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(57)【要約】
【課題】一般に、本明細書は、コンテンツ提示に関する
。
【解決手段】一般に、本明細書で説明する発明の対象の
一態様は、符号化されたデバイス識別子を含むプライバ
シ要求を、モバイルデバイスから受信するステップと、
要求を認証するステップと、デバイス識別子を復号する
ステップと、復号されたデバイス識別子に関連付けられ
たモバイルデバイス広告データを取り出すステップと、
プライバシ要求をモバイルデバイス広告データに適用す
るステップとの作用を含む方法において、具体化されて
よい。この態様の他の実施形態は、対応するシステム、
装置、およびコンピュータプログラム製品を含む。
【選択図】図５
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　モバイルデバイスで実行しているプライバシアプリケーションを介して、前記モバイル
デバイスのためのデバイス識別子にアクセスするステップと、
　前記モバイルデバイスで実行している前記プライバシアプリケーションを介して、前記
デバイス識別子を含むプライバシ要求を生成するステップと、
　前記モバイルデバイスで実行している前記プライバシアプリケーションを介して、前記
デバイス識別子および前記プライバシ要求を符号化するステップと、
　前記符号化されたプライバシ要求およびデバイス識別子を、前記モバイルデバイスから
、広告システムに送信するステップと、
　解読されたデバイス識別子を解読されたプライバシ要求と組み合わせて使用して選択さ
れたモバイルデバイス広告データを、前記広告システムから受信するステップと
　を含む方法。
【請求項２】
　前記プライバシ要求を符号化するステップは、前記モバイルデバイスにインストールさ
れた複数のアプリケーションを示すデータを符号化するステップを更に含み、前記プライ
バシ要求は、前記複数のアプリケーションに関連する情報を前記広告システムから取り除
くための命令を示すデータを含む、請求項１に記載の方法。
【請求項３】
　前記モバイルデバイスで実行している前記プライバシアプリケーションを介して、前記
符号化されたプライバシ要求を送信するステップの結果、認証テストを受信するステップ
と、
　前記モバイルデバイスで実行している前記プライバシアプリケーションを介して、前記
認証テストへの応答を含む入力を受信するステップと、
　前記認証テストへの前記応答を含むデータを、前記モバイルデバイスから前記広告シス
テムに送信するステップと
　を更に含む、請求項１に記載の方法。
【請求項４】
　前記受信された認証テストは、符号化されたテキストを伴うセキュリティ画像を含む、
請求項３に記載の方法。
【請求項５】
　前記生成されたプライバシ要求は、履歴消去命令を前記広告システムに送信するために
、履歴消去命令を示すデータを含み、履歴消去命令は、一度解読されたデバイス識別子に
新しいランダムな識別子を割り当て、かつ、前記ランダムな識別子に関連するモバイルデ
バイスコンテンツデータを消去することを前記広告システムに命令する、請求項１に記載
の方法。
【請求項６】
　前記生成されたプライバシ要求は、トラッキングオプトアウト命令を前記広告システム
に送信するために、トラッキングオプトアウト命令を示すデータを含み、トラッキングオ
プトアウト命令は、一度解読されたデバイス識別子に関連するモバイルデバイスコンテン
ツデータを消去し、かつ、前記モバイルデバイスに提供された広告が追跡されないことを
示すダミー記録を挿入することを前記広告システムに命令する、請求項１に記載の方法。
【請求項７】
　前記履歴消去命令は、前記モバイルデバイスの特定のモバイルアプリケーションに対す
るか、前記モバイルデバイスのモバイルアプリケーションのグループに対するか、または
前記モバイルデバイスの前記モバイルアプリケーションのすべてに対する、請求項５に記
載の方法。
【請求項８】
　前記トラッキングオプトアウト命令は、前記モバイルデバイスの特定のモバイルアプリ
ケーションに対するか、前記モバイルデバイスのモバイルアプリケーションのグループに
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対するか、または前記モバイルデバイスの前記モバイルアプリケーションのすべてに対す
る、請求項６に記載の方法。
【請求項９】
　１または２以上のデータプロセッサと、プライバシアプリケーションのための命令を記
憶するモバイルデバイスの１または２以上の記憶デバイスとを含むシステムであって、プ
ライバシアプリケーションは、前記１または２以上のデータプロセッサによって実行され
るとき、前記１または２以上のデータプロセッサに対して、処理を実行させ、前記処理は
、
　前記モバイルデバイスのためのデバイス識別子にアクセスすることと、
　前記デバイス識別子を含むプライバシ要求を生成することと、
　前記デバイス識別子および前記プライバシ要求を符号化することと、
　前記符号化されたプライバシ要求およびデバイス識別子を、広告システムに送信するこ
とと、
　解読されたデバイス識別子を解読されたプライバシ要求と組み合わせて使用して選択さ
れたモバイルデバイス広告データを、前記広告システムから受信することと
　を含む、システム。
【請求項１０】
　前記プライバシ要求を符号化する前記処理は、前記モバイルデバイスにインストールさ
れた複数のアプリケーションを示すデータを符号化することを更に含み、前記プライバシ
要求は、前記複数のアプリケーションに関連する情報を前記広告システムから取り除くた
めの命令を示すデータを含む、請求項９に記載のシステム。
【請求項１１】
　前記１または２以上のデータプロセッサによって実行される前記命令は、
　前記符号化されたプライバシ要求を送信することの結果、認証テストを受信することと
、
　前記認証テストへの応答を含む入力を受信することと、
　前記認証テストへの前記応答を含むデータを送信することと
　を更に含む、請求項９に記載のシステム。
【請求項１２】
　前記受信された認証テストは、符号化されたテキストを伴うセキュリティ画像を含む、
請求項１１に記載のシステム。
【請求項１３】
　前記生成されたプライバシ要求は、履歴消去命令を前記広告システムに送信するために
、履歴消去命令を示すデータを含み、履歴消去命令は、一度解読された前記デバイス識別
子に新しいランダムな識別子を割り当て、かつ、ランダムな識別子に関連するモバイルデ
バイスコンテンツデータを消去することを前記広告システムに命令する、請求項９に記載
のシステム。
【請求項１４】
　前記生成されたプライバシ要求は、トラッキングオプトアウト命令を前記広告システム
に送信するために、トラッキングオプトアウト命令を示すデータを含み、トラッキングオ
プトアウト命令は、一度解読された前記デバイス識別子に関連するモバイルデバイスコン
テンツデータを消去し、かつ、前記モバイルデバイスに提供された広告が追跡されないこ
とを示すダミー記録を挿入することを前記広告システムに命令する、請求項９に記載のシ
ステム。
【請求項１５】
　前記履歴消去命令は、前記モバイルデバイスの特定のモバイルアプリケーションに対す
るか、前記モバイルデバイスのモバイルアプリケーションのグループに対するか、または
前記モバイルデバイスの前記モバイルアプリケーションのすべてに対する、請求項１３に
記載のシステム。
【請求項１６】
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　前記トラッキングオプトアウト命令は、前記モバイルデバイスの特定のモバイルアプリ
ケーションに対するか、前記モバイルデバイスのモバイルアプリケーションのグループに
対するか、または前記モバイルデバイスの前記モバイルアプリケーションのすべてに対す
る、請求項１４に記載のシステム。
【請求項１７】
　モバイルデバイスの１または２以上のデータプロセッサによって実行されるとき、前記
１または２以上のデータプロセッサに対して、処理を実行させる命令を記憶する非一時的
なコンピュータ読取可能記憶デバイスであって、前記処理は、
　前記モバイルデバイスのためのデバイス識別子にアクセスすることと、
　前記デバイス識別子を含むプライバシ要求を生成することと、
　前記デバイス識別子および前記プライバシ要求を符号化することと、
　前記符号化されたプライバシ要求およびデバイス識別子を、広告システムに送信するこ
とと、
　解読されたデバイス識別子を解読されたプライバシ要求と組み合わせて使用して選択さ
れたモバイルデバイス広告データを、前記広告システムから受信することと
　を含む、非一時的なコンピュータ読取可能記憶デバイス。
【請求項１８】
　前記プライバシ要求を符号化する前記処理は、前記モバイルデバイスにインストールさ
れた複数のアプリケーションを示すデータを符号化することを更に含み、前記プライバシ
要求は、前記複数のアプリケーションに関連する情報を前記広告システムから取り除くた
めの命令を示すデータを含む、請求項１７に記載の非一時的なコンピュータ読取可能記憶
デバイス。
【請求項１９】
　前記１または２以上のデータプロセッサは、
　前記符号化されたプライバシ要求を送信することの結果、認証テストを受信することと
、
　前記認証テストへの応答を含む入力を受信することと、
　前記認証テストへの前記応答を含むデータを送信することと
　を含む処理を、更に実行させられる、請求項１７に記載の非一時的なコンピュータ読取
可能記憶デバイス。
【請求項２０】
　前記受信された認証テストは、符号化されたテキストを伴うセキュリティ画像を含む、
請求項１９に記載の非一時的なコンピュータ読取可能記憶デバイス。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本開示は、コンテンツ提示に関する。
【背景技術】
【０００２】
　広告主は、消費者を引き付けるために、さまざまな形態で広告を提供する。広告(「ad
」)は、ユーザ、たとえば特定の消費者によって、その全体または一部において使用され
るように設計された1つの情報である。広告は、電子的形態で提供されてもよい。たとえ
ば、オンライン広告が、ウェブページ上のバナー広告として、検索結果と共に提示される
広告として、またはモバイルアプリケーションに提示される広告として、提供されてもよ
い。
　ウェブページまたはモバイルアプリケーションなどの媒体に広告を含めることを、イン
プレッションと呼ぶことができる。広告活動システムは、たとえば、検索エンジンに入力
されたユーザの検索クエリの中の1つまたは複数のキーワードに応答して、ウェブページ
に広告を含めることができる。ユーザが、提示された広告を(たとえば、広告を「クリッ
クする」ことによって)選択すると、ユーザは、通例、広告に関連付けられた別のロケー



(5) JP 2016-66381 A 2016.4.28

10

20

30

40

50

ション、たとえば、別の特定のウェブページへと導かれる。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００３】
【特許文献１】１：特開２００１－１７５７６１号公報
【特許文献２】２：特開２００５－１７３９８２号公報
【特許文献３】４：特開２００２－３６６８１９号公報
【特許文献４】５：特開２０１０－１２３１０４号公報
【非特許文献】
【０００４】
【非特許文献１】３：Steven J.　Vaughan-Nichols　他，テクノロジー・フォーカス　　
Ｓｅｃｕｒｉｔｙ［セキュリティ］　ＣＡＰＴＣＨＡ認証は"終わった"技術なのか　－有
効性を疑問視する専門家たち　スパム・メールだけではない、ＣＡＰＴＣＨＡクラッキン
グの弊害，ＣＯＭＰＵＴＥＲＷＯＲＬＤ　Ｇｅｔ　Ｔｅｃｈｎｏｌｏｇｙ　Ｒｉｇｈｔ，
（株）ＩＤＧジャパン，2008年10月01日，第5巻第10号，P.84～87
【非特許文献２】６：ミッチェル　ロバート，検証！　Ｇｏｏｇｌｅの個人情報の「安全
度」　あなたのプライバシーは万全に管理・保護されているか？！，ＣＯＭＰＵＴＥＲＷ
ＯＲＬＤ ，第６巻第９号，（株）ＩＤＧジャパン，2009年09月01日，第6巻第9号，P.41
～49
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
　一般に、本明細書は、コンテンツ提示に関する。
【課題を解決するための手段】
【０００６】
　一般に、本明細書で説明する発明の対象の一態様は、符号化されたデバイス識別子を含
むプライバシ要求を、モバイルデバイスから受信するステップと、要求を認証するステッ
プと、デバイス識別子を復号するステップと、復号されたデバイス識別子に関連付けられ
たモバイルデバイス広告データを取り出すステップと、プライバシ要求をモバイルデバイ
ス広告データに適用するステップとの作用を含む方法において、具体化されてよい。この
態様の他の実施形態は、対応するシステム、装置、およびコンピュータプログラム製品を
含む。
　これらの、および他の実施形態は、オプションで、以下の特徴のうちの1つまたは複数
を含むことができる。要求を認証するステップは、セキュリティ画像に応答して提供され
たテキストを、セキュリティ画像において符号化されたテキストと比較するステップを含
む。方法は、受信したデバイス識別子を、デバイス識別子に割り当てられたランダムな識
別子にマップするステップと、モバイルデバイス広告データを取り出すために、ランダム
な識別子を使用するステップとをさらに含む。
【０００７】
　モバイルデバイス広告データを取り出すステップは、デバイスのモバイルアプリケーシ
ョンに提示された広告ごとに割り当てられた値を取り出すステップを含む。値を取り出す
ステップは、1つまたは複数の広告についてのコンバージョントラッキングに関連付けら
れた値を取り出すステップを含む。値を取り出すステップは、頻度上限に関連付けられた
値を取り出すステップを含む。
【０００８】
　プライバシ要求は履歴消去要求であり、履歴消去要求を適用するステップは、ランダム
な識別子に関連付けられた既存のモバイルデバイス広告データを消去するステップを含む
、デバイス識別子に関連付けられたランダムな識別子をリセットするステップを含む。プ
ライバシ要求はトラッキングオプトアウト要求であり、トラッキングオプトアウト要求を
適用するステップは、モバイルデバイス広告データを消去するステップ、およびダミー記
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録を挿入するステップを含み、ダミー記録は、モバイルデバイスに提供された広告が追跡
されないことを示す。プライバシ要求をモバイルデバイス広告データに適用するステップ
は、それについてデータが記憶されているモバイルデバイスのすべてのモバイルアプリケ
ーションについてのモバイルデバイス広告データを修正する。プライバシ要求をモバイル
デバイス広告データに適用するステップは、それについてデータが記憶されているモバイ
ルデバイスの指定されたモバイルアプリケーションについてのモバイルデバイス広告デー
タを修正する。
【０００９】
　本明細書で説明する発明の対象の特定の実施形態を、以下の効果のうちの1つまたは複
数の実現するために実装することができる。ユーザ情報をセキュアに記憶して、ユーザの
プライバシを保持することができる。ユーザは、所望のプライバシレベルに基づいて、モ
バイルアプリケーションについてのプライバシを制御することができる。加えて、特定の
ユーザに関連のある広告を、ユーザのプライバシを損なうことなく、提供することができ
る。
【００１０】
　本発明の1つまたは複数の実施形態の詳細が、添付の図面および以下の説明において述
べられる。本発明の他の特徴、目的、および効果は、説明および図面から、および特許請
求の範囲から明らかであろう。
【図面の簡単な説明】
【００１１】
【図１】例示的な広告活動システムのブロック図である。
【図２】モバイルデバイスアプリケーションを含む例示的なシステムのブロック図である
。
【図３】モバイルデバイスを含む例示的な広告活動システムのブロック図である。
【図４】デバイス識別子を取り出すステップ、およびプライバシ要求を広告システムに送
信するステップの例示的な方法の流れ図である。
【図５】モバイルデバイスからデバイス識別子およびプライバシ要求を受信するステップ
の例示的な方法の流れ図である。
【発明を実施するための形態】
【００１２】
　さまざまな図面における同様の参照記号は、同様の要素を示す。
【００１３】
　ユーザに、コンテンツアイテム(たとえば、広告)を提示することができる。コンテンツ
アイテムは、さまざまな形態でユーザデバイス(たとえば、モバイル電話、PDA、デスクト
ップコンピュータ)に表示されてよい。ユーザがコンテンツアイテムと対話する異なるや
り方は、コンバージョンとして数えられてよい。たとえば、ユーザは、コンテンツアイテ
ムをクリックして特定のランディングページに到達することができ、ユーザは、ランディ
ングページから製品を購入することができ、またはユーザは、他のやり方でコンテンツア
イテムと対話することができる。これらのコンバージョンを、たとえば、コンバージョン
に対して広告主に課金するために追跡することができる。
【００１４】
　いくつかの実装形態において、コンテンツアイテムは、モバイルデバイスで実行してい
るアプリケーション内で提示されてよい。たとえば、モバイルデバイスは、いくつかの別
個のアプリケーションを含むことができ、そのそれぞれが、異なるアプリケーションコン
テンツ(たとえば、ニュースアプリケーション、ゲームアプリケーション)を提供する。コ
ンテンツアイテム(たとえば、広告)は、アプリケーションが実行している間に、アプリケ
ーションコンテンツと共に提示されてよい。プライバシ管理アプリケーションは、モバイ
ルデバイスのユーザによって使用されて、たとえば、ユーザに関連付けられたコンテンツ
アイテムのトラッキングをオプトアウトすることを含む、広告内のコンテンツアイテムの
提示に関連付けられた特徴を制御することができる。
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【００１５】
　以下では広告活動システムおよび方法への参照が行われることになるが、他の形態のス
ポンサー付きコンテンツを含む他の形態のコンテンツが、以下の説明に従って、管理され
、提示され、追跡されてもよい。
【００１６】
　図1は、例示的な広告活動システム100のブロック図である。いくつかの実装形態におい
て、1つまたは複数の広告主102が、広告管理システム104において、広告情報を、直接的
または間接的に、入力し、維持し、追跡することができる。広告への参照が行われるが、
他の形態のスポンサー付きコンテンツを含む他の形態のコンテンツが、システム100によ
って配信されてもよい。広告は、バナー広告などのグラフィカル広告、テキストのみの広
告、画像広告、バーコード広告(たとえば、広告を商品と引き換えるのに使用するための1
つまたは複数のバーコードを含む広告)、オーディオ広告、ビデオ広告、そのようなコン
ポーネントのいずれかの1つまたは複数を組み合わせる広告などの形態であってよい。広
告はまた、リンク、メタ情報、および/またはマシン実行可能命令などの埋め込まれた情
報を含むことができる。
【００１７】
　1つまたは複数の発行元106が、広告管理システム104に、広告の要求をサブミットする
ことができる。広告管理システム104は、発行元のコンテンツアイテム(たとえば、ウェブ
プロパティ)のうちの1つまたは複数に配置する、または関連付けるための広告を、要求す
る発行元106に送信することによって応答する。例示的なウェブプロパティは、ウェブペ
ージ、テレビおよびラジオの広告スロット、ならびに印刷媒体スペースさえも含むことが
できる。
【００１８】
　ユーザ108および広告主102などの他のエンティティは、たとえば、広告に関連したコン
バージョンまたはクリックスルーが発生したか否かなどの使用情報を、広告管理システム
104に提供することができる。この使用情報は、供給されている広告に関連した、測定さ
れたまたは観察されたユーザの挙動を含むことができる。広告管理システム104は、使用
情報に基づいて、金銭上のトランザクション、たとえば、発行元106に入金すること、お
よび広告主102に課金することを実施することができる。
【００１９】
　ローカルエリアネットワーク(LAN)、ワイドエリアネットワーク(WAN)、インターネット
、またはそれらの組合せなどのコンピュータネットワーク110が、広告主102、広告管理シ
ステム104、発行元106、およびユーザ108を接続する。
【００２０】
　一例の発行元106は、コンテンツ(たとえば、記事、討論スレッド、音楽、ビデオ、グラ
フィック、検索結果、ウェブページリスト、情報フィードなど)の要求を受信し、要求に
応答して要求されたコンテンツを取り出す、一般的なコンテンツサーバである。コンテン
ツサーバは、広告の要求を、広告管理システム104の広告サーバにサブミットすることが
できる。広告要求は、所望される広告の数を含むことができる。広告要求はまた、コンテ
ンツ要求情報を含むことができる。この情報は、コンテンツそれ自体(たとえば、ページ
、ビデオブロードキャスト、ラジオ番組、または他のタイプのコンテンツ)、コンテンツ
またはコンテンツ要求に対応したカテゴリ(たとえば、アート、ビジネス、コンピュータ
、アート映画、アート音楽など)、コンテンツ要求の一部または全部、コンテンツ年齢、
コンテンツタイプ(たとえば、テキスト、グラフィクス、ビデオ、オーディオ、混合媒体
など)、ジオロケーション情報などを含むことができる。
【００２１】
　いくつかの実装形態において、コンテンツサーバまたはクライアントブラウザは、要求
されたコンテンツを、広告管理システム104によって提供された広告のうちの1つまたは複
数と組み合わせることができる。組み合わされたコンテンツと広告は、ビューア(たとえ
ば、ブラウザ、または他のコンテンツディスプレイシステム)に提示するためのコンテン
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ツを要求したユーザ108に送信されてよい。コンテンツサーバは、広告がどのように、い
つ、および/またはどこでレンダリングされるべきかを(たとえば、HTMLまたはJavaScript
(登録商標)で)記述する情報を含む広告に関する情報を、広告サーバに返送することがで
きる。
【００２２】
　別の例の発行元106は、検索サービスである。検索サービスは、検索結果のためのクエ
リを受信することができる。それに応じて、検索サービスは、ドキュメントのインデック
スから(たとえば、ウェブページのインデックスから)関連する検索結果を取り出すことが
できる。検索結果は、たとえば、ウェブページタイトルのリスト、それらのウェブページ
から抽出されたテキストのスニペット、およびそれらのウェブページへのハイパーテキス
トリンクを含むことができ、検索結果の所定の数(たとえば、10)にグループ分けされてよ
い。
【００２３】
　検索サービスは、広告の要求を、広告管理システム104にサブミットすることができる
。要求は、所望される広告の数を含むことができる。この数は、検索結果、検索結果によ
って占められるスクリーンまたはページスペースの量、検索結果および広告のために利用
可能なスクリーンまたはページスペースの量、広告のサイズおよび形状などによって左右
されてよい。広告の要求はまた、(入力された、または構文解析された)クエリ、クエリに
基づいた情報(ジオロケーション情報、クエリがアフィリエイトから来たかどうか、およ
びそのようなアフィリエイトの識別子など)、および/または、検索結果に関連付けられた
情報もしくは検索結果に基づいた情報を含むことができる。情報は、たとえば、検索結果
に関連した識別子(たとえば、ドキュメント識別子、すなわち「docID」)、検索結果に関
連したスコア(たとえば、情報検索(「IR」)スコア)、識別されたドキュメント(たとえば
、ウェブページ)から抽出されたテキストのスニペット、識別されたドキュメントの全テ
キスト、識別されたドキュメントの特徴ベクトルなどを含むことができる。いくつかの実
装形態において、IRスコアは、たとえば、クエリおよびドキュメントに対応した特徴ベク
トルのドット積、ページランクスコア、および/またはIRスコアとページランクスコアと
の組合せなどから計算される。
【００２４】
　いくつかの実装形態において、広告管理システム104は、広告主102から広告を選択する
ための競売プロセスを含む。たとえば、広告主102は、広告の提示ごとに、または広告と
の対話(たとえば、クリック)ごとに、広告主102が支払ってもよいとする金額、たとえば
ユーザが広告をクリックするときに、広告主が支払うクリック単価金額などを、選択する
、またはそれに値を付けることが許可されてよい。クリック単価は、クエリの中の1つま
たは複数のワードなどのキーワードに基づいた広告のクリックごとに、広告主が支払って
もよいとする最高金額などの、最高クリック単価を含むことができる。しかしながら、他
の付け値のタイプがまた使用されてもよい。これらの付け値に基づいて、提示するための
広告を選択し、ランク付けすることができる。
【００２５】
　検索サービスは、検索結果を、広告管理システム104によって提供された広告のうちの1
つまたは複数と組み合わせることができる。この組み合わされた情報は次いで、コンテン
ツを要求したユーザ108に転送されてよい。検索結果は、有料の広告と、おそらく中立的
な検索結果との間でユーザを混同させないように、広告とは別に維持されてよい。
【００２６】
　いくつかの実装形態において、発行元106のうちの1つまたは複数は、広告の要求を、広
告管理システム104にサブミットすることができる。広告管理システム104は、発行元のウ
ェブプロパティ(たとえば、ウェブサイトおよび他のネットワーク分散コンテンツ)のうち
の1つまたは複数に配置するための、そのウェブプロパティに関連した広告を、要求する
発行元106に送信することによって応答する。たとえば、発行元106のうちの1つがスポー
ツ関連のウェブサイトを発行した場合、広告管理システム104は、スポーツ関連の広告を
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発行元106に提供することができる。いくつかの他の実装形態において、要求は、たとえ
ば、発行元のウェブページがクライアントデバイスにロードされているときに、Javascri
pt（登録商標）の実行により、ユーザ108に関連付けられたデバイスによって実行される
。
【００２７】
　別の例の発行元106は、モバイルアプリケーション開発者である。モバイルアプリケー
ションは、モバイルデバイス(たとえば、スマートフォン)上で動作するために、特に設計
されたアプリケーションである。モバイルアプリケーションはまた、モバイルアプリケー
ションのコンテンツ内に位置付けられた1つまたは複数の広告を含むことができる。発行
元106と同様に、広告は、ユーザによってアクセスされるとき(たとえは、モバイルアプリ
ケーションの特定のページがモバイルデバイスにロードされるとき)に、モバイルアプリ
ケーションに配置するために、広告管理システム104から受信されてよい。モバイルアプ
リケーションは、以下で図2に関してより詳細に説明される。
【００２８】
　図2は、モバイルデバイスアプリケーションを含むシステム200の例のブロック図である
。この例において、開発者システム202は、1つまたは複数のモバイルデバイス204のため
のアプリケーションなどのプログラムコンテンツを作成するために、開発者によって使用
されてよい。モバイルデバイス204は、たとえば、セルラ電話、携帯情報端末、または任
意の他のタイプのモバイルデバイスを含むことができる。とりわけ、開発者は、プログラ
ムコードを生成し、それをモバイルデバイス204と互換性のある実行可能なプログラムに
コンパイルすることなどによって、アプリケーション206を作成することができる。アプ
リケーション206は、モバイルデバイス204のグラフィカルユーザインターフェース210に
おいて、たとえば、ディスプレイスクリーン上で、1つまたは複数のページ208を提示する
ように考案されてよい。個々のシステムおよび/またはコンポーネントは、ハードウェア
、ファームウェア、ソフトウェア、またはそれらの組合せを使用して実装されてよく、異
なる数のユニットに分割される、またはつながれてよい。以下の例は、アプリケーション
206が実行されているときに、たとえば、第三者からの広告としてのコンテンツ212をペー
ジ208に提示することができるように、開発者がどのようにアプリケーション206を構成で
きるかを説明することにする。
【００２９】
　アプリケーション206および/または他のプログラムを作成するためのソフトウェア開発
キット214が、開発者に提供されてよい。ソフトウェア開発キット214は、いくつかの例を
挙げると、コードおよび/または疑似コード用のエディタ、1つまたは複数のコンパイル機
能、ディスプレイコンテンツをプレビューするためのエミュレート機能、ならびにデバッ
グ機能を提供することができる。いくつかの実装形態において、ソフトウェア開発キット
214はまた、広告などの第三者コンテンツをモバイルデバイス用に作成されたプログラム
に追加するのに都合のよいやり方を、開発者に提供するように構成されてよい。たとえば
、ソフトウェア開発キット214は、広告が要求され、ユーザに表示されるように、かつユ
ーザと広告とのあらゆる対話が追跡されるように、必要なコードおよび/または他のアプ
リケーションコンテンツを、開発者に提供することができる。
【００３０】
　ソフトウェア開発キット214は、1つまたは複数のオブジェクト216を提供することがで
きる。いくつかの実装形態において、開発者は、アプリケーションを作成するときに、オ
ブジェクト216をコードの中に組み入れることができる。たとえば、ソフトウェア開発キ
ット214は、開発者が、オブジェクトを選択し、アプリケーション206が作成されていると
きに、対応するマテリアルをアプリケーション206に含めることができるやり方で、開発
者が全体のアプリケーションコンテンツを生成する場所などのスクリーン上にオブジェク
ト216を提供することができる。
【００３１】
　ソフトウェア開発キット214は、特定のプラットフォーム218に従ってアプリケーション
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206を作成できるように構成されていてよい。いくつかの実装形態において、プラットフ
ォーム218は、モバイルデバイス204のタイプなどのモバイルデバイスを対象にすることが
でき、モバイルデバイス204は、いくつかの例を挙げると、セル式電話、ハンドヘルドデ
バイス、または携帯情報端末を含むことができる。たとえば、プラットフォーム218は、O
pen Handset Allianceによって作成された、またはサポートされたプラットフォームであ
ってよい。いくつかの実装形態において、オブジェクト216は、アプリケーションコード
が実行可能なプログラムの中にコンパイルされる前に含まれる。たとえば、オブジェクト
は、コンパイル前にコードを挿入することによって、アプリケーションの統合された部分
として組み入れられてもよい。
【００３２】
　オブジェクト216は、1つまたは複数の機能を実施することができる。いくつかの実装形
態において、オブジェクトは、広告212などの第三者コンテンツを、モバイルデバイス204
上で見られるようにさせてよい。たとえば、オブジェクト216は、関係する広告を要求し
、その広告を適切なやり方でユーザに表示し、ユーザが広告をクリックしたかどうか、ま
たは別の方法でユーザが広告と対話するかどうかを追跡することを担当することができる
。
【００３３】
　いくつかの実装形態において、オブジェクト216は、アプリケーション206のユーザイン
ターフェースに追加されて、広告などのコンテンツのフェッチングおよびレンダリング、
ならびに広告などのコンテンツとの対話を処理するように構成されたJava(登録商標)オブ
ジェクトである。たとえば、開発者は、アプリケーション206に関連付けられたビューク
ラスを拡張するビューオブジェクトを実装することができる。いくつかの実装形態におい
て、広告ビューオブジェクトは、以下を含むことができる:GoogleBaseAdView(String cli
ent)。
【００３４】
　このオブジェクトは、広告ビューを作成するために、ベースクラスを表すことができる
。コンストラクタが、コンテンツ要求に含まれるフロントエンドのURLを含むことができ
るコンテンツ広告要求におけるクライアントパラメータを設定することができる。上記の
オブジェクトは、Google Inc.からのいくつかの実装形態において使用されるWebViewクラ
スなどのより一般的なビュークラスを拡張することができ、いくつかの実装形態において
は、広告を対象とする他のより固有のクラスによって拡張されてよい。いくつかの例にお
いて、コンテンツを要求するビューの上部および/または下部の配置を指定するために、
そのような拡張は、void setAdLayoutType(int placement)を使用することができる。画
像コンテンツのサムネイルをギャラリービューに配置するギャラリーなどの、コンテンツ
(たとえば広告)を表示する他のやり方が使用されてもよい。
【００３５】
　1つまたは複数の機能が、オブジェクトと共に使用されてよい。そのような機能は、コ
ンテンツが表示されるときに、そのコンテンツのルックアンドフィールをカスタマイズす
ることができる。いくつかの実装形態において、そのような機能は、コンテンツ要求にお
いて1つまたは複数のCGIパラメータを設定することができる。
【００３６】
　アプリケーションプログラムインターフェース(API)220が、オブジェクト216と共に使
用されてよい。いくつかの実装形態において、APIは、広告などのコンテンツをアプリケ
ーション206の中に組み入れるときに開発者が呼び出すことができるJava（登録商標） AP
Iである。たとえば、オブジェクト216は、開発者がアプリケーション206の中にコードを
挿入できるように、Java（登録商標） API 220を使用するJava（登録商標）コードスニペ
ットを含むことできる。先に述べたように、そのようなコードスニペットは、開発者のカ
スタマイゼーションに基づいて、広告などのコンテンツの要求を構築し、そのコンテンツ
をフェッチし、それをアプリケーション206のユーザインターフェースに書き込むことが
できる。
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【００３７】
　広告212は、いくつかの異なるタイプのコンテンツを含むことができる。いくつかの実
装形態において、テキスト広告、画像広告(静止画像および動画を含む)、およびビデオ広
告を含む広告タイプを使用することができるが、これらに限定されない。たとえば、広告
は、広告主に関連付けられた他のコンテンツへの、ユーザナビゲーション(たとえば、リ
ンク)を提供することができる。他のタイプのコンテンツ(たとえば非広告コンテンツ)も
可能である。
【００３８】
　広告ディストリビュータシステム222は、広告212などの任意のタイプのコンテンツを、
モバイルデバイス204および/または開発者システム202に転送するために使用されてよい
。いくつかの実装形態において、広告ディストリビュータシステム222は、コンテンツの
要求をモバイルデバイス204から受信し、1つまたは複数のマッチする広告または他のコン
テンツをレポジトリ224からフェッチし、マッチするコンテンツをモバイルデバイス204に
転送するように構成されている。たとえば、広告212のマッチングは、マッチするコンテ
ンツ/広告を識別するために構成された、アプリケーション206に関連付けられた1つまた
は複数のコンテキストパラメータを提供することができる、コンテキストコンポーネント
226を使用して実施されてよい。
【００３９】
　開発者システム202、モバイルデバイス204、および/または広告ディストリビュータシ
ステム222は、インターネットなどの任意の種類のネットワーク223を使用して接続されて
いてよい。たとえば、開発者システム202および広告ディストリビュータシステム222は、
TCP/IPプロトコル群を使用して通信することができ、モバイルデバイス204は、IEEE 802.
11、WAP、および/またはBluetooth(登録商標)などの任意の種類の無線プロトコルを使用
して通信することができる。
【００４０】
　アプリケーション206および/またはモバイルデバイス204の関連するコンテキストは、
異なるやり方で共有されてよい。いくつかの実装形態において、開発者は、アプリケーシ
ョン206についてのメタデータを含むコンテキストを、広告ディストリビュータシステム2
22と共有することができる。ソフトウェア開発キット214のコンテキスト共有コンポーネ
ント228により、開発者が、広告などのコンテンツの取り出しおよび提示に適切である、
開発者が決定する1つまたは複数のキーワードを入力するのを可能にすることができる。
たとえば、アプリケーションを作成する開発者は、記憶のためにコンテキストコンポーネ
ント226によって受信されるキーワードを、コンテキスト共有コンポーネント228を使用し
てサブミットすることができる。いくつかの実装形態において、サブミットされたメタデ
ータがアプリケーション206といかによく相関するかを決定するために、監視を実施する
ことができ、必要であれば、使用されたコンテキストパラメータにおいて修正が行われて
よい。
【００４１】
　いくつかの実装形態において、コンテキストは、アプリケーション206を広告ディスト
リビュータシステム222にサブミットする開発者によって共有されてよい。コンテキスト
の評価において使用するために、アプリケーション206のうちの一部または全部のサブミ
ットに、コンテキスト共有コンポーネント228を使用することができる。これは、転送さ
れるべきコンテンツ/広告のコンテキストを決定するために、広告ディストリビュータシ
ステム222がアプリケーションを検査できるように、セットアッププロセスの一部として
行われてよい。考慮に入れることができる態様の例は、モバイルデバイス204の以前のス
クリーンまたはページの本文のコンテンツ、アプリケーション206全体のコンテンツ、お
よび/または兄弟オブジェクトなどの他のビューオブジェクトのコンテンツを含むが、こ
れらに限定されない。
【００４２】
　アプリケーション206の分析は、コードを(静的分析などによって)分析すること、アプ
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リケーション206の全般のコンテキストを決定すること、または特定のページ208のうちの
1つまたは複数の特定のコンテキストを決定することを含むことができる。これは、モバ
イルデバイス204においてページ208のうちのどのページが現在アクティブであるかを判定
するために、コンテキストコンポーネント226を必要とすることがある。たとえば、これ
は、開発者によって提供されたアプリケーション206のバージョンを使用して行われてよ
い。アプリケーション206が後で更新される場合、または後で更新されるときに、必要に
応じてコンテキストを更新できるように、たとえばコンテキスト共有コンポーネント228
を使用して、広告ディストリビュータシステム222に改訂されたバージョンを転送するこ
とができる。
【００４３】
　別の例として、開発者がアプリケーション206のコードにおいて1つまたは複数のフック
を指定できることを条件とすることによって、コンテキストを決定することができる。い
くつかの実装形態において、ソフトウェア開発キット214および/またはプラットフォーム
218が、そのような特徴を提供することができる。たとえば、アプリケーション206の1つ
または複数の段階での状態を変更するために、グローバル変数が作成されてよい。そのよ
うな変数を、Java（登録商標）コードのスニペットなどによって、オブジェクト216によ
って読み取ることができる。
【００４４】
　広告などの、マッチするコンテキストを探し出すのに使用するコンテキストパラメータ
を、さまざまな形式のうちのいずれかで記憶することができる。たとえば、コンテキスト
コンポーネント226は、1つまたは複数のキーワード、カテゴリ、ラベル、トピック、コン
テキスト情報、および/または広告ディストリビュータシステム222によって使用される任
意の他の種類のパラメータを記憶することができる。
【００４５】
　以下は、上述したような実装形態をどのように使用することができるかの例である。開
発者は、ソフトウェア開発キット214を使用して、モバイルデバイス204向けのアプリケー
ション206を作成することができる。とりわけ、アプリケーション206は、プラットフォー
ム218に従って作成されてよく、オブジェクト216を含むことができる。開発者は、たとえ
ば、デバイス204が最初に販売されたとき、またはダウンロードプロセスなどによって後
で更新されたときに、使用のためのアプリケーション206をモバイルデバイスに転送する
ことができる。開発者はまた、コンテキスト共有コンポーネント228を使用して、1つもし
くは複数のキーワードをサブミットすること、および/またはアプリケーション206のバー
ジョンを提供することなどによって、アプリケーション206に関連したコンテキストを提
供することができる。1つまたは複数のコンテキストパラメータは、広告ディストリビュ
ータシステム222に登録されてよい。
【００４６】
　ユーザがモバイルデバイス204を操作するとき、1つまたは複数の広告212などのコンテ
ンツをページ208に提示することができる。提示するためのコンテンツは、コンテキスト
パラメータに基づいて、広告ディストリビュータシステム222によって選択されてよい。
いくつかの実装形態において、ユーザは、広告212をクリックする、開発者が指定した組
合せのキー押下(たとえば、単一のキーを2度タップする、もしくは2つのキーを素早く連
続してタップする)を実施する、またはタッチスクリーンデバイス上で広告をタップする
などによる1つまたは複数のやり方で、広告212と対話することができる。
【００４７】
　広告などのコンテンツを、さまざまなやり方のいずれかで取り出すことができる。いく
つかの実装形態において、コンテンツを、実質的にオンデマンド手法に従って取り出すこ
とができる。たとえば、広告または他のコンテンツは、広告ディストリビュータシステム
222に要求され、表示のためにそこから転送されてよい。そのような実装形態は、ユーザ
に表示された広告が、アプリケーション206および/またはモバイルデバイス204の個々の
状態に対して極めて最新でありうるという利点を有することができる。
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【００４８】
　いくつかの実装形態において、プリフェッチ手法を使用することができる。たとえば、
開発者は、広告などの複数のコンテンツ部分が広告ディストリビュータシステム222に要
求されるように、アプリケーション206を構成することができる。広告は、モバイルデバ
イス204、および/またはモバイルデバイス204と通信するサーバなどの別のコンピュータ
デバイスなどの、好適なロケーションに記憶されてよい。アプリケーション206により実
施される決定などによるある時点で、たとえば、オフライン状態後にオンラインモードに
戻るときに、広告をモバイルデバイス204に表示することができる。開発者は、たとえば
、ソフトウェア開発キット214からアプリケーション206の中にある特徴を組み入れること
によって、どのコンテンツ/広告が表示されたかという報告を提供することができる。い
くつかの実装形態において、たとえば、コンテンツ/広告提示に関連付けられたクラスに
以前に供給されたコンテンツ/広告を追跡させ、規則(たとえば、1セッションにつき所定
の回数を超えない)に従って同じコンテンツ/広告を確実に提示させることによって、クラ
イアント側の頻度上限を使用することができる。コンテンツをフェッチするための他の手
法が使用されてもよい。
【００４９】
　いくつかの実装形態において、コンテンツ/広告提示に関連付けられたクラスを使用す
るアクティビティが初めて表示されるときに、広告212などの新しいコンテンツ部分を提
示することができる。別の例として、モバイルデバイス204のアクティビティスタックか
らアクティビティが取り除かれたときに、新しい広告/コンテンツを提示することができ
る。さらに別の例において、モバイルデバイス204がアクティブであり続ける場合(たとえ
ば、デバイスのディスプレイのバックライトがオンのままの場合)に、以前の広告/コンテ
ンツが所定の時間にわたって表示されると、コンテンツ/広告を提示することができる。
いくつかの実装形態において、開発者は、たとえば、広告のカルーセル式のブラウジング
を提供するために、ギャラリービューの生成を担当するクラスを介して、ユーザが開始し
たコンテンツ/広告のリフレッシュを円滑化することができる。
【００５０】
　上の例では、ソフトウェア開発キット214について言及してきた。いくつかの実装形態
において、発行元向けのインターフェースにおけるウィザードを使用して、キット214を
拡張する、または強化することができる。たとえば、広告ディストリビュータシステム22
2は、発行元が広告プログラムのアフィリエイトになるためのアカウントを確立すること
ができるユーザインターフェースを提供でき、このインターフェースは、開発者がアプリ
ケーション206に関連して表示されるべきコンテンツ/広告のルックアンドフィールをカス
タマイズするやり方として、ウィザードを特徴付けることができる。いくつかの実装形態
において、これは、たとえば、広告および/または他のコンテンツによるそのアプリケー
ションの提案を強化する機会を可能にするための、開発者のためのセルフサービスのサイ
ンアッププロセスとして実装されてよい。別の例として、かつユーザのプライバシ権利を
考慮に入れることを仮定すると、そのようなインターフェースは、広告クリック、インプ
レッション、クエリ、収益、および/または他の側面についての統計の報告を、広告ディ
ストリビュータシステム222に提供することができる。
【００５１】
　図3は、モバイルデバイスを含む例示的な広告活動システム300のブロック図である。広
告活動システム300は、広告および他のコンテンツをモバイルデバイスに供給するために
使用されてよい。以下でより詳細に説明するように、モバイルデバイスのプライバシアプ
リケーションは、モバイルデバイスに関連した情報が広告システムから取り除かれるだけ
でなく、今後の広告が追跡されないことを要求するように、広告システムにプライバシ要
求を送信することができる。
【００５２】
　システム300は、広告システム302を含む。いくつかの実装形態において、モバイルデバ
イス304は、コンテンツ、たとえば、いくつかの例を挙げると、1つまたは複数の広告306
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、ウェブページ、ビデオもしくはオーディオストリーム、画像、または他の媒体を、広告
システム302に要求する。広告システム302は、広告306を含むコンテンツを、モバイルデ
バイス304のユーザインターフェース上に提示するために、モバイルデバイス304に供給す
ることができる。
【００５３】
　いくつかの実装形態において、モバイルデバイス304で動作する1つまたは複数のモバイ
ルアプリケーション308は、広告を広告システム302に要求する。モバイルアプリケーショ
ン308は、たとえば、図2の開発者システム202を使用して、モバイルデバイス304用に作成
されてよい。モバイルアプリケーション308のタイプは、いくつかの例を挙げると、ゲー
ム、ユーティリティ、ニュースアプリケーション、および構成ツールを含むことができる
。モバイルアプリケーション308は、デバイスが製造業者によって最初に販売される前に
モバイルデバイス304にインストールされてよく、またはモバイルアプリケーション308は
、その後に(たとえば、モバイルデバイスアプリケーションストアからのダウンロードプ
ロセスを通して)モバイルデバイスにインストールされてもよい。モバイルアプリケーシ
ョン308は、モバイルアプリケーションのAPIを通して、デバイスのための識別子、たとえ
ば、モバイルデバイス304のデバイス識別子を取得することができる。デバイス識別子は
、たとえば、デバイスのためのデバイスID、またはモバイルデバイスのための他のハード
ウェア識別子であってよい。デバイス識別子は、たとえば、モバイルデバイスに関連付け
られた一意の英数字識別子であってよい。
【００５４】
　広告システム302は、モバイルアプリケーション308のうちの1つまたは複数に提示され
た広告306とのユーザ対話を追跡するためのアプリケーショントラッキングエンジン310を
含むことができる。アプリケーショントラッキングエンジン310は、トラッキング情報を
備えるデータを1つまたは複数の広告ログ312に記憶することができる。広告ログ312は、
モバイルデバイスを広告イベントに関連付けるデータの行を記憶するためのテーブルを含
むことができる。いくつかの実装形態において、広告ログ312は、モバイルデバイスを広
告イベントに関連付けるときに、モバイルデバイスのデバイス識別子を記憶するためのデ
バイス識別子フィールドを含む。デバイス識別子は、システム300におけるモバイルデバ
イスごとに一意であってよい。いくつかの実装形態において、広告ログ312は、広告イベ
ントをトリガしたモバイルアプリケーションを追跡するためのアプリケーションIDフィー
ルドを含むことができる。広告ログ312はまた、広告識別子(たとえば、広告クッキーのた
めの識別子(「adCookielD」))、コンバージョントラッキング識別子、および/または広告
頻度上限情報を含むことができる。
【００５５】
　他の実装形態において、アプリケーショントラッキングエンジン310は、広告ログ312に
おいてモバイルデバイス識別子をログしないことによってユーザのプライバシを保護する
ために、デバイス識別子ごとにランダムな識別子(「randomID」)を生成する。アプリケー
ショントラッキングエンジン310は、デバイス識別子へのランダムな識別子に関するマッ
ピングを、デバイス識別子テーブル314に記憶することができる。この例では、広告ログ3
12が、デバイス識別子の代わりに、モバイルデバイスに関連付けられたランダムな識別子
を記憶するためのランダムな識別子フィールドを含む。ランダムな識別子の値は、モバイ
ルデバイスを広告イベントに関連付けるために、広告ログ312において使用される。いく
つかの実装形態において、デバイス識別子テーブル314は、ユーザデバイス識別子をセキ
ュアに記憶するために、別のロケーション、たとえば、異なるサーバに記憶される。
【００５６】
　アプリケーショントラッキングエンジン310は、モバイルデバイス304のためのデバイス
識別子を受信することができる。たとえば、ユーザが広告を選択したとき、デバイス識別
子は、広告イベントに関連付けられた他のデータと共に、広告システム302に送信されて
よい。広告イベントは、いくつかの例を挙げると、モバイルアプリケーション308のうち
の1つにおける広告の提示、または広告306のうちの1つのユーザ選択を含むことができる
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。アプリケーショントラッキングエンジン310は、デバイス識別子にマップされたランダ
ムな識別子についてデバイス識別子テーブル314にクエリし、検出された広告イベントを
ランダムな識別子に関連付けるエントリを、広告ログ312に作成することができる。
【００５７】
　デバイス識別子テーブル314がモバイルデバイス304のデバイス識別子に関連付けられた
行を含まない場合、アプリケーショントラッキングエンジン310は、生成されたランダム
な識別子をデバイス識別子にマップする新しい記録をデバイス識別子テーブル314に生成
することができ、ここで、ランダムな識別子は、モバイルデバイスからその後に受信され
た広告情報のために、デバイス識別子に関連付けられることになる。
【００５８】
　デバイス識別子テーブル314の各行は、単一のモバイルデバイスに関連付けられた一意
のデバイス識別子のための行であってよい。デバイス識別子テーブル314は、行ごとにコ
ンバージョントラッキング情報フィールドを含むことができる。コンバージョンは、ユー
ザによる広告に対する異なる応答(たとえば、広告をクリックする、広告と対話する、広
告に関連付けられた広告主のウェブページに対して行動を実施する)を記述することがで
きる。たとえば、コンバージョントラッキング情報フィールドは、広告をクリックした後
で、ユーザが、広告主が指定した行動を行うかどうかを確認するために使用されるデータ
を記憶することができる。広告主は、コンバージョンを、いくつかの例を挙げると、フォ
ームに記入すること、買い物をすること、またはメーリングリストにサインアップするこ
とと定義することができる。
【００５９】
　デバイス識別子テーブル314はまた、行ごとに頻度上限フィールドを含むことができる
。頻度上限フィールドは、指定された時間内に、広告がモバイルデバイス304に提示され
た回数を制限するのに使用されてよい。たとえば、広告システム302は、頻度上限を使用
して、ユーザが、広告主が指定した事例の数を超えて広告306のうちの1つにさらされるの
を防ぐことができる。デバイス識別子テーブル314は、モバイルデバイス304のユーザが、
アプリケーショントラッキングエンジン310が追跡するのが何の情報かを指定することが
できるように、行ごとにプライバシ設定を含むことができる。いくつかの実装形態におい
て、デバイス識別子テーブル314は、アプリケーションIDフィールドまたは何らかの他の
モバイルアプリケーション識別子を用いて、広告イベントをトリガするアプリケーション
を追跡することができる。
【００６０】
　いくつかの実装形態において、デバイス識別子テーブル314は、追加のデータを含む。
たとえば、特定のデバイス識別子に関連付けられた行ごとに、コンバージョンデータ、ロ
ケーション履歴データ、およびアプリケーションデータ(たとえば、アプリケーション広
告要求から取り出された、ユーザデバイスのアプリケーションの名前)が含まれてよい。
【００６１】
　モバイルデバイス304は、セルラ電話、スマートフォン、携帯情報端末、または任意の
他のタイプのモバイルデバイスであってよい。この例では、モバイルデバイス304は、電
話をかける、ボイスオーバーインターネットプロトコル(VoIP)通話をする、およびWorld 
Wide Webまたは任意の他のタイプのネットワークをブラウズするために、使用されてよい
。モバイルデバイスは、いくつかの例を挙げると、タッチスクリーンインターフェース、
キーボード、トラックボール、またはスタイラスからユーザ入力を受信することができる
。モバイルデバイス304は、インターネットなどのネットワーク316を通して、広告システ
ム302に接続することができる。他の実装形態において、ネットワーク316は、LAN、WAN、
またはそれらの任意の組合せである。モバイルデバイス304は、IEEE 802.11、WAP、およ
び/またはBluetooth（登録商標）などの任意の種類の無線プロトコルを使用して通信する
ことができる。
【００６２】
　モバイルデバイス304は、インターネット、たとえばWorld Wide Webをブラウズするた
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めの、またはネットワーク上の他のコンテンツ(たとえば、ドキュメント、画像、および
他の形式の媒体)にアクセスするためのブラウザ318を含むことができる。ブラウザ318は
、モバイルデバイス304のユーザインターフェース上に表示するためのコンテンツを、検
索エンジンなどの発行元システム320に要求することができる。いくつかの実装形態にお
いて、発行元システム320は、要求されたコンテンツに加えて、1つまたは複数のブラウザ
クッキー322をブラウザ318に送信する。たとえば、ブラウザクッキー322は、ウェブペー
ジなどのコンテンツがモバイルデバイス304のユーザインターフェース上に表示された回
数を追跡するのに使用されてよい。ブラウザクッキー322は、オプションで、ブラウザ318
に提示された広告306などの広告を追跡するために使用されてもよい。いくつかの実装形
態において、ブラウザクッキー322は、ウェブサイト上のユーザセッションを追跡するこ
とができる。
【００６３】
　発行元システム320は、広告306の1つなどの広告を、広告システム302に要求することが
できる。発行元システム320は、広告306が要求されたコンテンツと一緒にブラウザ318に
表示されるように、広告306をブラウザ318に送信することができる。発行元システム320
は、ネットワーク316に接続し、ネットワーク316を通して、広告システム302およびモバ
イルデバイス304と通信することができる。
【００６４】
　いくつかの実装形態において、ブラウザ318は、1つまたは複数の広告を含む、ブラウザ
を使用するウェブページを要求することができる。結果として、広告は、ウェブページコ
ンテンツの中に組み入れるために、広告システム302に要求される。広告システム302は、
広告306のうちの1つまたは複数をブラウザ318に送信することができる。ブラウザ318は、
モバイルデバイス304のユーザインターフェース上に提示するために、要求されたコンテ
ンツを広告306と組み合わせることができる。広告システム302は、要求されたウェブペー
ジおよび広告306に関連した情報を記憶するために、1つまたは複数のクッキーをモバイル
デバイス304に送信することができる。モバイルデバイス304は、ブラウザクッキー322に
よってクッキーを記憶することができる。クッキーは、広告306のうちのどれがモバイル
デバイス304に提示されたかを追跡する、またはウェブサイト上のユーザセッションを追
跡するために使用されてよい。
【００６５】
　別の例では、モバイルアプリケーション308のうちの1つが、広告306をモバイルデバイ
ス304に提示することができる。たとえば、モバイルアプリケーション308は、モバイルデ
バイス304のユーザがポーカーゲームをしている間に、広告を提示するポーカーゲームを
含むことができる。ユーザが広告306のうちの1つと対話すると、ポーカーゲームは、選択
された広告に関連付けられたウェブページの要求URLを生成し、URL要求を広告システム30
2に送信することができる。URL要求は、モバイルデバイス304のデバイス識別子を含むこ
とができる。
【００６６】
　本例を続けると、広告システム302は、URL要求を受信して、選択された広告に関連付け
られたブラウザクッキーを生成することができる。生成されたクッキーは、AdCookielDを
有することができる。コンバージョンデータは、アプリケーショントラッキングエンジン
310によって、デバイス識別子テーブル314に記憶されてよい。たとえば、ポーカーゲーム
のためのアプリケーションID、デバイス識別子、およびコンバージョンクッキーのための
コンバージョンIDが、デバイス識別子テーブル314に記憶されてよい。アプリケーション
トラッキングエンジン310は、URL要求からのデバイス識別子を使用して、デバイス識別子
テーブル314に記憶される関連したランダムな識別子を決定することができる。アプリケ
ーショントラッキングエンジン310は、ランダムな識別子およびAdCookielDを使用して、
広告ログ312に記録(たとえば、行)を作成することができる。広告システム302は、生成し
たブラウザクッキーをブラウザ318に送信し、ブラウザ318を、選択された広告に関連付け
られたウェブページにリダイレクトすることができる。ブラウザ318は、広告に関連付け
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られたウェブページを、モバイルデバイス304のユーザインターフェース上に表示するこ
とができる。
【００６７】
　モバイルデバイス304は、モバイルアプリケーション308のうちの1つとして、プライバ
シアプリケーション324を含むことができる。プライバシアプリケーション324は、広告シ
ステム302などのサーバに記憶されたユーザ情報を管理することができる。いくつかの実
装形態において、プライバシアプリケーション324は、ユーザによってモバイルデバイス3
04にインストールされてよい。他の実装形態において、プライバシアプリケーション324
は、モバイルデバイス304が最初に販売される前に、モバイルデバイス304にインストール
されてよい。プライバシアプリケーション324は、起動されると、ユーザが、モバイルデ
バイス304のためのプライバシ管理機能を実施するのを可能にすることができる。たとえ
ば、プライバシアプリケーション324は、ユーザが、1つまたは複数のモバイルアプリケー
ションに関連付けられた1つまたは複数の広告オプトアウトオプションを制御するのを可
能にすることができる。
【００６８】
　ある実装形態において、プライバシアプリケーション324は、モバイルアプリケーショ
ン308のそれぞれに、別個にアプリケーションプライバシ管理を提供することができる。
他の実装形態において、プライバシアプリケーション324は、モバイルアプリケーション3
08のすべてに同じプライバシ設定を提供する。
【００６９】
　いくつかの実装形態において、プライバシアプリケーション324は、コンバージョント
ラッキング情報および頻度上限情報を独立して制御することができる。たとえば、プライ
バシアプリケーション324は、モバイルデバイス304に関連付けられたコンバージョントラ
ッキングデータは消去するように、しかし頻度上限データは消去しないようにする要求を
受信することができる。同様に、プライバシアプリケーション324は、モバイルデバイス3
04に関連付けられた頻度上限データは消去するように、しかしコンバージョントラッキン
グデータは消去しないようにする要求を受信することができる。
【００７０】
　いくつかの実装形態において、プライバシアプリケーション324は、コンバージョンデ
ータ、頻度上限データ、および/または広告クッキーデータが広告システム302から消去さ
れる前に、それらのデータが記憶される時間の長さを示す、ユーザからの入力を受信する
ことができる。指定された時間の長さが経過した後で、アプリケーショントラッキングエ
ンジン310は、モバイルデバイス304に関連付けられたあらゆる記録についてのコンバージ
ョンデータおよび頻度上限データを、たとえば、デバイス識別子テーブル314から消去し
、モバイルデバイス304のためにマップするデバイス識別子への新しいランダムな識別子
を生成する。いくつかの実装形態において、たとえば、デバイス識別子テーブルに記憶さ
れた、ロケーション履歴データ、コンバージョンデータ、およびアプリケーションデータ
を含む追加のデータを、プライバシアプリケーション324を使用して管理することができ
る。たとえば、これらのフィールドは、まとめて、または個々に消去されてよい。代替と
して、オプトアウトがこれらのフィールドのうちの1つまたは複数に適用されてもよい。
【００７１】
　一例で、ユーザは、モバイルデバイス304のためのプライバシ設定を更新するために、
プライバシアプリケーション324を起動することができる。プライバシアプリケーション3
24は、ネイティブアプリケーションAPIを通して、モバイルデバイス304のデバイス識別子
を取り出すことができる。プライバシアプリケーション324は、デバイス識別子を広告シ
ステム302に送信し、デバイス識別子に関連付けられた、広告システム302に記憶されたプ
ライバシ設定へのアクセスを要求することができる。アプリケーショントラッキングエン
ジン310は、デバイス識別子に関連付けられたプライバシ設定についてデバイス識別子テ
ーブル314にクエリし、プライバシ設定をプライバシアプリケーション324に送信すること
ができる。プライバシアプリケーション324は、ユーザにプライバシ設定を提示するユー
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ザインターフェースを提供して、ユーザが、モバイルデバイス304のユーザインターフェ
ース上で設定を見るのを可能にすることができる。プライバシアプリケーション324は、
更新されたプライバシ設定を示すユーザからの入力を受信し、更新された設定を示す要求
を広告システム302に送信することができる。
【００７２】
　たとえば、ユーザは、モバイルデバイス304の広告履歴を消去すべきであることを示す
、ユーザインターフェース上に表示された制御を選択することができる。プライバシアプ
リケーション324は、ユーザ選択に基づいて、履歴消去要求を広告システム302に送信する
ことができる。アプリケーショントラッキングエンジン310がプライバシアプリケーショ
ン324から履歴消去要求およびデバイス識別子を受信すると、アプリケーショントラッキ
ングエンジン310は、デバイス識別子テーブル314のデバイス識別子に関連付けられたラン
ダムな識別子をリセットし、デバイス識別子に関連付けられたすべての既存データを消去
することができる。とりわけ、アプリケーショントラッキングエンジン310は、デバイス
識別子テーブル314において、新しいランダムな識別子をデバイス識別子にマップするこ
とができる。
【００７３】
　アプリケーショントラッキングエンジン310は、デバイス識別子およびランダムな識別
子と同じ行に記憶されたモバイルデバイス広告データを取り除くことができる。たとえば
、アプリケーショントラッキングエンジン310は、その行のあらゆるコンバージョントラ
ッキング情報および頻度上限情報を消去することができる。いくつかの実装形態において
、ユーザがモバイルデバイス304の広告履歴を消去すべきであることを示すとき、プライ
バシアプリケーション324はまた、ブラウザと対話して、ブラウザ318に記憶されたブラウ
ザクッキー322を削除することができる。
【００７４】
　別の例で、ユーザは、広告システム302がモバイルデバイス304のモバイルアプリケーシ
ョンにおける広告イベントをこれ以上追跡すべきでないことを示すことができる。プライ
バシアプリケーション324は、ユーザの指示に基づいて、オプトアウト要求を広告システ
ム302に送信することができる。アプリケーショントラッキングエンジン310は、モバイル
デバイス304のデバイス識別子を受信し、モバイルデバイス304に関連付けられた記録につ
いてデバイス識別子テーブル314にクエリすることができる。アプリケーショントラッキ
ングエンジン310は、モバイルデバイス304に関連付けられた記録を、「ダミー記録」で更
新することができる。ダミー記録は、ランダムな識別子のためのダミー値(たとえば、ゼ
ロ)を含み、コンバージョントラッキング情報フィールドおよび頻度上限フィールドのた
めの値を含まないことができる。アプリケーショントラッキングエンジン310がデバイス
識別子に関連付けられた広告イベントを検出し、デバイス識別子テーブルがそのデバイス
識別子のためのダミー記録を含む場合、アプリケーショントラッキングエンジン310は、
イベントを追跡しない。
【００７５】
　とりわけ、新しいエントリは、デバイス識別子/ランダムな識別子のマッピングがない
場合に作成されることになるので、ダミー記録は、デバイス識別子がテーブルの中にあり
ながら、モバイルデバイス304のモバイルアプリケーションで発生する広告イベントにつ
いてトラッキングが実施されるべきでないことを示す。
【００７６】
　以下は、プライバシアプリケーション324からオプトアウトプライバシ要求を受信した
後に広告イベントを検出する広告システム302の例である。たとえば、モバイルアプリケ
ーション308は、モバイルデバイス304のソーシャルネットワーキングアプリケーションを
含むことができる。ソーシャルネットワーキングアプリケーションは、ソーシャルネット
ワーキングアプリケーションに提示された広告306のうちの1つのユーザ選択を示す入力を
受信することができる。ソーシャルネットワーキングアプリケーションは、ブラウザ318
を起動すべきであると判定することができ、ブラウザ318は、選択された広告に関連付け
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られたURLランディングページを要求することができる。
【００７７】
　本例を続けると、ブラウザ318は、モバイルデバイス304のデバイス識別子と共にURL要
求を広告システム302に送信することができる。デバイス識別子は、広告システム302から
、アプリケーショントラッキングエンジン310へと転送される。アプリケーショントラッ
キングエンジン310は、デバイス識別子テーブル314にクエリし、デバイス識別子に関連付
けられたダミー記録を受信する。アプリケーショントラッキングエンジン310は、デバイ
ス識別子テーブル314に記憶されたプライバシ設定に基づいて、デバイス識別子に関連付
けられた、ユーザが選択した広告などの広告イベントを、追跡すべきでないことを判定す
る。広告システム302は、ブラウザ318にクッキーを記憶することなく、または広告ログ31
2もしくはデバイス識別子テーブル314の広告イベントを追跡することなく、ブラウザ318
を、選択された広告に関連付けられたランディングページにリダイレクトすることができ
る。
【００７８】
　いくつかの実装形態において、広告306のうちの1つとのユーザ対話を示す入力を受信し
た後で、ソーシャルネットワーキングアプリケーション、またはモバイルアプリケーショ
ン308のうちの1つは、ユーザにプロンプトを提示することができる。たとえば、プロンプ
トは、ユーザに、ブラウザ318またはソーシャルネットワーキングアプリケーションに開
いた、広告に関連付けられたランディングページを望むかを尋ねることができる。
【００７９】
　図4は、デバイス識別子を取り出すステップ、およびプライバシ要求を広告システムに
送信するステップの例示的な方法400の流れ図である。モバイルデバイス(たとえば、モバ
イルデバイス304)およびその部分が、以下で例として参照されることになる。方法400は
、モバイルデバイスと併用して、またはモバイルデバイスに代わって、1つまたは複数の
他のシステムによって実施されてよい。
【００８０】
　プライバシアプリケーション(たとえば、プライバシアプリケーション324)がインスト
ールされる(402)。たとえば、プライバシアプリケーションは、モバイルデバイスにイン
ストールされてよい。プライバシアプリケーションは、ユーザによってモバイルデバイス
にインストールされてよい。たとえば、ユーザは、プライバシアプリケーションをモバイ
ルデバイスにダウンロードして、インストールするために、モバイルアプリケーションス
トアにアクセスすることができる。他の実装形態において、プライバシアプリケーション
は、モバイルデバイスが販売される前に、インストールされてよい。プライバシアプリケ
ーションは、いくつかの例を挙げると、モバイルデバイスのオペレーティングシステムの
一部として、または追加のアプリケーションとしてインストールされてよい。
【００８１】
　プライバシアプリケーションは、アプリケーションAPIを使用してデバイス識別子を取
り出す(404)。たとえば、プライバシアプリケーションは、実行されるときに、ネイティ
ブアプリケーションAPIを通してモバイルデバイスのデバイス識別子を取り出すことがで
きる。いくつかの実装形態において、プライバシアプリケーションは、Java（登録商標）
 APIを使用して、モバイルデバイスからデバイス識別子を取り出す。
【００８２】
　プライバシアプリケーションは、プライバシ要求を示すユーザ入力を受信する(406)。
たとえば、プライバシアプリケーションは、履歴消去要求を示すユーザからの入力を受信
することができる。履歴消去要求は、モバイルデバイスの(たとえば、モバイルアプリケ
ーション308のうちの)特定のモバイルアプリケーション、モバイルアプリケーション308
のグループ、またはモバイルアプリケーションのすべてに対する要求であってよい。たと
えば、履歴消去要求は、ユーザによって指定されたアプリケーションに関連付けられた、
システムに記憶されたすべての履歴データを取り除くためのシステムに対する要求であっ
てもよい。代替として、プライバシアプリケーションは、システムがモバイルアプリケー
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ションのいずれについても履歴情報をこれ以上追跡すべきでないことを示すオプトアウト
要求を受信することができる。いくつかの実装形態において、履歴消去要求またはオプト
アウト要求は、モバイルデバイスに関連付けられたブラウザ広告トラッキングを含む。
【００８３】
　プライバシアプリケーションは、デバイス識別子に関連付けられたモバイルアプリケー
ションに対するプライバシ要求を送信する(408)。たとえば、プライバシアプリケーショ
ンは、広告システム(たとえば、広告システム302)にプライバシ要求を送信することがで
きる。プライバシ要求は、プライバシアプリケーションが受信したユーザ入力によって指
定された、モバイルアプリケーションのうちの1つまたは複数に対する要求であってよい
。いくつかの実装形態において、ユーザのプライバシを確実にするために、デバイス識別
子および/またはプライバシ要求を符号化することができる。たとえば、プライバシアプ
リケーションは、プライバシアプリケーションユーザエージェント文字列、タイムスタン
プ、およびデバイス識別子を使用して、暗号化方式によるシグネチャを生成することがで
きる。暗号化方式は、AES-128、またはトリプルDESなどの、データ暗号化標準(DES)アル
ゴリズム、または先進暗号化標準(AES)アルゴリズムであってよい。たとえば、公開鍵が
モバイルデバイスでの暗号化のために使用され、秘密鍵が広告活動システムによる解読の
ために使用されてよい。いくつかの実装形態において、ユーザエージェント文字列および
タイムスタンプをシグネチャに追加することにより、デバイス識別子の符号化をより複雑
でセキュアにすることができる。
【００８４】
　ある実装形態において、プライバシアプリケーションは、プライバシ要求を送信する前
に、ユーザに認証課題を提示することができる。たとえば、プライバシアプリケーション
がプライバシ要求のユーザの指示を受信すると、プライバシアプリケーションは、広告シ
ステムに認証課題を要求することができる。広告システムは、認証課題要求に応答して、
たとえば、プライバシアプリケーションにキャプチャテストを送信することができる。プ
ライバシアプリケーションは、ユーザにキャプチャテストを提示して、ユーザの応答を示
すユーザからの入力を受信することができる。プライバシアプリケーションは、ユーザの
応答を広告システムに送信することができ、それにより、広告システムは、ユーザの応答
の正確さを検証することができる。
【００８５】
　ユーザの応答が正しい場合、広告システムは、ユーザを認証し、プライバシアプリケー
ションからのプライバシ要求を受け入れることができる。ユーザの応答が正しくない場合
、広告システムは、プライバシアプリケーションに別の認証課題を送信することができる
。他の実装形態において、認証課題は、プライバシアプリケーションがプライバシ要求を
広告システムに送信した後で、ユーザに提示される。
【００８６】
　図5は、モバイルデバイスからデバイス識別子およびプライバシ要求を受信するステッ
プの例示的な方法500の流れ図である。広告システム(たとえば、広告システム302)および
その部分が、以下で例として参照されることになる。方法500は、広告システムと併用し
て、または広告システムに代わって、1つまたは複数の他のシステムによって実施されて
よい。
【００８７】
　プライバシ要求が受信される(502)。たとえば、プライバシ要求は、モバイルデバイス
から広告システムによって受信されてよい。プライバシアプリケーション(たとえば、プ
ライバシアプリケーション324)は、たとえば、プライバシ要求を作成し、広告システムに
送信することができる。プライバシアプリケーション、または別のモバイルアプリケーシ
ョン(たとえば、モバイルアプリケーション308のうちの1つ)は、ユーザ(たとえば、ユー
ザがマシンではないこと)を検証するために、モバイルデバイスのユーザに認証課題を提
示することができる。たとえば、プライバシアプリケーションは、ユーザにキャプチャ課
題ワードを提示することができる。プライバシ要求は、モバイルデバイスのデバイス識別
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子および認証解答を含むことができる。いくつかの実装形態において、広告システムは、
モバイルデバイスからプライバシ要求を受信し、プライバシ要求に応答して、モバイルデ
バイスに認証課題を送信することができる。
【００８８】
　いくつかの実装形態において、プライバシ要求は、プライバシ要求に合致する関連した
アプリケーションを示す。たとえば、プライバシアプリケーションは、特定のモバイルア
プリケーション、またはモバイルデバイスのすべてのゲーミングアプリケーションの履歴
を消去すべきであることを示す、ユーザからの入力を受信することができる。この例で、
プライバシ要求は、広告イベントのトラッキングが、1つまたは複数の広告ログ(たとえば
、広告ログ312)およびデバイス識別子テーブル(たとえば、デバイス識別子テーブル314)
から取り除かれるべきである、特定のアプリケーションを示す情報を含む。別の例で、プ
ライバシアプリケーションは、オプトアウト要求を送信し、広告システムがこれ以上追跡
すべきでない特定のアプリケーションを示すアプリケーション情報を含むことができる。
ある実装形態において、プライバシ要求は、モバイルデバイスのすべてのアプリケーショ
ンに対する要求である。
【００８９】
　プライバシ要求が認証される(504)。たとえば、広告システムは、認証解答を、ユーザ
に提示されたキャプチャ課題ワードと比較することができる。いくつかの実装形態におい
て、認証解答が正しくない場合、広告システムは、ユーザに提示するために、別のキャプ
チャ課題ワードをモバイルデバイスに送信することができる。
【００９０】
　デバイス識別子が、プライバシ要求から復号される(506)。たとえば、広告システムは
、DES鍵またはAES鍵を使用して、プライバシ要求を復号し、モバイルデバイスのためのデ
バイス識別子を確認することができる。他の実装形態において、RSA鍵が、デバイス識別
子および/またはプライバシ要求を暗号化し、解読するのに使用されてよい。いくつかの
実装形態において、ユーザエージェント文字列およびタイムスタンプが、デバイス識別子
と共に解読される。
【００９１】
　デバイス識別子に関連付けられたモバイルデバイス広告データが取り出される(508)。
たとえば、アプリケーショントラッキングエンジン(たとえば、アプリケーショントラッ
キングエンジン310)は、解読されたデバイス識別子を広告システムから受信し、解読され
たデバイス識別子に関連付けられた、デバイス識別子テーブルにおける行を決定すること
ができる。アプリケーショントラッキングエンジンは、解読されたデバイス識別子に関連
付けられた行の中のデータを取り出すことができ、データは、デバイス識別子にマップさ
れたランダムな識別子、ならびにモバイルデバイスに提示された広告(たとえば、広告306
)のそれぞれについてのコンバージョントラッキング情報および頻度上限情報を含む。
【００９２】
　デバイス識別子テーブルが解読されたデバイス識別子に関連付けられた行を含まない場
合、アプリケーショントラッキングエンジンは、デバイス識別子テーブルに、解読された
デバイス識別子のための新しい記録を作成することができる。プライバシ要求がオプトア
ウト要求である場合、アプリケーショントラッキングエンジンは、ランダムな識別子フィ
ールド、コンバージョン情報フィールド、および頻度上限情報フィールドにおいて、空白
値、ヌル値、またはゼロ値で、デバイス識別子のためのダミー記録を生成することができ
る。プライバシ要求が履歴消去要求の場合、アプリケーショントラッキングエンジンは、
デバイス識別子テーブルに新しい記録を作成し、解読されたデバイス識別子にマップされ
る新しいランダムな識別子を生成することができる。アプリケーショントラッキングエン
ジンは、新しく作成された記録において、コンバージョン情報フィールドおよび頻度上限
フィールドのための空白値、ヌル値、またはゼロ値を入力することができる。
【００９３】
　要求されたプライバシ動作が、モバイルデバイス広告データ上で実施される(510)。た
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とえば、アプリケーショントラッキングエンジンは、要求されたプライバシポリシーを、
広告ログおよびデバイス識別子テーブルに記憶されたモバイルデバイス広告データに適用
することができる。アプリケーショントラッキングエンジンがプライバシアプリケーショ
ンから履歴消去要求を受信した場合、アプリケーショントラッキングエンジンは、デバイ
ス識別子テーブルにおいて、新しいランダムな識別子を解読されたデバイス識別子にマッ
プし、解読されたデバイス識別子に関連付けられたあらゆるコンバージョントラッキング
情報および頻度上限情報を、デバイス識別子テーブルから消去することができる。
【００９４】
　デバイス識別子テーブルは、もはや古いランダムな識別子をデバイス識別子に関連付け
ないので、アプリケーショントラッキングエンジンは、たとえば、古いランダムな識別子
に関連付けられた、(たとえば、広告ロギングにおいて識別された)広告イベントが、モバ
イルデバイスによって生成されたことを、もはや確認することはできない。履歴消去要求
がモバイルデバイス広告データ上で実施された後に、広告システムによって検出された広
告イベントは、モバイルデバイスのデバイス識別子にマップされた新しいランダムな識別
子で広告ログにおいてログされ、デバイス識別子を使用してデバイス識別子テーブルにお
いてログされてよい。
【００９５】
　広告システムがトラッキング要求のオプトアウトを受信した場合、アプリケーショント
ラッキングエンジン310は、解読されたデバイス識別子に関連付けられた、デバイス識別
子テーブルの行におけるデータを取り除き、その行の中にダミー記録を挿入することがで
きる。たとえば、アプリケーショントラッキングエンジンは、解読されたデバイス識別子
に関連付けられた行におけるランダムな識別子フィールドの中に、ヌル値、または何らか
の他の所定の悪意のある値を入力することができる。アプリケーショントラッキングエン
ジンが、デバイス識別子記録についてデバイス識別子テーブルにクエリし、ダミー記録ま
たは悪意のあるランダムな識別子の値を含む行を受信すると、アプリケーショントラッキ
ングエンジンは、クエリされたデバイス識別子に関連付けられたいかなる行動も追跡しな
い、またはログしないことになる。
【００９６】
　たとえば、広告システムは、プライバシアプリケーションから、デバイス識別子に関連
付けられたオプトアウトプライバシ要求を受信する。その後に、広告システムは、デバイ
ス識別子を含む要求を受信して、広告をモバイルデバイスのモバイルアプリケーションに
おいて表示することができる。広告システムは、モバイルデバイスのデバイス識別子を、
アプリケーショントラッキングエンジンに送信することができる。アプリケーショントラ
ッキングエンジンは、デバイス識別子に関連付けられた記録についてデバイス識別子テー
ブルにクエリすることができる。アプリケーショントラッキングエンジンは、クエリに応
答して、デバイス識別子テーブルから、ダミー記録(たとえば、ダミー記録は、プライバ
シアプリケーションによって送信されたデバイス識別子に関連付けられている)を受信す
ることができる。アプリケーショントラッキングエンジンは、デバイス識別子に関連付け
られた要求が追跡されるべきでないことを、広告システムに示すことができる。広告シス
テムは、要求するアプリケーションにいかなるクッキーも送信せずに、要求するアプリケ
ーションに広告を供給し、アプリケーショントラッキングエンジンは、広告の供給を追跡
しない。
【００９７】
　いくつかの実装形態において、アプリケーショントラッキングエンジンは、プライバシ
要求の一部として受信したアプリケーションID情報を使用して、モバイルデバイスにイン
ストールされた特定のアプリケーションにプライバシ設定を適用することができる。たと
えば、デバイス識別子テーブルは、異なるランダムな識別子を、モバイルデバイスのモバ
イルアプリケーションのためのそれぞれのデバイス識別子およびアプリケーションIDの組
合せにマップすることができる。アプリケーショントラッキングエンジンは、デバイス識
別子およびアプリケーションIDを使用してデバイス識別子テーブルにクエリし、デバイス
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識別子テーブルのエントリに、履歴消去プライバシ要求、またはトラッキングプライバシ
要求のオプトアウトを実施することができる。
【００９８】
　ある実装形態において、広告システムは、プライバシ設定を含むプライバシ要求を受信
することができる。たとえば、プライバシ設定は、別の広告イベント(たとえば、同じ広
告の提示)が同じまたは同様の情報のロギングをトリガすることなく、トラッキング情報
がデバイス識別子に関連付けられる、最大時間を含むことができる。プライバシ設定は、
モバイルアプリケーションのうちの1つまたは複数の履歴を、スケジュール通りに自動的
に消去すべきであることを示すことができる。いくつかの実装形態において、広告ログお
よび/またはデバイス識別子テーブルに記憶されたトラッキングデータまたはコンバージ
ョンデータは、所定の時間(たとえば、30日)の後で期限が切れてよい。
【００９９】
　いくつかの代替実装形態において、プライバシ管理は、プライバシアプリケーションを
通す代わりに、広告ベースであってもよい。たとえば、広告は、制御またはプライバシ設
定を提供するために、広告と対話するための論理を含むことができる。たとえば、広告と
の対話(たとえば、選択またはユーザ入力ジェスチャの一種)に際し、提示されるオプショ
ンが、編集設定ボタンを含むことができる。選択されると、要求は、新しいウェブビュー
ウィンドウが提示されるようにプロンプトするURLの一部として広告システムに送信され
て、ユーザが、上述したようなさまざまなプライバシ設定と対話することを可能にする。
【０１００】
　本明細書で説明した発明の対象および動作の実施形態は、デジタル電子回路において、
または本明細書で開示した構造、およびそれらの構造の均等物を含むコンピュータソフト
ウェア、ファームウェア、もしくはハードウェアにおいて、またはそれらの1つもしくは
複数の組合せにおいて、実装されてよい。本明細書で説明した発明の対象の実施形態は、
1つまたは複数のコンピュータプログラムとして、すなわち、データ処理装置によって実
行されるために、またはデータ処理装置の動作を制御するために、コンピュータ記憶媒体
上で符号化されたコンピュータプログラム命令の1つまたは複数のモジュールとして、実
装されてよい。コンピュータ記憶媒体は、コンピュータ可読記憶デバイス、コンピュータ
可読記憶基板、ランダムもしくはシリアルアクセスメモリアレイもしくはメモリデバイス
、またはそれらの1つまたは複数の組合せであってよく、あるいは、それらに含まれてい
てもよい。
【０１０１】
　用語「データ処理装置」は、例として、プログラマブルプロセッサ、コンピュータ、ま
たは複数のプロセッサもしくはコンピュータを含む、データを処理するためのすべての装
置、デバイス、およびマシンを包含する。装置は、ハードウェアに加えて、当該コンピュ
ータプログラムのための実行環境を作成するコード、たとえば、プロセッサファームウェ
アを構成するコード、プロトコルスタック、データベース管理システム、オペレーティン
グシステム、またはそれらの1つもしくは複数の組合せを含むことができる。
【０１０２】
　コンピュータプログラム(プログラム、ソフトウェア、ソフトウェアアプリケーション
、スクリプト、またはコードとしても知られている)は、コンパイラ型もしくはインタプ
リタ型言語、または宣言型もしくは手続型言語を含む、任意の形式のプログラミング言語
で書かれてよく、スタンドアローンプログラムとして、またはモジュール、コンポーネン
ト、サブルーチンとして、またはコンピューティング環境における使用に好適な他のユニ
ットを含む、任意の形式で導入されてよい。コンピュータプログラムは、必ずしもファイ
ルシステムにおけるファイルに対応するわけではない。プログラムは、他のプログラムま
たはデータ(たとえば、マークアップ言語ドキュメントの中に記憶された1つまたは複数の
スクリプト)を保持するファイルの一部に、当該プログラムに専用の単一のファイルに、
または、複数の調整されたファイル(たとえば、1つもしくは複数のモジュール、サブプロ
グラム、またはコードの一部を記憶するファイル)に、記憶されてよい。コンピュータプ
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ログラムは、1つのコンピュータ上で、または1つの場所に位置する、もしくは複数の場所
にわたって分散されて通信ネットワークによって相互接続された、複数のコンピュータ上
で実行されるように導入されてもよい。
【０１０３】
　本明細書で説明した処理および論理フローは、入力データを操作し、出力を生成するこ
とによって機能を実施するために、1つもしくは複数のコンピュータプログラムを実行す
る、1つまたは複数のプログラムマブルプロセッサによって実施されてよい。処理および
論理フローはまた、FPGA(フィールドプログラマブルゲートアレイ)またはASIC(特定用途
向け集積回路)などの特殊用途論理回路によって実施されてもよく、装置はまた、FPGAま
たはASICなどの特殊用途論理回路として実装されてもよい。
【０１０４】
　コンピュータプログラムの実行に好適なプロセッサは、例として、汎用および特殊用途
の両方のマイクロプロセッサ、ならびにあらゆる種類のデジタルコンピュータの任意の1
つまたは複数のプロセッサを含む。一般に、プロセッサは、読み出し専用メモリまたはラ
ンダムアクセスメモリから、またはその両方から、命令およびデータを受信することにな
る。コンピュータの主要な要素は、命令を実行するためのプロセッサ、ならびに命令およ
びデータを記憶するための1つまたは複数のメモリデバイスである。一般に、コンピュー
タはまた、データを記憶するための1つまたは複数の大容量記憶デバイス、たとえば、磁
気ディスク、光磁気ディスク、または光ディスクを含むことになる、あるいは、それらか
らデータを受信する、もしくはそれらにデータを転送する、またはその両方のために、動
作可能に結合されることになる。しかしながら、コンピュータは、そのようなデバイスを
有する必要はない。さらに、コンピュータは別のデバイス、たとえば、いくつかの例を挙
げると、モバイル電話、携帯情報端末(PDA)、モバイルオーディオまたはビデオプレイヤ
ー、ゲームコンソール、全地球測位システム(GPS)受信機に組み込まれてもよい。
【０１０５】
　コンピュータプログラム命令およびデータを記憶するために好適なコンピュータ可読媒
体は、例として、半導体メモリデバイス(たとえばEPROM、EEPROM、およびフラッシュメモ
リデバイス)、磁気ディスク(たとえば、内部ハードディスクまたは取り外し可能なディス
ク)、光磁気ディスク、ならびにCD-ROMディスクおよびDVD-ROMディスクを含む、すべての
形態の不揮発性メモリ、媒体、およびメモリデバイスを含む。プロセッサおよびメモリは
、特殊用途論理回路によって補完されてもよく、または特殊用途論理回路に組み入れられ
てもよい。
【０１０６】
　ユーザとの対話を提供するために、本明細書で説明した発明の対象の実施形態は、ユー
ザに情報を表示するためのCRT(ブラウン管)またはLCD(液晶ディスプレイ)モニタなどのデ
ィスプレイデバイス、ならびに、ユーザがコンピュータに入力を提供することができるキ
ーボード、およびマウスまたはトラックボールなどのポインティングデバイスを有するコ
ンピュータ上で実装されてよい。ユーザとの対話を提供するために、他の種類のデバイス
がまた使用されてもよく、たとえば、ユーザに提供されるフィードバックは、視覚フィー
ドバック、聴覚フィードバック、または触覚フィードバックなどの任意の形態の感覚フィ
ードバックでよく、ユーザからの入力は、音響、音声、または触覚入力を含む任意の形態
で受信されてよい。
【０１０７】
　本明細書で説明した発明の対象の実施形態は、たとえばデータサーバとしてのバックエ
ンドコンポーネントを含む、またはアプリケーションサーバなどのミドルウェアコンポー
ネントを含む、またはクライアントコンピュータ(ユーザが本明細書で説明した発明の対
象の実装形態と対話することができるグラフィカルユーザインターフェースもしくはウェ
ブブラウザを有する)などのフロントエンドコンポーネントを含む、または1つもしくは複
数のそのようなバックエンドコンポーネント、ミドルウェアコンポーネント、またはフロ
ントエンドコンポーネントの任意の組合せを含む、コンピューティングシステムにおいて
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実装されてよい。システムのコンポーネントは、通信ネットワークなどの、デジタルデー
タ通信の任意の形態または媒体によって相互接続されてよい。通信ネットワークの例は、
ローカルエリアネットワーク(「LAN」)、およびインターネットなどのワイドエリアネッ
トワーク(「WAN」)を含む。
【０１０８】
　コンピューティングシステムは、クライアントおよびサーバを含むことができる。クラ
イアントおよびサーバは、一般に、互いからリモートであり、典型的には、通信ネットワ
ークを通して対話する。クライアントおよびサーバの関係は、それぞれのコンピュータ上
で動作し、互いに対してクライアント-サーバの関係を有するコンピュータプログラムに
よって発生する。
【０１０９】
　本明細書は多くの特定の実装形態の詳細を含むが、これらはいかなる実装形態の範囲、
または特許請求されるものの範囲を限定するものとしても解釈されるべきではなく、むし
ろ、特定の実装形態の特定の実施形態に固有でありうる特徴の説明として解釈されるべき
である。別々の実施形態のコンテキストにおいて本明細書で説明したいくつかの特徴はま
た、単一の実施形態を組み合わせて実装されてもよい。逆に、単一の実施形態のコンテキ
ストにおいて説明したさまざまな特徴がまた、複数の実施形態で別々に実装されても、ま
たは任意の適切なサブコンビネーションで実装されてもよい。さらに、特徴は、特定の組
合せにおいて作用するものとして上で説明され、さらにそのように最初に特許請求されて
いることがあるが、いくつかのケースでは、特許請求される組合せからの1つまたは複数
の特徴がその組合せから削られることがあり、特許請求される組合せが、サブコンビネー
ション、またはサブコンビネーションの変形形態を対象とすることがある。
【０１１０】
　同様に、図面における動作が、特定の順序で示されているが、これは、そのような動作
が示された特定の順序もしくは連続した順序で実施されるように、または、所望の結果を
達成するために図示したすべての動作が実施されるように要求しているものと理解される
べきではない。ある状況では、多重タスク処理および並行処理が好都合でありうる。さら
に、上述した実施形態におけるさまざまなシステムコンポーネントの分離は、すべての実
施形態においてそのような分離を要求しているものと理解されるべきではなく、説明した
プログラムコンポーネントおよびシステムは、一般に単一のソフトウェア製品に一緒に統
合されても、複数のソフトウェア製品の中にパッケージされてもよいことが理解されるべ
きである。
【０１１１】
　本明細書で説明した発明の主題の特定の実施形態を説明してきた。他の実施形態は、以
下の特許請求の範囲内である。たとえば、特許請求の範囲に列挙された動作は、異なる順
序で実施されても所望の結果を達成することができる。一例として、添付の図面に示され
たプロセスは、所望の結果を達成するために、必ずしも示された特定の順序、または連続
した順序が必要ではない。ある実装形態においては、多重タスク処理および並行処理が好
都合でありうる。
【符号の説明】
【０１１２】
　　100　広告活動システム
　　102　広告主
　　104　広告管理システム
　　106　発行元
　　108　ユーザ
　　110　コンピュータネットワーク
　　200　システム
　　202　開発者システム
　　204　モバイルデバイス
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　　206　アプリケーション
　　208　ページ
　　210　グラフィカルユーザインターフェース
　　212　コンテンツ、広告
　　214　ソフトウェア開発キット
　　216　オブジェクト
　　218　プラットフォーム
　　220　アプリケーションプログラムインターフェース
　　222　広告ディストリビュータシステム
　　223　ネットワーク
　　224　レポジトリ
　　226　コンテキストコンポーネント
　　228　コンテキスト共有コンポーネント
　　300　広告活動システム
　　302　広告システム
　　304　モバイルデバイス
　　306　広告
　　308　モバイルアプリケーション
　　310　アプリケーショントラッキングエンジン
　　312　広告ログ
　　314　デバイス識別子テーブル
　　316　ネットワーク
　　318　ブラウザ
　　320　発行元システム
　　322　ブラウザクッキー
　　324　プライバシアプリケーション
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