することができ、この場合、該
マネタイズプラットフォームは、どの在庫から広告がやってくるかを決定することができ
る。広告在庫（品目）の配信を、複数の広告ネットワーク及び／または広告サーバー全体
について行うことができる。広告を選択する在庫の決定は、重み付け（すなわち、パーセ
ント割り当て）、バックフィル（backfill）（すなわち、Ａを試し、次にＢを試し、次に
Ｃを試す）、ブレンディング（blending。または混合）（すなわち、入札価格、関連性、
収率、または、その他のものに基づいて１つのイベントにおける配信のために複数の広告
を分類（または選別）すること）、収率（すなわち、ＭＰは、広告のために広告プロバイ
ダー／サーバーにクエリーを出し（問い合わせを行い）、広告に対する価格を他のサーバ
ーと比較し、広告と挙動プロフィールとの相関関係に基づいて収率予測値を決定すること
ができる）、または、他の何らかの方法を含むことができる。かかるルールを、単一の広
告スポットを対象としたものとすることができ、または、複数の広告スポット全体に適用
することができる。図５２、５３、５４に示すように、広告スポット、広告タイプ、及び
広告プロバイダーの設定（または作成）及び管理を、マネタイズプラットフォームのユー
ザーインターフェースと関連付けることができる。システムはまた、特定のキャンペーン
のために在庫（品目）を予約するための変更がなされた後に、バランスを取り直すことも
できる。
【０９６８】
　いくつかの実施形態では、コンテンツを配信する目的で挙動プロフィールにアクセスす
るために、個人化及び／またはコンテンツ推薦技術を使用可能にすることができる。
【０９６９】
　いくつかの実施形態では、マネタイズプラットフォームは、モバイルトラフィックをマ
ネタイズするために複数の広告在庫を管理するときに、複数の広告ネットワーク及びサー
バー全体にわたってハンドセット（送受話器）を管理する機能を含むことができる。１例
では、メーカー、モデル、及び能力（または機能）を含むハンドセット集中データベース
を使用することができる。広告が要求されると、ターゲティングのために、及び、適正な
広告（たとえば、小さいか、中程度か、大きいか）の選択のために、ハンドセット及び能
力を、広告ネットワーク及びサーバーに提供することができる。いくつかの実施形態では
、マネタイズプラットフォームは、例外管理を提供することができ、この例外管理では、
あるキャリア／パブリッシャーは、特定のハンドセットのために、広告ネットワーク／サ
ーバーに提供された広告のタイプ／サイズデータを変更することができ、この場合に、こ
のデータを、他の全てのキャリアが使用しているもとは異なるものとすることができる。
ハンドセットのメーカー及びモデルを、ウェブページ要求（たとえば、ＷＡＰヘッダー内
のユーザーエージェントストリング（またはユーザーエージェント文字列）、ハンドセッ
トに直接問い合わせを行うことができるクライアントアプリケーション、キャリアのユー
ザー／ハンドセットデータベース、または、他の何らかの基準に基づいて決定することが
できる。このシステムは、モバイルが非モバイル広告提供技術を使用することを可能にし
うる（たとえば、同じキャンペーン管理及び報告ツールを使い続けることを望むパブリッ
シャーのために）。
【０９７０】
　いくつかの実施形態では、非モバイルメディア（たとえば、コンピュータ、テレビ（Ｔ
Ｖ）、セットトップボックスなど）において広告をターゲットに向けるために、マネタイ
ズプラットフォーム内でモバイル挙動データを使用することができる。いくつかの実施形
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態では、本明細書に記載されているマネタイズプラットフォームの方法及びシステムを用
いて、他の非モバイルメディア上のモバイルユーザーを識別することができる。これらの
方法及びシステムには、たとえば、テレビ用セットトップボックスからの電話（または音
）検出、閲覧されたコンテンツの分類、自宅から離れてインターネットにコンピュータで
アクセスしているときに、該コンピュータを追跡し続けるためにクッキーを落とすこと、
または、他の何らかの方法（但し、これらには限定されない）を含む。
【０９７１】
　いくつかの実施形態では、マネタイズプラットフォームにおいて、広告主は、挙動プロ
フィールデータに少なくとも部分的に基づいて、モバイルペイパークリックマーケットプ
レイスに入札することが可能である。
【０９７２】
　いくつかの実施形態では、マネタイズプラットフォームは、検索アルゴリズム（たとえ
ば、単語の頻度、リンク分析、及び他の方法）を含む、広告のコンテキストターゲティン
グ（文脈的ターゲティング）を用いて、文脈的にディスプレイ広告をターゲティングする
（ターゲットに向ける）ことができる。いくつかの実施形態では、この情報を、本明細書
に記載している、モバイル通信設備及び／またはそのユーザーに関する他の情報と組み合
わせることができる。
【０９７３】
　いくつかの実施形態では、広告ターゲティングを分類された位置に基づくものとするこ
とができる。分類された位置は、自宅、職場、マーケット（または市場）の中、マーケッ
ト（または市場）の外を含むことができ、モバイル通信設備に関連する位置の履歴データ
に少なくとも部分的に基づくものとすることができる。分類された位置を、地理的領域に
関連付けられることができる、電話（または呼び出し）やＳＭＳのログ、または、携帯電
話の基地局ＩＤ（または携帯電話塔ＩＤ）を含む他のアクティビティ、または、他の何ら
かの位置検出技術に少なくとも部分的に基づいて提供することができる。
【０９７４】
　いくつかの実施形態では、ゲートウェイデータまたは他のオペレータデータ（たとえば
、トランスコーダによるクリック履歴）を用いて、リンクオーソリティ（link authority
）アルゴリズムを変更することができる。いくつかの実施形態では、ネットワーク内のリ
ンクの使用履歴によって、リンク分析及び品質検出を改善することが可能である。
【０９７５】
　いくつかの実施形態では、モバイル通信設備からの検索を、文脈検索（またはコンテキ
スト検索。たとえば、ユーザーがどこから検索をしているか）、及び、（たとえば、ＳＭ
Ｓ、ブラウザ、連絡先リストなどからの）文脈提案（または、コンテキスト提案）に少な
くとも部分的に基づくものとすることができる。
【０９７６】
　いくつかの実施形態では、検索を分類された位置に基づくものとすることができる。分
類された位置は、自宅、職場、マーケット（または市場）の中、マーケット（または市場
）の外、または、他の何らかの位置の分類を含むことができる。自宅及び職場の位置を、
たとえば、ネットワークによって提供された位置履歴情報に基づいて提供されている人口
統計学的データなしで決定することができる。分類された位置を、地理的領域に関連付け
られることができる、電話（または呼び出し）やＳＭＳのログ、または、携帯電話の基地
局ＩＤ（または携帯電話塔ＩＤ）を含む他のアクティビティ、または、他の何らかの位置
検出技術に少なくとも部分的に基づいて提供することができる。
【０９７７】
　本発明を、図示し、詳細に説明した好適な実施形態に関連して開示してきたが、本明細
書に記載されている各技術を、本明細書に記載されている使用シナリオ（使用状況や用法
など）の各々、及び、マーケットアプリケーション（またはマーケティング用途）を含む
、本明細書に記載されているアプリケーション（または用途）の各々に、組み込むこと、
それらと関連付けること、それらと組み合わせることなどが可能である。
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【０９７８】
　図面中の流れ図及びブロック図に示された要素は、要素間の論理的境界を含む。しかし
ながら、ソフトウェア及びハードウェア工学の慣習によれば、図示された要素及びその機
能を、モノリシック型ソフトウェア構造の一部として、独立型のソフトウェアモジュール
として、または、外部のルーチン、コード、サービスなどを利用するモジュールとして、
または、これらの任意の組み合わせとして実施することができ、それらの実施はすべて、
本開示の範囲内にある。したがって、以上の図面及び記述は、開示されたシステムの機能
的な側面を説明したものであるが、明示的に述べられているかまたは文脈から明らかであ
る場合を除いて、それらの機能的な側面を実施するためのソフトウェアの特定の配置（ま
たは準備）が、それらの説明から推断されるべきではない。
【０９７９】
　同様に、上記で特定され説明された種々のステップを変更することができること、ステ
ップの順序を、本明細書に開示された技術の特定の用途に適合させることができることが
理解されよう。そのような変更または修正は全て、本開示の範囲内にあることが意図され
ている。したがって、特定の用途によって必要とされない限り、または、明示的に述べら
れているか文脈から明らかである場合を除いて、種々のステップについての順序の図示及
び／または説明が、それらのステップについての特定の順序での実施を要求するものであ
ると理解するべきではない。
【０９８０】
　上述した方法及びプロセス、並びに、それらのステップを、個々の用途に適したハード
ウェア、ソフトウェア、または、それらの任意の組み合わせによって実現することができ
る。ハードウェアは、汎用コンピュータ及び／または専用のコンピューティング装置（ま
たはコンピュータ）を含むことができる。プロセスを、内部及び／または外部のメモリと
共に、１つ以上のマイクロプロセッサ、マイクロコントローラ、内蔵型のマイクロコント
ローラ、プログラム可能なデジタル信号プロセッサ、または、他のプログラム可能なデバ
イスで実現することができる。プロセスを、さらに、または、代替的に、特定用途向け集
積回路、プログラム可能なゲートアレイ、プログラム可能なロジックアレイ、または、電
子信号を処理するように構成することができる他の任意のデバイスまたはデバイスの組み
合わせに組み込むことができる。さらに、１つ以上のプロセスを、Ｃ、または、Ｃ＋＋な
どのオブジェクト指向プログラミング言語、または、（アセンブリ言語、ハードウェア記
述言語、及び、データベースプログラミング言語及び技術を含む）他の任意の高レベルま
たは低レベルプログラミング言語などの構造化プログラミング言語を用いて生成されたコ
ンピュータ実行可能コードとして実現できることが理解されよう。そして、この場合に、
それらのプログラミング言語を、格納し、コンパイルまたは解釈して、上記デバイスのう
ちの１つ、並びに、プロセッサの異種組み合わせ、プロセッサアーキテクチャ、異なるハ
ードウェア及びソフトウェアの組み合わせで実行できることが理解されよう。
【０９８１】
　したがって、１つの側面において、１つ以上のコンピューティング装置で実行するとき
には、上記した各方法、及び、それらの組み合わせを、そのステップを実行するコンピュ
ータ実行可能コードで具現化することができる。別の側面では、それらの方法を、該方法
のステップを実行するシステム内で具現化することができ、多くのやり方で装置間に分散
させることができ、または、全ての機能を、専用の独立型装置または他のハードウェアに
組み込むことができる。別の側面では、上記のプロセスに関連するステップを実行するた
めの手段は、上記のハードウェア及び／またはソフトウェアの任意のものを含むことがで
きる。かかる置換及び組み合わせは、本開示の範囲内にあることが意図されている。
【０９８２】
　本発明を、図示し、詳細に説明した好適な実施形態に関連して開示したが、それに対す
る種々の変更形態及び改良形態が当業者には容易に明らかになろう。したがって、本発明
の思想及び範囲は、以上の例によって限定されるものではなく、法律によって許される最
も広い意味において理解されるべきである。
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【０９８３】
　本明細書で参照した全ての文書は、参照によって本明細書に組み込まれるものとする。
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【請求項１】
　第１のスポンサー提供コンテンツを、モバイルコンテンツの第１の部分に関する第１の
コンテキストデータに関連付けるステップと、
　第２のスポンサー提供コンテンツを、前記モバイルコンテンツの第２の部分に関する第
２のコンテキストデータに関連付けるステップと、
　前記モバイルコンテンツの前記第１の部分がモバイル通信設備に提示されると、該モバ
イル通信設備のディスプレイに前記第１のスポンサー提供コンテンツを表示するステップ
と、
　前記モバイルコンテンツの前記第２の部分が前記モバイル通信設備に提示されると、該
モバイル通信設備のディスプレイに前記第２のスポンサー提供コンテンツを表示するステ
ップ
を含む方法。
【請求項２】
　前記関連付けが関連性に少なくとも部分的に基づく、請求項１の方法、
【請求項３】
　前記モバイルコンテンツの前記第１の部分がテキストの一部分である、請求項１の方法
。
【請求項４】
　前記モバイルコンテンツの前記第１の部分がビデオの一部分である、請求項１の方法。
【請求項５】
　前記モバイルコンテンツの前記第２の部分がテキストの一部分である、請求項１の方法
。
【請求項６】
　前記モバイルコンテンツの前記第２の部分がビデオの一部分である、請求項１の方法。
【請求項７】
　前記コンテキスト情報がリンク構造である、請求項１の方法。
【請求項８】
　前記コンテキスト情報がテキストである、請求項１の方法。
【請求項９】
　前記コンテキスト情報がメタデータである、請求項１の方法。
【請求項１０】
　電子的に表示可能な一次的コンテンツの複数の部分からコンテキスト情報を収集するス
テップであって、コンテキスト情報の各々と前記複数の部分の各々との関連付けが、各部
分のコンテキストが識別できるように維持される、ステップと、
　モバイル通信設備において、ディスプレイ画面内のコンテンツの少なくとも１つの部分
の電子表示に関係する情報を受け取るステップと、
　前記ディスプレイ画面内のコンテンツの前記少なくとも１つの部分に関連するコンテキ
スト情報に少なくとも部分的に基づいて、二次的なコンテンツを前記ディスプレイに表示
するステップ
を含む方法。
 



(218) JP 2010-531626 A 2010.9.24

10

20

30

40

【国際調査報告】



(219) JP 2010-531626 A 2010.9.24

10

20

30

40



(220) JP 2010-531626 A 2010.9.24

10

20

30

40

50

フロントページの続き

(31)優先権主張番号  11/928,847
(32)優先日　　　　  平成19年10月30日(2007.10.30)
(33)優先権主張国　  米国(US)
(31)優先権主張番号  11/928,877
(32)優先日　　　　  平成19年10月30日(2007.10.30)
(33)優先権主張国　  米国(US)
(31)優先権主張番号  11/928,909
(32)優先日　　　　  平成19年10月30日(2007.10.30)
(33)優先権主張国　  米国(US)
(31)優先権主張番号  11/928,937
(32)優先日　　　　  平成19年10月30日(2007.10.30)
(33)優先権主張国　  米国(US)
(31)優先権主張番号  11/928,960
(32)優先日　　　　  平成19年10月30日(2007.10.30)
(33)優先権主張国　  米国(US)
(31)優先権主張番号  11/929,016
(32)優先日　　　　  平成19年10月30日(2007.10.30)
(33)優先権主張国　  米国(US)
(31)優先権主張番号  11/929,039
(32)優先日　　　　  平成19年10月30日(2007.10.30)
(33)優先権主張国　  米国(US)
(31)優先権主張番号  11/929,059
(32)優先日　　　　  平成19年10月30日(2007.10.30)
(33)優先権主張国　  米国(US)
(31)優先権主張番号  11/929,081
(32)優先日　　　　  平成19年10月30日(2007.10.30)
(33)優先権主張国　  米国(US)
(31)優先権主張番号  11/929,096
(32)優先日　　　　  平成19年10月30日(2007.10.30)
(33)優先権主張国　  米国(US)
(31)優先権主張番号  11/929,105
(32)優先日　　　　  平成19年10月30日(2007.10.30)
(33)優先権主張国　  米国(US)
(31)優先権主張番号  11/929,129
(32)優先日　　　　  平成19年10月30日(2007.10.30)
(33)優先権主張国　  米国(US)
(31)優先権主張番号  11/929,148
(32)優先日　　　　  平成19年10月30日(2007.10.30)
(33)優先権主張国　  米国(US)
(31)優先権主張番号  11/929,171
(32)優先日　　　　  平成19年10月30日(2007.10.30)
(33)優先権主張国　  米国(US)
(31)優先権主張番号  11/929,253
(32)優先日　　　　  平成19年10月30日(2007.10.30)
(33)優先権主張国　  米国(US)
(31)優先権主張番号  11/929,272
(32)優先日　　　　  平成19年10月30日(2007.10.30)
(33)優先権主張国　  米国(US)



(221) JP 2010-531626 A 2010.9.24

10

20

30

(31)優先権主張番号  11/929,297
(32)優先日　　　　  平成19年10月30日(2007.10.30)
(33)優先権主張国　  米国(US)
(31)優先権主張番号  11/929,308
(32)優先日　　　　  平成19年10月30日(2007.10.30)
(33)優先権主張国　  米国(US)
(31)優先権主張番号  11/928,990
(32)優先日　　　　  平成19年10月30日(2007.10.30)
(33)優先権主張国　  米国(US)
(31)優先権主張番号  61/037,617
(32)優先日　　　　  平成20年3月18日(2008.3.18)
(33)優先権主張国　  米国(US)
(31)優先権主張番号  61/052,024
(32)優先日　　　　  平成20年5月9日(2008.5.9)
(33)優先権主張国　  米国(US)

(81)指定国　　　　  AP(BW,GH,GM,KE,LS,MW,MZ,NA,SD,SL,SZ,TZ,UG,ZM,ZW),EA(AM,AZ,BY,KG,KZ,MD,RU,TJ,TM),
EP(AT,BE,BG,CH,CY,CZ,DE,DK,EE,ES,FI,FR,GB,GR,HR,HU,IE,IS,IT,LT,LU,LV,MC,MT,NL,NO,PL,PT,RO,SE,SI,SK,T
R),OA(BF,BJ,CF,CG,CI,CM,GA,GN,GQ,GW,ML,MR,NE,SN,TD,TG),AE,AG,AL,AM,AO,AT,AU,AZ,BA,BB,BG,BH,BR,BW,BY,
BZ,CA,CH,CN,CO,CR,CU,CZ,DE,DK,DM,DO,DZ,EC,EE,EG,ES,FI,GB,GD,GE,GH,GM,GT,HN,HR,HU,ID,IL,IN,IS,JP,KE,K
G,KM,KN,KP,KR,KZ,LA,LC,LK,LR,LS,LT,LU,LY,MA,MD,ME,MG,MK,MN,MW,MX,MY,MZ,NA,NG,NI,NO,NZ,OM,PG,PH,PL,PT
,RO,RS,RU,SC,SD,SE,SG,SK,SL,SM,SV,SY,TJ,TM,TN,TR,TT,TZ,UA,UG,US,UZ,VC,VN,ZA,ZM,ZW

（特許庁注：以下のものは登録商標）
１．ＧＳＭ
２．Ｂｌｕｅｔｏｏｔｈ
３．イーサネット
４．ＭＥＭＯＲＹ　ＳＴＩＣＫ
５．ＦＬＡＳＨ

(72)発明者  ソロカ，アダム
            アメリカ合衆国マサチューセッツ州０２１３８，ケンブリッジ，フェイヤーウェザー・ストリート
            ・１２７
(72)発明者  ドウティ，デニス
            アメリカ合衆国マサチューセッツ州０２４４６，ブルックリン，ペリー・ストリート・５７
Ｆターム(参考) 5C164 MA05S MA06S SB29S SB31P SC11P SC32S UB41S UD11S YA08  YA09 
　　　　 　　        YA11  YA30 


	biblio-graphic-data
	abstract
	claims
	description
	drawings
	written-amendment
	search-report
	overflow

