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(57)【要約】
　サーチャからの検索要求に対応して検索結果リストを
生成する方法であって、（ａ）各広告主に関連する検索
リストに関するデータベースを保持し、各検索リストは
（i）ネットワークの位置または他の問い合わせ先と、
（ii）少なくとも１つの検索語と、（iii）サーチャに
よって指定された地理的位置と広告主によって指定され
た地理的位置属性との比較に従って修正できる広告主入
札量とに関連し、（ｂ）サーチャから検索要求を受信し
、（ｃ）検索要求に一致させる探索語を有する検索リス
トを特定し、（ｄ）各検索リストに適用されたアルゴリ
ズムに従って検索結果リスト内に特定された検索リスト
を注文し、そのアルゴリズムはサーチャによって指定さ
れたロケーションと比較され、広告主によって指定され
た地理的位置属性に依存する値を持っているロケーショ
ンの変数の要素を含み、（ｅ）ステップ（ｄ）で発生す
る検索結果リストの検索リストに関連している情報を検
索するためにサーチャからリクエストを受信し、（ｆ）
正確な広告主報告書のメンテナンスを許可するために、
広告主に対応するアカウント識別情報を含む検索要求事
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　サーチャからの検索要求に対応して検索結果リストを生成する方法であって、
（ａ）各広告主に関連する検索リストに関するデータベースを保持し、各検索リストは
　（i）ネットワークの位置または他の問い合わせ先と、
　（ii）少なくとも１つの検索語と、
　（iii）サーチャによって指定された地理的位置と広告主によって指定された地理的位
置属性との比較に従って修正できる広告主入札量とに関連し、
（ｂ）前記サーチャから検索要求を受信し、
（ｃ）前記検索要求に一致させる探索語を有する検索リストを特定し、
（ｄ）各検索リストに適用されたアルゴリズムに従って検索結果リスト内に特定された検
索リストを注文し、そのアルゴリズムは前記サーチャによって指定されたロケーションと
比較され、前記広告主によって指定された前記地理的位置属性に依存する値を持っている
ロケーションの変数の要素を含み、
（ｅ）前記ステップ（ｄ）で発生される前記検索結果リストの検索リストに関連している
情報を検索するために前記サーチャからリクエストを受信し、
（ｆ）正確な広告主報告書のメンテナンスを許可するために、前記広告主に対応するアカ
ウント識別情報を含む前記検索要求事象を記録し、前記広告主の入札量に基づいて広告主
チャージ量を計算することを含む方法。
【請求項２】
　各検索リストに適用された前記アルゴリズムは、それぞれの特定された検索リストのた
めに潜在的収量を発生させ、前記潜在的収量の値による検索結果リストの中に特定された
前記検索リストを注文する請求項１に記載の方法。
【請求項３】
　前記広告主入札量は、単一値または値域であることができる請求項１または２に記載の
方法。
【請求項４】
　複数の広告主各人のために少なくとも１つのアカウント記録を有するデータベースを含
むコンピュータシステムを使用して請求項１ないし３に記載のいずれかの方法を行うシス
テムであって、前記アカウント記録は、
（ａ）少なくとも１つの検索リストであって、
　（i）ネットワークの位置または他の問い合わせ先と、
　（ii）少なくとも１つの検索語と、
　（iii）サーチャによって指定された地理的位置と前記広告主によって指定された地理
的位置属性の比較に従って修正できる広告主入札量とを含む少なくとも１つの検索リスト
と、
（ｂ）計量勘定収支と、
（ｃ）検索リストの履歴と、
（ｄ）前記コンピュータシステムにアクセス可能であって、前記コンピュータネットワー
クを介してパブリックアクセスから孤立している前記支払処理情報と、
（ｅ）支払歴とを含むシステム。
【請求項５】
　（Ａ）認証に対応してログインアクセスを前記広告主に提供するためのプログラミング
コードであって、前記広告主のログインアクセスが前記広告主アカウント記録を変更する
ために前記広告主アクセスを承諾し、アクセスは、他のものの前記アカウントを変更する
ために前記広告主に提供されないプログラミングコードと、
（Ｂ）前記広告主からリクエストを受信するとき広告主の計量勘定収支を増強するために
金銭を追加するためのプログラミングコードと、
（Ｃ）前記広告主からリクエストを受信して、それに続いてバッチで前記リストインデッ
クスに前記検索リストをエクスポートすることに関する広告主アカウント記録に検索リス
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トを追加するためのプログラミングコードと、
（Ｄ）バッチで検索リストの変更がそれに続いて行なわれた状態で前記広告主からリクエ
ストを受信するときの広告主の前記アカウント記録から前記リストインデックスまで削除
するためのプログラミングコードと、
（Ｅ）バッチでどんな変形もそれに続いて作られている前記広告主から前記リストインデ
ックスまでのリクエストを受信するとき広告主の前記検索リストを変更するためのプログ
ラミングコードと、
（Ｆ）前記広告主からリクエストを受信するとき広告主のために活動報告を発生させるた
めのプログラミングコードと、
（Ｇ）前記リモートコンピュータから検索要求を受信するためのプログラミングコードで
あって、前記検索要求は少なくとも１つのキーワードと地理的位置を含む探索語を含み、
前記検索要求は、リモートコンピュータから認証なしで公的に理解できるウェブサイトま
で前記コンピュータネットワークの上に受信されるステップと、
（Ｈ）前記検索要求に対応して検索結果リストを発生させるためのプログラミングコード
であって、前記検索結果リストは前記データベースに関する前記アカウント記録からバッ
チで取り出されたリストインデックスからの検索リストを含み、前記検索結果リストにお
ける各検索リストのための前記検索語が前記検索要求で一致させ、前記検索リストは各検
索リストに適用された前記アルゴリズムによる前記検索結果リストをオーダーするステッ
プとを含む請求項４に記載のシステム。
【請求項６】
コンピュータネットワークサーチエンジンで発生された検索結果リストの検索リストに関
連する情報を広告主が更新するのを可能にする方法であって、
（Ａ）複数の広告主各人への少なくとも１つのアカウント記録を有するアカウントデータ
ベースを保持するステップであって、前記アカウント記録は、
　（ａ）少なくとも１つの検索リストであって、
　　（i）ネットワークの位置または他の問い合わせ先と、
　　（ii）少なくとも１つの検索語と、
　　（iii）サーチャによって指定された地理的位置と前記広告主によって指定された地
理的位置属性の比較に従って修正できる広告主入札量とを含む少なくとも１つの検索リス
トと、
　（ｂ）計量勘定収支と、
　（ｃ）検索リストの履歴と、
　（ｄ）前記コンピュータシステムにアクセス可能であって、前記コンピュータネットワ
ークを介してパブリックアクセスから孤立している支払処理情報と、
　（ｅ）支払歴とを含み、
（Ｂ）広告主から前記広告主アカウント記録の検索リストを求める変更要求を受信するス
テップと、
（Ｃ）前記変更要求に対応して前記広告主アカウント記録の前記検索リストを更新するス
テップと、
（Ｄ）前記コンピュータネットワークを使用しサーチャから受信された検索要求に対応し
て前記サーチエンジンにより発生される検索結果リストにおける前記更新された検索リス
トのための位置について判断するステップと、
（Ｅ）前記サーチャによって指定された位置と比較して前記広告主によって指定された前
記地理的位置属性に依存する値を有するロケーション変数の要素を含む各検索リストに適
用されたアルゴリズムを使用して、前記検索結果リストにおける更新後の前記検索リスト
の位置計算するステップとを含む方法。
【請求項７】
　（Ｆ）アカウントデータベースにおける各検索リストのために作成時間価値について判
断するステップと、
（Ｇ）等価ポテンシャル収量量を有する検索結果リストの中で検索リストを特定するステ
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ップと、
（Ｈ）検索結果リストの中の等価ポテンシャル収量量を有する検索リストのグループのた
めに、最も高いロケーションの順に検索リストをソートするステップとをさらに含む請求
項６に記載の方法。
【請求項８】
　各検索リストに適用された前記アルゴリズムは、それぞれの特定された検索リストのた
めに潜在的収量を発生させ、前記検索クエリー受信されるとき、前記潜在的収量の値によ
る検索結果リストの中に特定された検索リストをオーダーする請求項６または７に記載の
方法。
【請求項９】
　前記広告主入札量は単一値または値域を含むことができる請求項６～８のいずれか一項
に記載の方法。
【請求項１０】
　コンピュータネットワークの上のリモートコンピュータから受信された検索要求に対応
してリアルタイムでコンピュータネットワークサーチエンジンにより発生された検索結果
リストの検索リストに関連する情報を広告主が更新するのを可能にする方法であって、
（Ａ）複数の広告主各人への少なくとも１つのアカウント記録を有するアカウントデータ
ベースを保持するステップであって、前記アカウント記録は、
　（ａ）少なくとも１つの検索リストであって、
　　（i）ネットワークの位置または他の問い合わせ先と、
　　（ii）少なくとも１つの検索語と、
　　（iii）サーチャによって指定された地理的位置と前記広告主によって指定された地
理的位置属性の比較に従って修正できる広告主入札量とを含む少なくとも１つの検索リス
トと、
　（ｂ）口座名と、
　（ｃ）前記検索リストの前記ランクの設定に対する他の検索リストとを含み、
（Ｂ）認証されたログインアクセスを広告主に提供するステップであって、前記広告主の
ログインアクセスが、前記広告主がそれらのアカウント記録を変更することを許可するス
テップと、
（Ｃ）前記広告主からリクエストを受信して、後で検索のためにリストインデックスにそ
のリストをエクスポートすることに関するアカウント記録の検索リストを変更するステッ
プと、
（Ｄ）各検索のための前記検索語と地理的位置属性に前記検索要求にマッチしている検索
リストについて含まれた検索結果リストを発生させるステップであって、前記検索結果リ
ストにおける前記検索リストはアルゴリズムが前記サーチャによって指定されたロケーシ
ョンと比較され、前記広告主によって指定された前記地理的位置属性に依存する値を持っ
ているロケーションの変数の要素を含んでいる各検索リストに適用されたアルゴリズムに
より注文されるステップとを含む方法。
【請求項１１】
　前記広告主からリクエストを受信するときの前記広告主アカウント記録の前記検索リス
トを変更するステップは、データベースへの周期的なバッチエクスポートにより容易にさ
れる請求項１０に記載の方法。
【請求項１２】
　広告主チャージ量は前記計画的広告主入札量に基づいて計算される金額量を含み、前記
広告主チャージ量は、前記検索リストが前記広告主計量勘定収支から差し引かれたリモー
トサーチャとその後によって選ばれる各時刻に計算される請求項１０または１１に記載の
方法。
【請求項１３】
　前記広告主入札量は、単一値または値域であることができる請求項１２に記載の方法。
【請求項１４】
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　コンピュータネットワークの上のリモートコンピュータから受信された、コンピュータ
ネットワークサーチエンジンにより検索要求に対応して発生される検索結果リストの検索
リストに関連する情報を広告主が更新するのを可能にする方法であって、
（Ａ）複数の広告主各人への少なくとも１つのアカウント記録を有するアカウントデータ
ベースを保持するステップであって、前記アカウント記録は、
　（ａ）少なくとも１つの検索リストであって、
　　（i）ネットワークの位置または他の問い合わせ先と、
　　（ii）少なくとも１つの検索語と、
　　（iii）サーチャによって指定された地理的位置と前記広告主によって指定された地
理的位置属性の比較に従って修正できる広告主入札量とを含む少なくとも１つの検索リス
トと、
　（ｂ）口座名と、
　（ｂ１）計量勘定収支と、
　（ｂ２）広告主への支払処理情報であって、前記支払処理情報は前記コンピュータネッ
トワークを介してパブリックアクセスから孤立して保持された支払処理情報と、
　（ｂ３）支払歴と
　（ｂ４）検索リストの履歴と、
　（ｃ）検索リストのランクの設定に対する他の検索リストとを含み、
（Ｂ）認証されたログインアクセスを前記広告主に提供するステップであって、前記広告
主のログインアクセスが、前記広告主がそれらのアカウント記録を変更することを許可す
るステップと、
（Ｃ）前記広告主からリクエストを受信して、後で検索のためにリストインデックスにそ
のリストをエクスポートすることに関する前記アカウント記録の検索リストを変更するス
テップと、
（Ｄ）検索要求を受信するステップであって、前記検索要求は少なくとも１つのキーワー
ドとロケーションを含み、前記検索要求はリモートコンピュータのサーチャからインター
ネットを介して受信するステップと、
（Ｅ）各検索のための前記検索語と地理的位置属性が前記検索要求にマッチしている検索
リストについて含まれた検索結果リストを発生させるステップであって、前記検索結果リ
ストにおける前記検索リストはアルゴリズムが前記サーチャによって指定されたロケーシ
ョンと比較され、前記広告主によって指定された前記地理的位置属性に依存する値を持っ
ているロケーションの変数の要素を含んでいる各検索リストに適用されたアルゴリズムに
より注文されるステップとを含む方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、コンピュータネットワークに関する問い合わせに対応して発生する検索結果
リストにおける、注文に結果を操るためのシステムおよび方法に関する。特に本発明は、
地理的位置属性に関連している基準によるペイ・パー・パフォーマンス検索システムにお
いて注文結果について操る方法に関する。
【背景技術】
【０００２】
　ドキュメント、行為あるいはアイテムが参照されるか述べられるこの明細書では、この
参照または論議は、公に知られて、知識あるいはそれの任意のコンビネーションのドキュ
メント、行為あるいはアイテムが公に利用可能な優先日にあったという承認ではない共通
の一般知識の一部として知られているか、あるいはこの明細書が関係するすべての問題を
解決する試みに適切である。
【０００３】
　家庭用ＰＣなどのワイヤードなアプリケーションを参照して本願発明について主として
説明するが、本発明はそのように制限されず、音声操作システムを含む無線利用を含む他
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のアプリケーションに適用できる。
【０００４】
　インターネット利用とワールドワイドウェブへのアクセスの拡大は、ユニークな市場を
作成した。最も簡単な意味で、ウェブは、無数の内容をカバーするドキュメントの広大で
、常に増加し続けているコレクションへのアクセスをインターネットユーザに提供するデ
ータベースである。
【０００５】
　多数の市場内の速い情報流通のその固有特性のために、インターネットは、広告主が彼
らの製品とサービスを促進すべき特に魅力的な媒体である。ウェブでの広告存在には、ロ
ーカルにまたは他の管内で動作しながら地球のどのような地域でも、ビジネスと個人の商
業活動に消費者を取り入れる可能性がある。
【０００６】
　ウェブがコンピュータシステムを横切って世界中に分散された何百万ウェブページの膨
大な数のドキュメントを格納するという事実により、インターネットユーザが理解する論
理的フォーマットに対象となる情報を置いて、検索結果を組織化するためにウェブを検索
するためにディレクトリとサーチエンジンが開発されている。例えば、インターネットユ
ーザは、ハイパーリンクを通してアクセスできるそれらの問い合わせに対応するウェブペ
ージのリストと共にそれらに返されるサーチエンジンに問い合わせ（通常キーワードを含
んでいる検索語）を入力できる。
【０００７】
　明白に、それは、サーチエンジンによって返された結果を操ることができる広告主への
利点でありえる。広告主が検索リストに現れるより多くの回、または検索リストにおける
それらのプロミネンスがすばらしければすばらしいほど、消費者へのそれらの露出がより
多くなる。広告主の商品またはサービスが適切に消費者の注目にターゲットとすることが
できる場合、特に有利である。例えば、消費者の注目は、しばしばそれらがキーワードま
たは時事問題の検索要求の形でサーチエンジンに入れる問い合わせによって反映される。
しかしながら、先のサーチエンジンとウェブサイトディレクトリは、抜け目のないマーケ
ターによって容易に遠隔に操られる無関係の探索結果、選択すること、および非常に数学
的な基準に基づいた最高位のウェブページをしばしば生成するプロセスおよびアルゴリズ
ムを行っている。無関係な結果の数は、ウェブサイト間のハイパーリンクの過度でシニカ
ルな使用によってしばしば増加される。ハイパーリンクを張るこの過度の使用は、自動化
された検索技術で容易に拾い上げられ、アルゴリズムを格付けするリンク人気に基づいて
いる検索で使用される。できるだけ多い検索リストに現れるそれらのウェブサイトを有す
ることによって消費者アテンションを引き付けるために、ウェブサイトの設計者はしばし
ば直接サイト内容に関連していないハイパーリンクを入れる。これは、それらのプロフィ
ールを増加させる広告主による比較的簡単で低いコスト方策であるが、無関係で、消費者
にとって、しばしば煩わしい広告を作成する。多くのサーチエンジンは、消費者の好みに
よる結果を最優先させることができない。
【０００８】
　多くのサーチエンジンは、広告主が検索結果リストで発生する紹介によって、各クリッ
クの代価を払うシステム上で動作する。１つの形式では、広告主は、あるキーワードのた
めの検索結果リストで優先順位を安全にするための通貨の「入札」をする。他の広告主と
比べて入札が高ければ高いほど、検索に関する見解が高ければ高いほど、示された結果を
、消費者は検索結果一覧を通して広告主のウェブサイトを示されるという見込みがより大
きい。これらのシステムでは、広告主は、慎重にそれらのウェブサイトの提供に関連して
いる検索キーワードを選んで入札する必要がある。さもなければ、広告主は、彼らの商品
またはサービスへのどんな本物の関心も有しないカスタマによるクリックために代価を払
うことになる。しかしながら、キーワードの選択は、それが広告を出すウェブページの相
関性の唯一の評価基準でなく、また商品またはサービスでなく、そして、消費者は、いま
だ無関係の検索結果を受信している。
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【０００９】
　従って、広告主が消費者のグループを充当するウェブページの形で、より効果的に彼ら
の広告をターゲットとすることができる必要がある。さらに、商品あるいはサービスに興
味を持たない消費者に広告することをより有効に回避することは、広告主によって提示さ
れた。
【発明の開示】
【課題を解決するための手段】
【００１０】
　本発明は広告主が商品またはサービスのために示される検索結果が、いつ、どのように
彼らの問い合わせに応じた見込み客に提示されるかを操るのを可能にするためのシステム
と方法を提供する。
【００１１】
　特に、本発明は、サーチャからの検索要求に対応して検索結果リストを生成する方法を
提供する。この方法は、
（ａ）各広告主に関連する検索リストに関するデータベースを保持し、各検索リストは
　（i）ネットワークの位置または他の問い合わせ先と、
　（ii）少なくとも１つの検索語と、
　（iii）サーチャによって指定された地理的位置と広告主によって指定された地理的位
置属性との比較に従って修正できる広告主入札量とに関連し、
（ｂ）サーチャから検索要求を受信し、
（ｃ）検索要求に一致させる探索語を有する検索リストを特定し、
（ｄ）各検索リストに適用されたアルゴリズムに従って検索結果リスト内に特定された検
索リストを注文し、そのアルゴリズムはサーチャによって指定されたロケーションと比較
され、広告主によって指定された地理的位置属性に依存する値を持っているロケーション
の変数の要素を含み、
（ｅ）ステップ（ｄ）で発生する検索結果リストの検索リストに関連している情報を検索
するためにサーチャからリクエストを受信し、
（ｆ）正確な広告主報告書のメンテナンスを許可するために、広告主に対応するアカウン
ト識別情報を含む検索要求事象を記録し、広告主の入札量に基づいて広告主チャージ量を
計算することを含む。
【００１２】
　広告主入札量は、単一値または値域であっても良い。通常、計算された広告主チャージ
量は、単一値または範囲の上限を超えることができない。チャージ量は、消費者が問い合
わせをするとき計算され、広告主のために一致する広告主リストのセット内で可能な最も
好ましいランクを保持するのに必要な最小の金銭量と等しい。
好ましくは、アルゴリズムには、サーチャにとって、ネットワークの位置または他の問い
合わせ先の過去の人気を示す変数の人気要素がある。通常、そのようなロケーションまた
は情報のクリック・スルー・レートによってこれを評価できる。
【００１３】
＜広告主＞
　広告主は、例えばビジネス・プロモーター、宣伝活動マネージャー、ウェブサイトプロ
モーターあるいは、ビジネスまたは個々の努力のための販売を求めることに関与する他の
個人かもしれない。広告主は「フルサービス」広告主、すなわち、キーワード拡張および
選択の原因である専用選挙運動本部長、編集の援助、予算管理、キャンペーン管理および
他の側面によって表わされるものであるかもしれない。
【００１４】
　あるいはまた、それらのアカウントへの十分なアクセスによって、オンラインでそれら
自身のキャンペーンを登録し、セットアップし、対処できるように、広告主はセルフサー
ビスアクセスを有することができる。例えば、これは、財政的な制限が順守されるときの
開始、終了日、財政的なリミット、および世代の延滞通知などのように、それら自身のキ
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ャンペーンを工夫し、起動し、キャンペーンの全面を監視する能力を広告主に与えること
を、含むことができる。通常、未来のセルフサービス広告主は、ユーザインタフェースを
通してアクセス可能な「ウィザード」を介してそれらのアカウントのセットアップを始動
することができる。
【００１５】
＜キーワード＞
　広告主は、それらのリストに適切なキーワードのために、識別し、ターゲットとし、値
を付けることができる。好ましくは、消費者は「種子」キーワードを入力する広告主に対
応して提案されたキーワードのリストを提供するキーワードツール、およびこれらのキー
ワードにおける変分（複数の、同義語、拡張などの）にアクセスできる。好ましくは、選
ばれたキーワードが提供するクリックの数、それが提供する適当なランキング、およびキ
ーワードをターゲットとするコストの評価をまた、消費者に提供できる。
【００１６】
　例えばインターネット広告サーバ、電話帳支援、守衛システム、モバイル機器インター
ネットおよびメッセージシステム、車内ナビゲーションシステムを介して、暗黙または明
示的に、検索問い合わせを始動することができる。特に、本発明は、広告主が特定の広告
デリバリタイプ（音声、インターネット、ワイヤレスまたはロケーションの機器）のため
にリスティングを要求し、広告主によって修理されたそれらの商品のためのディスクリプ
タまたはキーワードなどのサービス、適用事業および／またはロケーションを選び、広告
主によってサービスされた位置を指定することを可能にする、システムおよび方法を含ん
でいる。検索リストに関連する媒体のタイプに依存することは、ネットワークの位置また
は、電話番号、住所、Ｅメールアドレスなどの他の問い合わせ先に関連する。
【００１７】
 ＜検索＞
　サーチャは、通常、商品またはサービスを求めている消費者である。消費者が検索語（
キーワード）をサーチエンジンに入れるとき、好ましくは、拡張された完全な一致検索は
、「ほとんど」マッチするキーワードに関連しているリスティングを定めるために扱われ
る。このタイプのマッチングで、システムは非常に適切なキーワードと複数の他の軸、簡
略名、頭文字語、頭字語、一般的なスペルミス、同義語、および関連する語句を含む変分
を自動的に定める。それらが広告主のキーワード支配において明示的でなくても、マッチ
ングはこれらの変分に生じる。本発明で他のタイプをキーワードの探すことを利用するこ
とができるかもしれないことは、適切なテクノロジーに熟練した人には容易に明らかにな
る。これらのリスティングを次に、処理結果リストに入れて、消費者に表示する。
【００１８】
　通常、ディスプレイは１つ以上のリストを含んでいる。例えば、そのディスプレイは、
ページにプロミネンスを取る処理結果リストを含むことができる。また、１以上の追加処
理結果リストは、ディスプレイの中で、トップ、底あるいは側で、あるいは内容ページ内
の広告として「サイドバー」として生じる。広告主は配置タイプ（すなわち、彼らが、彼
らのリストが主な処理結果リストおよび／またはサイドバーに現れるのを好むであろうか
否か）を指定することができる。
【００１９】
　通常、プレミアムリストが、中核結果リストの一番上に現れる。より多くの広告主が、
最初のディスプレイのページにあるよりキーワードをターゲットとしていれば、追加のリ
ストが後の結果ページに示される。サイドバー結果リストは、プレミアムリストと同じ目
標決定属性を有するが、消費者はプレミアムリストと比べてサイドバー結果を見る傾向が
ない。
【００２０】
＜ペイフォーパフォーマンス＞
　「ペイフォーパフォーマンス」プロセスとしての口語的に既知の競争入札プロセスへの
対話型の参加により、本発明により発生する検索リストに表示される広告主のリスティン



(9) JP 2008-505410 A 2008.2.21

10

20

30

40

50

グの周波数と注文を操る。それらのリストがプライオリティを与えられるべき他の広告主
に対して、広告主はターゲットとされたキーワードに対して格付けする際に入札できる。
【００２１】
　通常、広告主は、彼らの入札を置くために安全なウェブサイトを通じてそれらのアカウ
ントにアクセスする。入札は広告主が消費者が広告主のハイパーリンクしたリスティング
をクリックするごとにペイフォーパフォーマンスシステムの所有者に支払う最大の金額に
対応している。広告主のリストがシステム上でクリックされるごとに、広告主の最良の可
能な最高位の地位に必要な最低の価格まで広告主によって払うべき量を最適化できる。
【００２２】
　ウェブサイトＵＲＬにリストをリンクできるか、またはあるいはまた、電話番号／フリ
ーダイヤルにリストをリンクできる。通常、システムは、企てが上昇することができるデ
フォルト最低価格およびデフォルト量を設定する。さらに、高需要または高頻度のキーワ
ードに関連したリストのための層をなした最低価格があるかもしれません。
【００２３】
　通常、消費者は彼らが広告主の商品またはサービスの供給を取得できるロケーションへ
の地図または指示にアクセスできる。また、彼らは、広告主の営業活動を詳述するＳＭＳ
などの他の広告機能を受信できる。本発明の方法では、ウェブサイト、インターネット検
索エンジン、電話帳補助システム、モバイル機器インターネットやメッセージシステム、
または車内ナビゲーションシステムなどのワイヤードまたはワイヤレスの媒体を使用する
ことができる。
【００２４】
　通常、消費者が広告主リストをクリックするとき、システムはそれらの現地語で適切な
広告にサーチャをマッチする。例えば、これは、サーチャの発言がイギリスで、英語で広
告を受け取り、その一方でフランスのサーチャがフランスの言語で広告を受信することを
保証する。
【００２５】
 ＜ロケーションとランキング＞
　各検索リストに適用されたアルゴリズムは、サーチャによって指定されたロケーション
と比較された広告主によって指定された地理的位置属性に依存する値を持っているロケー
ションの変数の要素を含んでいる。アルゴリズムで発生する結果は、どんな関連検索結果
リストでも順番について判断できる「潜在的収量」である。また、広告主の歴史的な測定
相関性などの他の要素は潜在的収量を操ることができる。
【００２６】
　本発明では、リストはロケーションの属性に関連する。ロケーションは、非常に広い用
語であり、非常に大きなものと同様に非常に小さい地理的な領域に適用できる。広告主は
国際的であるか、国家の、または、地方の、または、ローカルなキャンペーンのオプショ
ンを通常有する。通常、広告主は、（i）ロケーションのコレクション（例えば、オース
トラリア、すべてのすべてのメルボルン、郊外に隣接しているすべてのロケーション中央
のビクトリアまたは特定の郊外とすべて）、（ii）特定位置（例えば、メルボルン、コリ
ングウッド、または中央のビクトリア）、または（iii）ロケーションでないことを選択
することを要求される。
【００２７】
　また、ロケーションもバリデーションを受けることがある。例えば、後者が余分であろ
うから、国の中のロケーションに加えて「国家であること」のようにある選択から広告主
を防ぐことができる。競合がロケーションの名のスペルミスなどのように検出されるか、
またはロケーションが多状態で存在しているなら、明確化のための適切なプロンプトは発
生できる。
【００２８】
　従って、消費者が検索を行って、広告主の商品またはサービス繋がり情報を要求する（
どちらか、地理的、話題としてまたは明確に）場合に、システムは、受注が広告主によっ
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て定義されたパラメータによって操られて、どの広告主が検索リストのサーチャに紹介さ
れるかを判断する。
【００２９】
　したがって、システムオペレータが十二分に最も高いものを付けることによる被制御の
ランキングが付けた、検索リスト、または広告主がランキングを完全に制御した先行技術
の２つの基本システムと対照して、現在の方式はこれらの作業のハイブリッドを容認する
。すなわち、変数（それはシステムオペレータによって設定できる）としての位置の使用
および入札量（それらは広告主によって設定される）は、アルゴリズムの結果（すなわち
、受注）は双方で操られることができることを意味する。経験は、より多くのロケーショ
ンの全構造検索リストが、よりしばしばカスタマによってアクセスされることを示してい
る。そういうものとして、ランキングのアルゴリズムでロケーションが関係パラメータで
あると使用することは、システムオペレータと広告主の両方に役立つ。広告主は販売を引
きつける可能性があり、そして、システムオペレータはそのようなリストを支持してラン
キングにバイアスをかけることにより、その収入を最適化している。
【００３０】
 ＜広告主アカウント＞
　複数の広告主各人のために少なくとも１つのアカウント記録を有するデータベースを含
むコンピュータシステムを使用して本発明を容易にすることができ、アカウント記録は、
（ａ）少なくとも１つの検索リストであって、
　（i）ネットワークの位置または他の問い合わせ先と、
　（ii）少なくとも１つの検索語と、
　（iii）サーチャによって指定された地理的位置と広告主によって指定された地理的位
置属性の比較に従って修正できる広告主入札量とを含む少なくとも１つの検索リストと、
（ｂ）計量勘定収支と、
（ｃ）検索リストの履歴と、
（ｄ）コンピュータシステムにアクセス可能であって、コンピュータネットワークを介し
てパブリックアクセスから孤立している前記支払処理情報と、
（ｅ）支払歴とを含む。
使用中に、通常、広告主（自分でまたは彼らのキャンペーンマネージャを通した）は、彼
らの機構、アカウントの詳細、支払協定、初期のキャンペーン、およびリストを設立する
。そして、彼らは１つ以上のキーワードを含む検索語または促進されるための商品または
サービスについて説明するカテゴリを選ぶことができる。そして、広告主はそれらのリス
トのために入札量を指名する。
【００３１】
　広告主のリストが消費者によって扇動された検索クエリーにマッチするとき、ランキン
グのプロセスが発生する。その時、広告主のリストの潜在的収量は、アルゴリズムを使用
しながら計算されて、消費者の問い合わせのキーワードにマッチする他のリストの潜在的
収量、カテゴリまたはロケーションの属性と比較される。最も高い潜在的収量を有する多
くの広告主リストが、プレゼンテーションのためのサービスで消費者に選ばれる。通常、
広告主の入札量は、入札時刻に処理されない。オンラインシステムで暗示したランクを広
告主に表示できるが、ロケーションがマッチしているシステムに影響するので、このラン
クは説明されない。そういうものとして、通常、新規の入札はリアルタイムに処理されな
い、そして、適切な広告主のリストがいったん選ばれると、１紹介あたりの払込金額が計
算される。
【００３２】
＜アカウント更新＞
　また、検索リスト情報は、時々それらの事業への変化による広告主によって更新される
か、または新規の広告キャンペーンを考慮に入れる必要がある。従って、本発明はまた、
コンピュータネットワークを介してリモートコンピュータから受信された検索要求に対応
して、コンピュータネットワークサーチエンジンにより発生される検索結果リストの検索
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リストに関連する情報の更新を提供し、
（Ａ）複数の広告主各人への少なくとも１つのアカウント記録を有するアカウントデータ
ベースを保持するステップであって、アカウント記録は、
　（ａ）少なくとも１つの検索リストであって、
　　（i）ネットワークの位置または他の問い合わせ先と、
　　（ii）少なくとも１つの検索語と、
　　（iii）サーチャによって指定された地理的位置と広告主によって指定された地理的
位置属性の比較に従って修正できる広告主入札量とを含む少なくとも１つの検索リストと
、
　（ｂ）計量勘定収支と、
　（ｃ）検索リストの履歴と、
　（ｄ）コンピュータシステムにアクセス可能であって、コンピュータネットワークを介
してパブリックアクセスから孤立している前記支払処理情報と、
　（ｅ）支払歴とを含み、
（Ｂ）広告主から広告主アカウント記録の検索リストを求める変更要求を受信するステッ
プと、
（Ｃ）変更要求に対応して広告主アカウント記録の検索リストを更新するステップと、
（Ｄ）コンピュータネットワークを使用しサーチャから受信された検索要求に対応してサ
ーチエンジンにより発生される検索結果リストにおける更新された検索リストのための位
置について判断するステップと、
（Ｅ）サーチャによって指定された位置と比較して広告主によって指定された地理的位置
属性に依存する値を有するロケーション変数の要素を含む各検索リストに適用されたアル
ゴリズムを使用して、検索結果リストにおける更新後の検索リストの位置計算するステッ
プとを含む。
【００３３】
　本願発明の別の実施例では、コンピュータネットワークを介して検索結果リストの検索
リストに関連する情報を更新するための方法が提供され、
（Ａ）複数の広告主各人への少なくとも１つのアカウント記録を有するアカウントデータ
ベースを保持するステップであって、アカウント記録は、
　（ａ）少なくとも１つの検索リストであって、
　　（i）ネットワークの位置または他の問い合わせ先と、
　　（ii）少なくとも１つの検索語と、
　　（iii）サーチャによって指定された地理的位置と広告主によって指定された地理的
位置属性の比較に従って修正できる広告主入札量とを含む少なくとも１つの検索リストと
、
　（ｂ）口座名と、
　（ｂ１）計量勘定収支と、
　（ｂ２）広告主への支払処理情報であって、前記支払処理情報は前記コンピュータネッ
トワークを介してパブリックアクセスから孤立して保持された支払処理情報と、
　（ｂ３）支払歴と
　（ｂ４）検索リストの履歴と、
　（ｃ）検索リストのランクの設定に対する他の検索リストとを含み、
（Ｂ）認証されたログインアクセスを広告主に提供するステップであって、広告主のログ
インアクセスが、広告主がそれらのアカウント記録を変更することを許可するステップと
、
（Ｃ）前記広告主からリクエストを受信して、後で検索のためにリストインデックスにそ
のリストをエクスポートすることに関するアカウント記録の検索リストを変更するステッ
プと、
（Ｄ）検索要求を受信するステップであって、検索要求は少なくとも１つのキーワードと
ロケーションを含み、検索要求はリモートコンピュータのサーチャからインターネットを
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介して受信するステップと、
（Ｅ）各検索のための検索語と地理的位置属性に検索要求がマッチしている検索リストに
ついて含まれた検索結果リストを発生させるステップであって、検索結果リストにおける
検索リストはアルゴリズムがサーチャによって指定されたロケーションと比較され、広告
主によって指定された地理的位置属性に依存する値を持っているロケーションの変数の要
素を含んでいる各検索リストに適用されたアルゴリズムにより注文されるステップとを含
む。
【００３４】
　入札量は、ランクに影響する唯一の要素でない。同様にキーワードは選択のための唯一
の属性でない。その結果、消費者によっていったん結果が選ばれると紹介あたりの実費に
ついて計算することは、望ましい。別の広告主は同じ探索語とロケーションにマッチでき
るが、それらのリストにはそれらの分野のいくつかまたはすべてのための異なった属性が
あるのは可能である。そういうものとして、選ばれた用語に対してマッチするすべてのリ
ストのためにランク値を発生させるのは、可能でない。
ランク値は、好ましくはリアルタイムで計算されないが、消費者が問い合わせをするとき
に計算され、そして、最初の時に、マッチする広告主のセットはシステムに知られている
。リストの潜在的収量は、広告主のリストが消費者によってなされたリクエストに対応し
て示される順番について判断する。より高い広告主入札量がリストの潜在的収量を増強で
きる間、それは、自動的に高いランク値をもたらしもしないし、低い最大入札で、より有
利な位置決め遠競争相手を保証もしない。また、示したように、潜在的収量はロケーショ
ンによって操られる。潜在的収量が高ければ高いほど、より恐らく早く、リストはさらに
消費者に提示される。
【００３５】
　従って、システムは広告主が容易に更新できるアカウント情報を通常含んでいる。本願
発明のシステムおよび方法の一実施例は、複数の広告主各人のためにデータベースに少な
くとも１つのアカウント記録を提供し、アカウント記録は、
（ａ）少なくとも１つの検索リストであって、
　（i）ネットワークの位置または他の問い合わせ先と、
　（ii）少なくとも１つの検索語と、
　（iii）サーチャによって指定された地理的位置と広告主によって指定された地理的位
置属性の比較に従って修正できる広告主入札量とを含む少なくとも１つの検索リストと、
（ｂ）計量勘定収支と、
（ｃ）検索リストの履歴と、
（ｄ）コンピュータシステムにアクセス可能であって、コンピュータネットワークを介し
てパブリックアクセスから孤立している前記支払処理情報と、
（ｅ）支払歴とを含む。
【００３６】
　通常、本発明は、コンピュータネットワークサーチエンジンで発生された検索結果リス
トの検索リストに関連する情報を広告主が更新することを可能にする方法を提供し、
（Ａ）複数の広告主各人への少なくとも１つのアカウント記録を有するアカウントデータ
ベースを保持するステップであって、アカウント記録は、
　（ａ）少なくとも１つの検索リストであって、
　　（i）ネットワークの位置または他の問い合わせ先と、
　　（ii）少なくとも１つの検索語と、
　　（iii）サーチャによって指定された地理的位置と広告主によって指定された地理的
位置属性の比較に従って修正できる広告主入札量とを含む少なくとも１つの検索リストと
、
　（ｂ）計量勘定収支と、
　（ｃ）検索リストの履歴と、
　（ｄ）コンピュータシステムにアクセス可能であって、コンピュータネットワークを介
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してパブリックアクセスから孤立している支払処理情報と、
　（ｅ）支払歴とを含み、
（Ｂ）広告主から広告主アカウント記録の検索リストを求める変更要求を受信するステッ
プと、
（Ｃ）変更要求に対応して広告主アカウント記録の検索リストを更新するステップと、
（Ｄ）コンピュータネットワークを使用しサーチャから受信された検索要求に対応してサ
ーチエンジンにより発生される検索結果リストにおける更新された検索リストのための位
置について判断するステップと、
（Ｅ）サーチャによって指定された位置と比較して広告主によって指定された地理的位置
属性に依存する値を有するロケーション変数の要素を含む各検索リストに適用されたアル
ゴリズムを使用して、検索結果リストにおける更新後の検索リストの位置計算するステッ
プとを含む。
【００３７】
＜アカウント管理＞
　各アカウントは広告主のために連絡先、請求、クレジット承認、および作業指令情報を
通常含んでいる。さらに、各アカウントは音声、ワイヤレス、インターネットまたはＳＭ
Ｓデリバリのための少なくとも１つの広告主リストを含むことができ、各検索リストは１
２の要素を有している：広告主のリストのための示されるべき事業、製品またはサービス
のテキスト記述、電話をされる事業の音声説明、事業の物理アドレス、ウェブサイトのＵ
ＲＬ（Uniform Resource Locator）、キーワード、適用事業、最大の入札量、修理された
ロケーション、およびタイトル。また、各アカウントは広告主の支払歴を含むことができ
、検索リストの履歴はユーザにより入力される。
【００３８】
　広告主は、安全なサーバ上で走る認証プロセスによって先方勘定にログインできる。い
ったんログインすると、広告主は、検索リストを追加するか、削除するか、または変更で
きる。検索リストを追加するか削除するか、または検索リストの入札量を変更する機能は
、競争入札を始動しない。オークションのプロセスは消費者によって始動され、そして、
オークションの関係者は消費者のリクエストで設定されたパラメータに基づいて選ばれる
。広告主リスト変化と変形はバッチ処理される。
【００３９】
　好ましくは、サービスされた各紹介のために計算された広告主チャージ量は、広告主計
量勘定収支から差し引かれる。広告主アカウントは、指名クレジットカードまたは銀行口
座から口座自動引き落としのシステムを使用して、通常、精算している。例えば借り方ト
ランザクションは定期的に指名間に生じることができる。あるいはまた、広告主は、各月
の末には精算のためのインボイスを受信するために選ぶことができる。別の実施例では、
広告主は配置に「最上位」を選ぶことができる。（それらのアカウントはクレジットで持
たれて、クレジットが設定値の下に落下するとき、指名合計金額はクレジットカードまた
は銀行口座から広告主アカウントまで移される）。
【００４０】
＜プログラミングコード＞
　本発明の方法とシステムを実施するために、関連プログラミングコードが必要とされる
のは、容易に明らかである。本システムは、通常、例えば
（Ａ）認証に対応してログインアクセスを広告主に提供するためのプログラミングコード
であって、広告主のログインアクセスが広告主アカウント記録を変更するために広告主ア
クセスを承諾し、アクセスは、他のもののアカウントを変更するために広告主に提供され
ないプログラミングコードと、
（Ｂ）前記広告主からリクエストを受信するとき広告主の計量勘定収支を増強するために
金銭を追加するためのプログラミングコードと、
（Ｃ）前記広告主からリクエストを受信して、それに続いてバッチでリストインデックス
に検索リストをエクスポートすることに関する広告主アカウント記録に検索リストを追加
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するためのプログラミングコードと、
（Ｄ）バッチで検索リストの変更がそれに続いて行なわれた状態で前記広告主からリクエ
ストを受信するときの広告主のアカウント記録からリストインデックスまで削除するため
のプログラミングコードと、
（Ｅ）バッチでどんな変形もそれに続いて作られている前記広告主からリストインデック
スまでのリクエストを受信するとき広告主の検索リストを変更するためのプログラミング
コードと、
（Ｆ）前記広告主からリクエストを受信するとき広告主のために活動報告を発生させるた
めのプログラミングコードと、
（Ｇ）リモートコンピュータから検索要求を受信するためのプログラミングコードであっ
て、検索要求は少なくとも１つのキーワードと地理的位置を含む探索語を含み、検索要求
は、リモートコンピュータから認証なしで公的に理解できるウェブサイトまでコンピュー
タネットワークの上に受信されるステップと、
（Ｈ）検索要求に対応して検索結果リストを発生させるためのプログラミングコードであ
って、検索結果リストはデータベースに関するアカウント記録からバッチで取り出された
リストインデックスからの検索リストを含み、検索結果リストにおける各検索リストのた
めの検索語が検索要求で一致させ、検索リストは各検索リストに適用されたアルゴリズム
による検索結果リストをオーダーするステップとを含む。
【発明を実施するための最良の形態】
【００４１】
　さらに以下の非限定的な実施例を参照して本願発明について説明する。
【００４２】
＜図１＞
　図１は、本発明の好適実施例で使用することができるタイプの分散システムの実施例で
ある。このシステムでは、システムへのアクセスを所望する人は、通信媒体上でアクセス
可能なサーバプログラムからサービスを要求するためにネットワークで動くプログラムを
使用することができる。サーバは、事実上コンピュータネットワークのための情報提供者
として機能する。通信媒体は複数のプログラムにサーバの情報収集能力を利用させること
ができる。アクセスは、ワイヤードなサービスまたは無線サービスを介して行うことがで
きる。
【００４３】
　分散システムは、アクセスハードウェア５、広告主サーバ１０、アカウント管理サーバ
１２、およびサーチエンジンサーバ１４を含むことができ、そのすべてが例えばインター
ネットまたは移動電話ネットワークなどのネットワーク１５に接続される。当業者に知ら
れているワイヤードまたはワイヤレスのネットワークのいずれのタイプを通してサーバを
一緒に接続できる。通常、サーバは個別の専用通信網により多くの数のコンピュータとの
接続を含んでいる。
【００４４】
　アクセスハードウェア５は、例えば従来のパーソナルコンピュータ、移動電話、乗り物
のコンピュータまたは同様のものであっても良い。アクセスハードウェア５は、１つ以上
のプロセッサ、メモリ、入出力装置、および従来のモデムのようなネットワークインタフ
ェースを通常含んでいる。アクセスハードウェア５は、広告主サーバ１０に格納されたウ
ェブページまたは記録を置くためにナビゲータまたはエクスプローラーなどのウェブブラ
ウザを実行できる。ブラウザは、消費者に検索されるために特定のウェブページのＵＲＬ
などのアドレスを入れさせる。さらに、ページがいったん検索されると、ブラウザは他の
ページまたは記録へのアクセスを提供できる。例えば、人がシステムにアクセスするため
にパーソナルコンピュータを使用するとき、ユーザがハイパーリンクを他のウェブページ
と「クリックする」ときにこれが通常生じる。ページは、内容として明瞭な文字情報、ま
たは、ソフトウェアプログラム、図形、オーディオ信号、ビデオなどなどのようなより多
くの複雑なデジタルにコード化されたマルチメディアコンテントを含むデータレコードで
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あっても良い。
【００４５】
　通常、アカウント管理サーバ１２はデータベース２５と処理システム２２を含むコンピ
ュータ記憶媒体を含んでいる。データベース２５は広告主アカウント情報を含んでいる。
アカウント管理サーバ１２に格納された広告主アカウント情報にアクセスするために、ク
ライアントハードウエア５で動く従来の検索プログラムを使用することができる。
サーチエンジンウェブサーバ１４にアクセスすると、ユーザは、サーチエンジンがウェブ
で関連ページを特定するために使用する１つ以上のキーワードとロケーションの属性を含
む探索語をタイプし、次に、アカウント管理サーバ１２によって行われた入札プロセスの
結果に基づく検索結果リストを発生させることができる。サーチエンジンウェブサーバ１
４は情報当該を探索語に含むドキュメントにハイパテキストリンクのリストを発生させ、
ユーザによってサーチエンジンに入れられたキーワードとロケーションの属性を含んでい
る。サーチエンジンウェブサーバ１４はウェブページの形で、ネットワークユーザにこの
リストを送信する。そこでは、消費者アクセスハードウェア５上で動きながら、ブラウザ
の上に表示される。
【００４６】
　サーチエンジンウェブサーバ１４は、ネットワークに接続でき、ユーザ・クエリーに対
応して検索結果を発生させるように使用される検索リスト記録について含まれた検索デー
タベースを含むことができる。また、さらに、サーチエンジンウェブサーバ１４をアカウ
ント管理サーバ１２に接続できる。サーチエンジンウェブサーバ１４と本発明のアカウン
ト管理サーバ１２は、クライアントアクセスハードウェア５に位置したユーザの異なった
情報ニーズを扱う。
【００４７】
　例えば、広告主ウェブサーバ１０上に広告主ウェブページを置くように有する広告主な
どのネットワーク情報提供者は、アクセスハードウェア５を使用することができる。これ
らの広告主は、例えば、競争入札プロセスに参加するために、アカウント管理サーバ１２
のストレージにあるアカウント情報にアクセスしたがっている。広告主は、それらが提供
する探索語（キーワードまたはビジネスカテゴリなどの）のいろいろな組合せとそれらの
事業に関連しているロケーションと商品またはサービスを入札できる。通常、検索語の関
連あるいは対応するウェブサイトへリストすることは、コンピュータプログラムが検索語
および例えば対応する品物を評価するところで、アカウント管理サーバ１２で実行するコ
ンピュータプログラムあるいは１セットのあらかじめ定められた編集規則によるビジネス
のサービスを使用して評価される。
【００４８】
　より高い潜在的収量を有するリストは広告主のリストロケーション、カテゴリまたはキ
ーワード属性にマッチする消費者問い合わせが、既履行であるときにサーチエンジン１４
で発生する検索結果リストページにおけるより有利な位置決めを受信する。広告主のウェ
ブサイトが検索結果リストを介してアクセスされる各時に、広告主のアカウントから広告
主チャージ量を計算して、借り方に記入する。
【００４９】
　検索結果リストエントリは広告主の検索リストのランク値を通常示さない。好ましくは
、ランク値は、順序値、検索結果リストにおける広告主の検索リスト位置について判断す
る処理システムで検索リストに発生して、譲渡された数である。ランク値は広告主検索リ
ストの潜在的経済的収量の比較基準である。むしろ、各広告主探索リストに対するランク
値は、ソフトウェア（それは入札量（または最大の入札量）、と地点特異性の程度、およ
びこの瞬間で消費者問い合わせと一致する検索リストの検索語の間の数学的関係に依存す
る）の中でインプリメントされて、プロセスを通じて割り当てられる。リストの歴史的な
人気は、このプロセスで使用することができる付加的な好ましいパラメータである。
属性として位置を表現し、かつしたがってランク価値に影響する能力は、広告主と消費者
の両方に特に有利である。第１に、それは、広告主が消費者のグループを当てるためのウ
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ェブページの形で、より効果的に彼らの広告を狙うことができるのを容認する。第２に、
それは、広告主によって提示された品物またはサービスに興味を持たない消費者に、広告
することについての時間および金銭を浪費することを回避する。
【００５０】
　国家の、そして、状態地域の、そして、特定の郊外、町、地名または通知コードの定義
された辞典からロケーションを選ぶことができる。広告主によって選ばれたロケーション
が、どれくらい効果的に消費者によって提供されたロケーションに合うかに関する測定は
、消費者に提示された検索結果リストにおける、広告主のリストのランクを変更するため
に使用される。このロケーションのベースの「後押し要素」は、（最大の入札量を含む）
消費者に提示された広告主リストの相対オーダーについて判断するために、測定人気（使
用されるなら）と入札値に対して適用される。
【００５１】
　プロセスは、消費者のキーワードとロケーションの仕様にマッチするすべての検索リス
トを集めて、最も高い収量からランク値を各検索リストに割り当てることで導き出される
中で最も低い潜在的収量まで整然としている検索リストをソートする。通常、最も高い潜
在的収量を有するリストは最も高いランク値を受信し、最低の潜在的収量（最低ランク価
値を受信する）でリストに続いて、次の最も高い潜在的収量を有するリストは次の最も高
いランク値を受信する。最も好ましくは、最も高いランク値は相次ぐ順序値（例えば、２
、３、４…）を増強する相次ぐ横隊を減少させる順に割り当てられる１つである。好まし
くは、２つの検索リストがキーワードとロケーションの属性にマッチして、また、同じ潜
在的収量を有すると、上級値は、より高いロケーションが値（上で説明した）を上げる入
札リストに割り当てられる。
【００５２】
　検索リストに利用者がアクセスするその都度、サーチエンジンウェブサーバ１４は、通
知され、その検索リストの広告主のためにアクセス事象を口座名に関連される。アカウン
ト識別情報は検索要求事象として検索リクエストから情報に伴う広告主のアカウントに記
録される。
【００５３】
　別の好ましい配置で、リモートサーチャがサーチエンジンウェブサーバ１４の上に検索
クエリーページにアクセスして、上で説明した手続きに従って検索要求を実行するとき、
サーチエンジンウェブサーバ１４は、マッチしている広告のリストにそれぞれまさにリモ
ートサーチャによって入られた標準化された検索語とロケーションがさばくそれぞれの事
業リストの一致を示す検索語分野でのマッチしている広告のリストにおける「標準化され
る」のエントリが相当しているリストを発生し表示するか、またはロケーションの親ロケ
ーションはリモートサーチャにより入力される。
【００５４】
　問い合わせと検索リストで用いられる探索語の標準化は、適切な結果を生成するために
頭文字と兼務のように、検索と広告主によって入られた探索語の一般的な不規則を除去す
る。検索リストの検索語フィールド間のマッチおよび検索語がリモートサーチャによって
入力されて問い合わせすると判断する代替の体系は、本発明で使用される。例えば、同義
語に関するシソーラスデータベースは、サーチエンジンウェブサーバ２４に格納される、
（一致が同義語を有する検索語のために発生するように）。位置測定方法はさら、ある探
索を洗練するために使用される。例えば、「パン屋」または「食料品店」の検索は、明示
的にロケーションを定義した広告主またはそれらの事業がサービスを提供するロケーショ
ンに制限される。この情報は、アカウント管理サーバ２２のストレージ３２で格納された
広告主アカウントデータベースの相互参照によって得られない。
【００５５】
　あるいはまた、当技術分野で既知のストリングマッチングアルゴリズムは、検索リスト
に関するキーワードとキーワード問い合わせが同じルートを有するところで一致を発生さ
せるのに使うことができるが、まさに同じでない（例えば、コンピュータに対して計算す



(17) JP 2008-505410 A 2008.2.21

10

20

30

40

50

る）。最終的に、異なった国からユーザの捜索を洗練するのに国際化方法論を使うことが
できる。例えば、国あるいは言語に特有の探索結果は、広告主アカウントデータベースの
相互参照によって生成できる。
【００５６】
＜図２＞
　図２はそれぞれの広告主アカウント記録２８に含まれた情報のタイプを示す。情報は、
ユーザ名３２と、オンライン認証のために使用されたパスワード３４と、住所、電話、Ｅ
メールアドレスなどの他の情報３６と、計量勘定収支、クレジットカード情報、毎月の上
限値などの課金情報３８と、監査トレイルリスト４０と、広告情報を含んでいる。
課金情報３８は広告主が広告主のアカウントに対して負債を精算するためにオプションを
選ぶときアクセスされたデータを含んでいる。毎月の上限値は、何か月後にもシステムの
中で自動的に拡張された信用金額を広告主に制限するために使用される。さらに、毎月の
上限に関連した経常収支などのある課金情報は通知、差し止めまたはクレジットコレクシ
ョンに操作と警戒を必要とする事象の引き金となることができる。
【００５７】
　監査トレイルリスト４０はアカウント記録的な２８がアクセスされているすべての事象
に関する記録を含んでいる。
【００５８】
　広告情報収集部門４２は、本発明の一致と表示処理を行うのに必要である情報を含み、
選択とランクが事業リストのためにサーチエンジンで発生する検索結果リストの中で判断
される。ユーザアカウント２８の広告するデータ４２は、ゼロ以上のキャンペーン４５と
して組織化できる。各キャンペーン４５はキャンペーンＩＤ４４と少なくとも１つの検索
リスト４７とを含む。各検索リストはロケーションを含む少なくとも１セットの探索語に
対応している。広告主は複数の探索語またはロケーションにおける複数の入札を組織化す
るか、または複数のウェブサイト、電話番号または物理アドレスのための入札を組織化す
るキャンペーンを利用できる。また、キャンペーンも特に狙っている市場セグメントの性
能を追跡しようとしている広告主の役に立つ。キャンペーン上部構造は、彼らの広告取り
組みを組織化しようとしている広告主の利益のために導入されて、本願発明の操作法に影
響しない。あるいはまた、広告情報収集部門は、追加組織的なレイヤのキャンペーンを含
む必要はないが、単に一個以上検索リストを含むことができる。
【００５９】
　いくつかの選択が、彼らのキャンペーンを管理するために広告主に提示される。最初に
、広告主は現在、検索リストのためにアカウントで広告主入札量を変更させることができ
る。広告主入札量への変化はすぐに、システムの少しのプロセスも呼び出さない。広告主
が入札量を変更させる意図を示した後に、システムは、データベースの広告主アカウント
を検索して、全体のアカウントまたはキャンペーンのために広告主アカウントで検索リス
トを表示する。検索リストは、広告主によって定義されたキャンペーンに分類できて、１
つ以上の事業リストを含むことができる。一度に、１つのキャンペーンしか表示できない
。好ましくは、また、ディスプレイは、広告主が選ばれたキャンペーンを変更させるのを
可能にするはずである。そして、スクリーンディスプレイは選んでいるキャンペーンのた
めに検索リストを示す。
【００６０】
　検索リスト４７は、オンラインランキングを行うキーの情報を検索語に含んでいて、プ
ロセスに値を付けながら、対応している。好ましくは、各検索リストは、検索語４９と、
商品またはサービス（テキストまたは音声のための）５１の説明と、カスタマ紹介５３を
容易にするＵＲＬ、電話番号、ＳＭＳアドレスまたは他のアドレス、最大の入札量５５、
タイトル５７の情報を含む。検索語４９はキーワード（または、カテゴリ属性）のための
離散的な分野とロケーションの属性を含んでいる。すなわち、ロケーションの属性はリス
ト、およびキーワードに割り当てられ、また、オプションで、カテゴリはリストに割り当
てられ、しかしながら、ロケーションの属性はキーワードまたはカテゴリに割り当てられ
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ない。
【００６１】
　英語（または、いかなる他の言葉も）でキーワードは一般的な語であるかもしれない。
カテゴリは、システムにより定義され、広告主により選ばれることができる。キーワード
とカテゴリの両方が文字列を含む。キーワードとカテゴリは、消費者の問い合わせの受領
書で制定される競争力があるオンライン入札プロセスのオブジェクトである。広告主は広
告主のウェブサイトの中身に関連しているキーワードまたはカテゴリを選ぶ。理想的には
、入札のために関連探索語の総合担保を確実にするためにそれほど一般的でない探索語を
選ぶことができるが、広告主は広告主のウェブサイトに関する情報を求めているサーチャ
によって入られそうな用語までターゲットとする検索語を選ぶことができる。さらに、カ
テゴリは選ばれる。カテゴリは、特定のキーワードが音声動作のコンシェルジュサービス
などのように利用されない適用範囲を提供するために選ばれる。広告主検索リストは１セ
ットの所定の事業見出しに対して狙う、そして、見出しは音声コンシェルジュサービスオ
ペレータによって選ばれる。
【００６２】
　事業説明５１は短い原文の広告主によって提供された製品の、そして、サービスの説明
である。ＳＭＳメッセージを介してこの説明５１を検索結果リストにおける広告主のエン
トリの一部として表示するか、オペレータが消費者に読み込むか、または消費者のワイヤ
レス機器に送ることができる。また、検索リスト４７はハイパーリンクした見出しとして
検索結果リスト（ＳＭＳで消費者に電話で提供するか、または発信する不可欠の事業とし
ての読出し）における広告主のエントリに表示できる検索リストのためのタイトルを含む
ことができる。アドレス５３は広告主の事業のポイントの広告主のウェブサイトのＵＲＬ
、広告主の電話番号および／または物理アドレスを含んでいる。例えば、ＵＲＬをブラウ
ザのプログラムに提供する。ブラウザのプログラムは上で述べられたリダイレクション機
構を通して順番に広告主のウェブサイトにアクセスする。また、検索結果リストにおける
広告主のエントリの一部としてＵＲＬを表示できる。あるいはまた、コンシェルジュオペ
レータがリストを選んで、紹介がシステムによって登録されて、消費者は、広告主の指定
された電話回線に接続される、および／または、ＳＭＳで電話番号を受信する。３番目に
、携帯電話などの車内ナビゲーションまたは他のモバイル機器を介してリストを選ぶこと
ができ、そして、システムが紹介にログインした後に機器は回転方向によって地図または
回転を広告主の事業拠点に送られる。
【００６３】
　好ましくは、広告主入札量５５は特定の金額であるまたは特定の範囲額のお金が広告主
にリストに関連するのを入札される。金額または範囲の上限が広告主が紹介のためにリス
トのために定義されたパラメータに対して支払う最大の額として設定される。しかしなが
ら、マッチしている広告主（広告主チャージ量）のセットの中で最適のランクを果たすた
めに必要とされた最小の量は、広告主が消費者問い合わせに取り組まされる各時刻に計算
されて、登録される。その後、前のサイクルの間のすべての紹介が、まとめられて、記録
される。各月の末には、借方バランスのクレジットカードを取り戻すか、または送り状を
送る。ランク値とその後の広告主チャージコストは、システムがマッチしている広告主検
索リストを特定する最初の時刻であるので、今までに検索クエリーに対応して計算される
だけである。
【００６４】
　いったんログインすると、広告主は、広告主のために規則と方針のリストを見るのを含
み、問い合わせ先と課金情報を変更させ、アクセスプロフィールを更新し、リスト、探索
語またはロケーションを追加するか、または削除し、最大の入札量を変更させ、顧客サー
ビス支援を要求し、取引履歴を見て多くの簡単なタスクを実行できる。これらのもので、
リクエストを実施するためにルーチンを呼び出す。
【００６５】
　さらに、広告主は通知オプションを設定できる。広告主はある重要事象が生じたときシ
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ステムが広告主に通知するオプションを選ぶことができる。例えば、広告主は、オプショ
ンに広告主の計量勘定収支が特定のレベルに達したとき、システムが従来の電子メールメ
ッセージを広告主に送信するのを有するように設定するのを選ぶことができる。この様に
、広告主は毎月の上限をリセットするか、またはアカウントが中断されている前に支払い
を済ませるという「警告」（広告主のリストがもう検索結果リストで見えない意味）を受
信できる。広告主が通知を受信したがっている別の重要事象は、拒絶されたクレジットカ
ード口座支払いである。このために、月末にシステムは、広告主のアカウントの量の負う
広告主のクレジットカードを請求するのを試みる。支払いが失敗する場合、アカウントは
保留され、通知は広告主のもとへ送られる。重要事象を指定したシステムの１つが生じた
場合、データベース検索はそれぞれの影響を受ける検索リストのために引き起こされる。
そして、システムは広告主のアカウントにおける特定の通知オプションによる適切な通知
ルーチンを実行する。
【００６６】
　広告主ミーティングは、計量勘定収支にかかわらずアカウントチャージを被り、規則的
配置における実際の紹介でシステムで発生する広告主の事業へ被られたチャージを反映す
る送り状を送られた額を支払うために彼らの月ぎめの勘定をクレジットカードに請求する
ことに代わって、基準が選出できる事業を選んだ。
【００６７】
　本発明の代替の実施例では、広告主は、口座自動引き落としまたはＢＰａｙのように広
告主の銀行口座から電子基金まで当技術分野で検証機構既知のである所望の量を移すこと
によって、彼らのアカウントを精算できる。本願発明の別の代替の実施例では、広告主は
従来の紙のベースの小切手を使用する彼らのアカウントを精算できるその場合、アカウン
ト記録データベースでスライド式入力装置で追加基金を更新できる。
【００６８】
　支払いのタイプに関する詳細を含んでいる法律文書情報フィールドは提供できる。例え
ば、クレジットカードに関して、法律文書情報はクレジットカードのためのクレジットカ
ードの名前に関するデータ（例えば、マスターカード、ＶＩＳＡ、またはアメリカン・エ
キスプレス）、クレジットカード番号、クレジットカード有効期限、および課金情報（例
えば、請求名とアドレス）を含むことができる。本発明の好適実施例では、セキュリティ
目的のために部分的なクレジットカード番号だけを広告主に表示する。
【００６９】
＜図３＞
　図３は、本発明の１つの実施例で使用されるアカウント記録に金銭を追加する方法を示
すフローチャートである。
【００７０】
　広告主は、それらのアカウントに金銭を追加するためにオプション５８を選ぶことがで
きる。広告主に表示５９されたデフォルト値は、執拗な状態から得られる、例えばトラン
ザクションゲートウェイプロバイダのデータベースに格納される。ウェブベースの帳票に
デフォルト課金情報を広告主に表示する。広告主は、ウェブベースの帳票上の適切なテキ
スト入力ボックスをクリックして、デフォルト課金情報への変更を行うことができる。変
化を終了した後に、広告主は、システムがステップ６０で課金情報を更新するか、または
あるいはまた、デフォルト値表示５９に戻るよう要求できる。広告主がデフォルト支払明
細にアップデートを要求したとき、ステップ６２に示されているように、関数は、広告主
によって提供された課金情報を有効にするシステムによって呼び出されて、確認のために
広告主にそれを表示して戻す。確認課金情報を読み取り専用帳票に表示し、広告主は変更
させることができない。
【００７１】
　以下のバリデーションステップが機能する。支払いが広告主の対外勘定から借り方に記
入することであるなら、支払いを認証して、認可して、終了できる。しかしながら、支払
いタイプがクレジットカードを使用するなら、有効にするアルゴリズムはシステムによっ
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て呼び出される。（それは、クレジットカード番号を有効にする）。さらに、関数は広告
主による確認の前に一時的なインスタンスに新規の値を格納する。
【００７２】
　一旦表示されたデータが正確であると広告主が確認すれば、広告主は彼らのデータが、
アカウントがステップ６４で更新されるべきであることを示すのに正確であることを確認
することを要求されるかもしれません。ステップ６４では、関数は適切な計量勘定収支に
お金を追加して、広告主の課金情報を更新して、広告主の支払歴に課金情報を追加するシ
ステムによって呼び出される。広告主の更新後の課金情報は格納された支払いゲートウェ
イプロバイダである。
【００７３】
　ステップ６４に呼び出された関数の中では、システムはステップ６６に電子支払い関数
を呼び出すことができる。本発明の代替の実施例では、支払いタイプの更新後の値に依存
する複数の支払いタイプを定義することによって、デビットカード支払いなどの他の支払
い関数を呼び出すことができる。
【００７４】
　支払いタイプがクレジットカードであれば、ユーザのアカウントはすぐステップ６８に
貸し方に記入され、ユーザのクレジットカードがステップ６２で既に有効にされる。追加
金銭取引のステータスを示すスクリーンは、正当な完成したクレジットカード決済によっ
て加えられた量に反映して、処理番号および新しい経常収支を示して、表示される。
【００７５】
＜図４＞
　図４は、本発明の一実施例の中で使用される変化入札プロセスを示すフローチャートで
ある。
【００７６】
　変化入札のために、検索語またはロケーションのために新規の入札入力フィールドに新
規の入札量を入れることによって、広告主ユーザは広告主が関連アカウント５９を選ぶこ
とによって既に既存の入札を持っている探索語とロケーションのための新規の入札を指定
できる。ステップ６０で広告主によって入られた入札変化を広告主に表示する。ディスプ
レイのページのための入札を更新するために、広告主はステップ６２で要求する新規の用
語を入力して６１、用語は更新される。広告主は、ボタンの図形をクリックするのを含む
、さまざまな手段でアカウント管理サーバにそのようなリクエストを送信できる。
【００７７】
　ステップ６４に示されるように、広告主の入札（どんなローカルの影響のない新潮流の
潜在的収量も広告主のリストのキーワード要素にマッチするあらゆる事業リスト、および
探索語とロケーションのために検索リストであると格付けされる中で最も高いものになる
のに必要である最大の入札量のために上げるシステム算出）を更新するためにリクエスト
を受信する。そして、更新後の用語を表示６５にする。
【００７８】
＜図５＞
　探索リストデータは、各検索リストと共に、テーブル７０の１つの列に対応する、表形
式で表示される。現在の入札量７４、ロケーションの設定７６、および今月の検索リスト
の平均したランク７７があとに続いて、一番左カラムに検索語７２が表示される。「Ｎｏ
．１であるように要求された」７８とタイトルをつけられたカラムは、評価された最大が
表示されたキーワードおよび位置配置のためにリストする、最も高い並べられた探索にな
るために必要とされる量を述べるとともに定義されて、今月の平均ランクに続く。それぞ
れの列の最右列は最初に現在の入札量に設定される新規の入札入力フィールド７９を含む
。
【００７９】
　「キャンペーン」として検索リストを表示できる。複数のキャンペーンが１つの広告主
アカウントの中にあって、各キャンペーンは１つの検索リストグループを含む。個別のペ
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ージを有しながら、個別のディスプレイのページに各キャンペーンを表示できる。好まし
くは、広告主は図５に示されていたディスプレイの上でプルダウンメニュー８０を操るこ
とによって表示されるキャンペーンを変更させることができるべきである。さらに、完全
な１ページに表示できない事業リストグループプルダウンメニュー８２を操ることによっ
て個別に見ることができるページに分離できる。一方、好ましくは、広告主は直接図５の
ディスプレイのページに置かれたプルダウンメニュー８２をクリックすることによって表
示されたページを変更させることができるべきである。広告主は、事業リストのために新
規の入札入力フィールド７９に新規の入札量を入れることによって、表示された検索リス
トのための新規の入札を指定できる。広告主によって入られた変化の結果を更新するため
に、上で説明したように、広告主は入札を更新するアカウント管理サーバに更新要求を送
信するボタンのグラフィックの８４をクリックする。
【００８０】
　この説明とクレームで使用される「含む」という単語、「含む」という単語の形式は、
どんな変種やまたは付加も除くと主張した本発明を限定しない。
【図面の簡単な説明】
【００８１】
【図１】大規模ネットワークと本発明のペイフォーパフォーマンス検索結果を発生させる
ためのシステムと方法の１つの実施例との関係を示すブロック図である。
【図２】本発明の１つの実施例を使用するためのアカウント記録のためのデータのダイヤ
グラムである。
【図３】本発明の１つの実施例で使用されるアカウント記録に金銭を追加する方法を示す
フローチャートである。
【図４】本願発明の１つの実施例で使用される変化入札プロセスを示すフローチャートで
ある。
【図５】図４の変化入札プロセスで使用されるスクリーンディスプレイ実施例を示す。
【図１】 【図２】
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【要約の続き】
象を記録し、広告主の入札量に基づいて広告主チャージ量を計算することを含む。
【選択図】図１


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

