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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　ユーザの電子デバイスの現在位置を受け取る段階と、
　前記現在位置に対して所定距離内にある複数の関心点を取り出す段階と、
　各関心点を、前記現在位置に対する前記関心点の近さ、および前記関心点に関連する1
つまたは複数の時間関連属性に基づいてランク付けする段階と、
　前記ランク付けに基づいて、前記電子デバイスの表示装置上で前記ユーザに提示するた
めに、前記関心点の1つまたは複数を識別するデータを前記電子デバイスに提供する段階
とを含み、
　前記現在位置を含むエリア中の関心点の密度に基づいて前記所定距離を決定する段階を
さらに含む、ことを特徴とするコンピュータによって実施される方法。
【請求項２】
　ユーザの電子デバイスの現在位置を受け取る段階と、
　前記現在位置に対して所定距離内にある複数の関心点を取り出す段階と、
　各関心点を、前記現在位置に対する前記関心点の近さ、および前記関心点に関連する1
つまたは複数の時間関連属性に基づいてランク付けする段階と、
　前記ランク付けに基づいて、前記電子デバイスの表示装置上で前記ユーザに提示するた
めに、前記関心点の1つまたは複数を識別するデータを前記電子デバイスに提供する段階
とを含み、
　前記電子デバイスの表示装置上で前記ユーザに提示するために前記関心点の1つまたは



(2) JP 5808802 B2 2015.11.10

10

20

30

40

50

複数を前記電子デバイスに提供する段階が、前記1つまたは複数の関心点を提案検索クエ
リとして提供する段階を含む、ことを特徴とするコンピュータによって実施される方法。
【請求項３】
　前記所定距離が、前記現在位置からの半径距離であり、さらに、取り出されることにな
る関心点の所望の数に基づく、ことを特徴とする請求項１に記載の方法。
【請求項４】
　前記1つまたは複数の時間関連属性が、前記現在位置が受け取られた時に前記関心点が
営業のために開いているか閉まっているかを示す属性を含み、前記関心点が開いている場
合は前記関心点の前記ランク付けが上がる、ことを特徴とする請求項１又は２に記載の方
法。
【請求項５】
　各関心点がカテゴリに関連し、前記1つまたは複数の時間関連属性が、前記現在位置が
受け取られた時に前記関心点に関連する前記カテゴリが前記ユーザに関連性がある確率を
示す属性を含む、ことを特徴とする請求項１又は２に記載の方法。
【請求項６】
　前記電子デバイスの表示装置上で前記ユーザに提示するために前記関心点の1つまたは
複数を前記電子デバイスに提供する段階が、
　前記現在位置と前記1つまたは複数の関心点とを含む地図の一部を取り出す段階と、
　前記地図の前記一部を、前記電子デバイスの表示装置上でユーザに提示するために前記
電子デバイスに提供する段階とを含み、前記地図が、前記1つまたは複数の関心点を表す1
つまたは複数のグラフィカル要素と重ねられ、前記1つまたは複数のグラフィカル要素が
、前記地図上で、前記グラフィカル要素によって表される前記関心点に対応する位置に近
接して重ねられる、ことを特徴とする請求項１に記載の方法。
【請求項７】
　命令が記憶されたコンピュータ可読記憶デバイスであって、前記命令が、プロセッサに
よって実行された時、
　ユーザの電子デバイスの現在位置を受け取ること、
　前記現在位置に対して所定距離内にある複数の関心点を取り出すこと、
　各関心点を、前記現在位置に対する前記関心点の近さ、および前記関心点に関連する1
つまたは複数の時間関連属性に基づいてランク付けすること、
　前記ランク付けに基づいて、前記電子デバイスの表示装置上で前記ユーザに提示するた
めに、前記関心点の1つまたは複数を識別するデータを前記電子デバイスに提供すること
、ならびに、
　前記現在位置を含むエリア中の関心点の密度に基づいて前記所定距離を決定すること、
を含む動作を、前記プロセッサに実施させる、ことを特徴とするコンピュータ可読記憶デ
バイス。
【請求項８】
　命令が記憶されたコンピュータ可読記憶デバイスであって、前記命令が、プロセッサに
よって実行された時、
　ユーザの電子デバイスの現在位置を受け取ること、
　前記現在位置に対して所定距離内にある複数の関心点を取り出すこと、
　各関心点を、前記現在位置に対する前記関心点の近さ、および前記関心点に関連する1
つまたは複数の時間関連属性に基づいてランク付けすること、ならびに、
　前記ランク付けに基づいて、前記電子デバイスの表示装置上で前記ユーザに提示するた
めに、前記関心点の1つまたは複数を識別するデータを前記電子デバイスに提供すること
を含む動作を、前記プロセッサに実施させ、
　前記電子デバイスの表示装置上で前記ユーザに提示するために前記関心点の1つまたは
複数を前記電子デバイスに提供することが、前記1つまたは複数の関心点を提案検索クエ
リとして提供することを含む、ことを特徴とするコンピュータ可読記憶デバイス。
【請求項９】
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　前記所定距離が、前記現在位置からの半径距離であり、さらに、取り出されることにな
る関心点の所望の数に基づく、ことを特徴とする請求項７に記載のコンピュータ可読記憶
デバイス。
【請求項１０】
　前記1つまたは複数の時間関連属性が、前記現在位置が受け取られた時に前記関心点が
営業のために開いているか閉まっているかを示す属性を含み、前記関心点が開いている場
合は前記関心点の前記ランク付けが上がる、ことを特徴とする請求項７又は８に記載のコ
ンピュータ可読記憶デバイス。
【請求項１１】
　各関心点がカテゴリに関連し、前記1つまたは複数の時間関連属性が、前記現在位置が
受け取られた時に前記関心点に関連する前記カテゴリが前記ユーザに関連性がある確率を
示す属性を含む、ことを特徴とする請求項７又は８に記載のコンピュータ可読記憶デバイ
ス。
【請求項１２】
　前記電子デバイスの表示装置上で前記ユーザに提示するために前記関心点の1つまたは
複数を前記電子デバイスに提供することが、
　前記現在位置と前記1つまたは複数の関心点とを含む地図の一部を取り出すこと、およ
び、
　前記地図の前記一部を、前記電子デバイスの表示装置上でユーザに提示するために前記
電子デバイスに提供することを含み、前記地図が、前記1つまたは複数の関心点を表す1つ
または複数のグラフィカル要素と重ねられ、前記1つまたは複数のグラフィカル要素が、
前記地図上で、前記グラフィカル要素によって表される前記関心点に対応する位置に近接
して重ねられる、ことを特徴とする請求項７に記載のコンピュータ可読記憶デバイス。
【請求項１３】
　1つまたは複数のコンピュータと、
　前記1つまたは複数のコンピュータに結合され、命令を記憶する1つまたは複数のデータ
記憶デバイスとを備えるシステムであって、前記命令が、前記1つまたは複数のコンピュ
ータによって実行された時、
　ユーザの電子デバイスの現在位置を受け取ること、
　前記現在位置に対して所定距離内にある複数の関心点を取り出すこと、
　各関心点を、前記現在位置に対する前記関心点の近さ、および前記関心点に関連する1
つまたは複数の時間関連属性に基づいてランク付けすること、
　前記ランク付けに基づいて、前記電子デバイスの表示装置上で前記ユーザに提示するた
めに、前記関心点の1つまたは複数を識別するデータを前記電子デバイスに提供すること
、ならびに、
前記現在位置を含むエリア中の関心点の密度に基づいて前記所定距離を決定すること、
を含む動作を、前記1つまたは複数のコンピュータに実施させる、ことを特徴とするシス
テム。
【請求項１４】
　1つまたは複数のコンピュータと、
　前記1つまたは複数のコンピュータに結合され、命令を記憶する1つまたは複数のデータ
記憶デバイスとを備えるシステムであって、前記命令が、前記1つまたは複数のコンピュ
ータによって実行された時、
　ユーザの電子デバイスの現在位置を受け取ること、
　前記現在位置に対して所定距離内にある複数の関心点を取り出すこと、
　各関心点を、前記現在位置に対する前記関心点の近さ、および前記関心点に関連する1
つまたは複数の時間関連属性に基づいてランク付けすること、ならびに、
　前記ランク付けに基づいて、前記電子デバイスの表示装置上で前記ユーザに提示するた
めに、前記関心点の1つまたは複数を識別するデータを前記電子デバイスに提供すること
を含む動作を、前記1つまたは複数のコンピュータに実施させ、
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　前記電子デバイスの表示装置上で前記ユーザに提示するために前記関心点の1つまたは
複数を前記電子デバイスに提供することが、前記1つまたは複数の関心点を提案検索クエ
リとして提供することを含む、ことを特徴とするシステム。
【請求項１５】
　前記所定距離が、前記現在位置からの半径距離であり、さらに、取り出されることにな
る関心点の所望の数に基づく、ことを特徴とする請求項１３に記載のシステム。
【請求項１６】
　前記1つまたは複数の時間関連属性が、前記現在位置が受け取られた時に前記関心点が
営業のために開いているか閉まっているかを示す属性を含み、前記関心点が開いている場
合は前記関心点の前記ランク付けが上がる、ことを特徴とする請求項１３又は１４に記載
のシステム。
【請求項１７】
　各関心点がカテゴリに関連し、前記1つまたは複数の時間関連属性が、前記現在位置が
受け取られた時に前記関心点に関連する前記カテゴリが前記ユーザに関連性がある確率を
示す属性を含む、ことを特徴とする請求項１３又は１４に記載のシステム。
【請求項１８】
　前記電子デバイスの表示装置上で前記ユーザに提示するために前記関心点の1つまたは
複数を前記電子デバイスに提供することが、
　前記現在位置と前記1つまたは複数の関心点とを含む地図の一部を取り出すこと、およ
び、
　前記地図の前記一部を、前記電子デバイスの表示装置上でユーザに提示するために前記
電子デバイスに提供することを含み、前記地図が、前記1つまたは複数の関心点を表す1つ
または複数のグラフィカル要素と重ねられ、前記1つまたは複数のグラフィカル要素が、
前記地図上で、前記グラフィカル要素によって表される前記関心点に対応する位置に近接
して重ねられる、ことを特徴とする請求項１３に記載のシステム。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本明細書は、電子デバイスのユーザに提示する情報をユーザの現在位置に基づいて選択
することに関する。
【背景技術】
【０００２】
　ワイヤレスインターネットサービスの利用可能性および速度が向上してきたのに伴い、
インターネット接続性を有するモバイル電子デバイスの使用は、過去数年にわたって著し
く増加してきた。従来、ユーザが家庭または職場のコンピュータに向かって入力していた
であろう検索クエリは、今や、ユーザが自分の特定のクエリに関連性のある場所にいる間
に、その場で入力することが多い。例えば、ユーザは、自分の職場を出ながら、携帯電話
機上で近くのレストランを検索することがある。その後、ユーザは、レストランを出なが
ら、携帯電話機を使用してタクシー会社の電話番号を検索することがある。ユーザはしば
しば、自分のモバイル電子デバイスに依拠して、現在位置の地図を取り出し、自分の周囲
のビジネスまたは他の関心点を検索する。インターネットを介して現在利用可能なこのタ
イプの情報のボリュームは、少なくともいくつかの人口密集エリアでは、圧倒的になって
きた。ユーザは結局、過多な情報を提示される可能性があり、この情報の多くは、ユーザ
の現在のコンテキストでユーザに関連性がない。
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００３】
　本明細書では、モバイルデバイスによってまたはモバイルデバイスの位置を決定するシ
ステムによって示されるユーザの現在位置に基づいて、ユーザに提示する関心点または情
報カテゴリを選択することに関係する技術について述べる。
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【課題を解決するための手段】
【０００４】
　一般に、本明細書に述べる主題の革新的な一態様は、ユーザの電子デバイスの現在位置
を受け取るアクションと、現在位置に対して所定距離内にある複数の関心点を取り出すア
クションとを含む方法において具体化することができる。各関心点は、現在位置に対する
関心点の近さと、関心点に関連する1つまたは複数の時間関連属性とに基づいてランク付
けされる。ランク付けに基づいて、電子デバイスの表示装置上でユーザに提示するために
、関心点の1つまたは複数を識別するデータが電子デバイスに提供される。この態様の他
の実施形態は、コンピュータ記憶デバイス上にエンコードされたこの方法のアクションを
実施するように構成された、対応するシステム、装置、およびコンピュータプログラムを
含む。
【０００５】
　これらおよび他の実施形態はそれぞれ、任意選択で、以下の特徴の1つまたは複数を含
んでよい。所定距離は、現在位置を含むエリア中の関心点の密度に基づいて決定すること
ができる。所定距離は、現在位置からの半径距離とすることができ、さらに、取り出され
ることになる関心点の所望の数に基づくことができる。1つまたは複数の時間関連属性は
、現在位置が受け取られた時に関心点が営業のために開いているか閉まっているかを示す
属性を含むことができ、関心点が開いている場合は、関心点のランク付けが上がる。
【０００６】
　各関心点は、カテゴリに関連してよく、1つまたは複数の時間関連属性は、関心点に関
連するカテゴリが、現在位置が受け取られた時にユーザに関連性がある確率を示す属性を
含むことができる。
【０００７】
　電子デバイスの表示装置上でユーザに提示するために関心点の1つまたは複数を電子デ
バイスに提供することは、1つまたは複数の関心点を提案検索クエリとして提供すること
を含むことができる。電子デバイスの表示装置上でユーザに提示するために関心点の1つ
または複数を電子デバイスに提供することは、現在位置と1つまたは複数の関心点とを含
む地図の一部を取り出すこと、および、この地図の一部を、電子デバイスの表示装置上で
ユーザに提示するために電子デバイスに提供することを含むことができる。地図は、1つ
または複数の関心点を表す1つまたは複数のグラフィカル要素と重ねることができ、1つま
たは複数のグラフィカル要素は、地図上で、グラフィカル要素によって表される関心点に
対応する位置に近接して重ねられる。
【発明の効果】
【０００８】
　本明細書に述べる主題の特定の実施形態を実施して、以下の利点の1つまたは複数を実
現することができる。ユーザの現在位置に関連性のある選択された情報をユーザに提供す
ることができる。選択された情報をフィルタにかけて、現在位置だけでなく現在時間にも
関連性のある関心点についての情報を提供することができる。例えば、ユーザがオンライ
ンソーシャルネットワークのメンバである場合、ユーザは、ソーシャルネットワーク中の
他の人々によって最近投稿されたモバイル更新に関連性のある、ユーザの周囲の関心点に
ついての情報を受け取ることができる。ほとんど関連性のない、フィルタにかけられない
圧倒的なボリュームの情報と比較して、ユーザは結果的に、ユーザの現在の周囲とソーシ
ャルネットワーク内の自分の友人ネットワークとに関連性のある新鮮な情報を受け取るこ
とができる。現在時間を考慮に入れることにより、システムはさらに、その現在時間で関
連性のある情報カテゴリがユーザに提示されるとともにほとんど関連性のないカテゴリは
提示されないように、ユーザに提示される情報をフィルタにかけることができる。これは
、モバイル電子デバイス上など、表示画面エリアが限られている時には、特に重要である
可能性がある。
【０００９】
　本明細書に述べる主題の1つまたは複数の実施形態の詳細を、添付の図面および以下の
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記述に示す。主題の他の特徴、態様、および利点は、この記述、図面、および特許請求の
範囲から明らかになるであろう。
【図面の簡単な説明】
【００１０】
【図１】電子デバイスのユーザに提供する関心点情報を決定するためのシステムを含むネ
ットワークの例示的なシステムの概略的表現の図である。
【図２】電子デバイスのユーザに提供する関心点情報を決定するための例示的なシステム
の概略的表現の図である。
【図３】近さと時間関連属性とに基づいて関心点をランク付けするための例示的なプロセ
スを示すフローチャートである。
【図４】近さと、ソーシャルネットワーク中のユーザによって入力された更新とに基づい
て関心点をランク付けするための例示的なプロセスを示すフローチャートである。
【図５】近さと、ソーシャルネットワーク中のユーザによって入力された更新とに基づい
て関心点をランク付けするための代替の例示的なプロセスを示すフローチャートである。
【図６】現在位置に馴染みのあるユーザについて関心点をランク付けするための例示的な
プロセスを示すフローチャートである。
【図７】カテゴリ中のクエリを所与の時間に受け取る確率を決定するための例示的なプロ
セスを示すフローチャートである。
【図８】カテゴリ化された関心点をランク付けするための例示的なプロセスを示すフロー
チャートである。
【図９】関心点をその位置に対する固有性に基づいてランク付けするための例示的なプロ
セスを示すフローチャートである。
【図１０】本文書で論じるアクションを実行するのに使用できるコンピュータデバイスの
例を示す図である。
【発明を実施するための形態】
【００１１】
　様々な図面中の同じ参照番号および指示は、同じ要素を示す。
【００１２】
　図1は、電子デバイスのユーザの現在位置に関連性のある関心点情報をユーザに提供す
ることのできる例示的なシステム100の概略的表現である。関心点は、ビジネス(例えばレ
ストランや劇場)、ランドマーク(例えばラシュモア山)、建物(例えばエンパイアステート
ビルディング)、地理的特徴(例えばハドソン川)、または、特徴の物理的位置の近くにい
る人物にとって関心があるあろう他のタイプの特徴とすることができる。システム100は
サーバシステム102を含み、サーバシステム102は、簡単にするために単一のデータ処理装
置として示されているが、1つまたは複数の物理的位置にある複数のデータ処理装置にわ
たって実現されてもよい。サーバシステム102は、ネットワーク104を介して複数のユーザ
と通信する。ネットワーク104は、1つもしくは複数のローカルエリアネットワーク(LAN)
、インターネットなどのワイドエリアネットワーク(WAN)、セルラー電話網などのワイヤ
レスネットワーク、または以上の全ての組合せを含んでよい。
【００１３】
　関心点情報は、モバイル電子デバイスのユーザ、例えばデバイス111のユーザ112に提供
することができ、または、家庭のコンピュータなど非モバイルデバイスのユーザ、例えば
コンピュータ113のユーザ114に提供することができる。関心点情報は、1つまたは複数の
提案クエリとして提供することができ、ユーザは、提案クエリを選択して、検索エンジン
106にクエリをサブミットすることができる。これに応答して、検索エンジン106は、1つ
または複数の情報集合体を検索し、結果をユーザの電子デバイスに提供することができる
。別の例では、関心点情報は、ユーザの現在位置を示す地図上に表示された1つまたは複
数のグラフィカル要素として提供することができ、各グラフィカル要素は関心点を表す。
別の例では、関心点情報は、ユーザが関心点に電話をかける(例えばレストランに予約の
電話を入れる)ために選択することのできる電話番号、関心点のウェブサイトへのリンク
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、または、関心点に関する他の情報(例えばレビュー)を含むウェブサイトへのリンクなど
の、メタデータと共にユーザに提示することができる。関心点情報は、他のフォーマット
でユーザに提示することもでき、以上は少数の例に過ぎない。
【００１４】
　サーバシステム102は関心点システム110を備え、関心点システム110は、ユーザの現在
位置に関連性のある、ユーザの電子デバイスに提示する1つまたは複数の関心点を決定す
るように構成される。ユーザの現在位置は、多くの関心点の比較的近くである場合があり
、これらの関心点の全てをユーザに提示するのは、圧倒的なほどであり全く役立たない可
能性がある。ここでは、選択される関心点がこの現在位置で、かつ場合によっては特定の
現在時間で、ユーザにとって関心があるであろうという徴候に基づいて、関心点の総数の
サブセットを選択してユーザに提示することができるように、ユーザの近くの関心点をフ
ィルタにかけるための技法およびシステムについて述べる。
【００１５】
　サーバシステム102はまた、ネットワークユーザ116、118によって提供されるモバイル
更新を受け取ることができる。モバイル更新は、ユーザがオンラインソーシャルネットワ
ークに入力する、関心点に関する可能性のあるデータである。説明のための例として、Go
ogle Buzz for mobileでは、ユーザが出先で更新の投稿および位置へのタグ付けを行うこ
と、ならびに他の人々によって作成された口コミ更新を読むことができる。モバイル更新
は、特に更新の主題が位置に関係する場合には、作成者によってその位置に「スナップす
る」ことができる。位置は、関心点、例えばレストランとすることができる。作成者は、
レストランに更新をスナップして、レストランに関する自分のコメントを提供したり、自
分がレストランにいるかまたは向かっていることをソーシャルネットワークの他のユーザ
に知らせたりすることができる。ユーザによって投稿された更新を受け取るために、モバ
イル更新インタフェース108がサーバシステム102に備わってよい。
【００１６】
　図2に、ネットワーク201を介してユーザの電子デバイス205と通信することのできる例
示的な関心点システム200を示す。関心点システム200は、図1のサーバシステム102に備わ
る関心点システム110とすることができる。関心点システム200は、簡単にするために単一
のデータ処理装置として示されているが、1つまたは複数の物理的位置にある複数のコン
ピュータにわたって実現されてもよい。ネットワーク201は、1つもしくは複数のローカル
エリアネットワーク(LAN)、インターネットなどのワイドエリアネットワーク(WAN)、セル
ラーネットワークなどのワイヤレスネットワーク、または以上の全ての組合せを含んでよ
い。電子デバイス205は、モバイル電子デバイス、例えば、パーソナルディジタルアシス
タント、セルラー電話機、スマートフォン、ラップトップ、ノートブック、もしくは他の
類似のコンピューティングデバイスとすることができ、または、通常はモバイルでないコ
ンピューティングデバイス、例えば、デスクトップコンピュータやワークステーションな
どのディジタルコンピュータとすることができる。以下、ユーザの電子デバイスに提供す
る関心点のサブセットを選択する様々な実装形態に関して、関心点システム200に備わる
様々なコンポーネントについて述べる。
【００１７】
　図3は、ユーザの電子デバイスに提供する関心点のサブセットを決定するための例示的
なプロセス300を示すフローチャートである。説明の目的で、図1および2に示すシステム1
00および200に関してプロセス300を述べるが、異なるように構成されたシステムを使用し
てプロセス300を実施してもよいことを理解されたい。ユーザの電子デバイスの現在位置
が受け取られる(ステップ302)。現在位置は、位置決定モジュール221から受け取ることが
でき、位置決定モジュール221は、いくつかの実装形態では関心点システム200の一部とし
て含まれるが、別個であってもよい。ユーザがモバイル電子デバイスを使用している場合
は、モバイル電子デバイスの地理的位置は様々な技法を使用して決定することができ、こ
れらの技法のいくつかとしては、モバイルデバイスからの全地球測位システム(GPS)情報
の使用、セルラー電話機セルタワー三角測量技法、位置を求める要求を位置サービス(例
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えばマサチューセッツ州ボストンのSkyhook Wireless)に送ること、モバイル電子デバイ
スのネットワークから情報を取り出すこと(retrieving)、またはユーザからマニュアル入
力を受け取ることが挙げられる。別の例として、ユーザがWiFi対応デバイスを使用してい
る場合、デバイスの位置は、既知のWiFiアクセスポイントおよびそれらの既知の地理的位
置を使用して決定することができる。ユーザがコンピュータを使用している場合、ユーザ
の地理的位置は、ユーザのネットワークプロバイダからの情報を使用して、例えば、ユー
ザのIPアドレスを使用して(例えばマレーシア、ペナンのIP2Location.comによって提供さ
れるサービスを使用して)決定することができる。
【００１８】
　現在位置に対して所定距離内にある複数の関心点が取り出される(ステップ304)。いく
つかの実装形態では、所定距離は、固定距離であり、例えば現在位置の周りの半径1キロ
メートルである。他の実装形態では、所定距離の値は、現在位置の近くの関心点の密度に
基づいて変動してよい。
【００１９】
　一例では、半径(R)の値は、式R=M/Dを使用して計算することができる。この例では、M
は、経験的に決定することのできる定数であり、特定の一例では30,000である。変数Dは
、現在位置を含む領域中の関心点の密度を表す。密度Dは、様々な技法を使用して決定す
ることができる。いくつかの実装形態では、地球の表面(またはその一部)が、グリッドを
形成する正方形のセルに分割される。位置によって索引付けされた関心点のデータベース
を参照することにより、各セル中の関心点の密度を計算することができる。
【００２０】
　関心点データベース204は、位置、例えば地理的座標に関連付けられた、関心点のリス
トを含んでよい。関心点データベース204を使用して、1セル当たりの関心点の密度Dを計
算することができ、計算した密度は、密度データベース206に記憶することができる。所
与の現在位置について、現在位置を含むセル中の関心点の密度Dを、密度データベース206
から取り出すことができる。関心点データベース204は、関心点を追加または除去するよ
うに定期的に更新することができる。密度データベース206もまた、関心点データベース2
04に対する除去および追加を反映するように、同じ頻度でまたはより低い頻度で定期的に
更新することができる。
【００２１】
　別の例では、半径Rは、以下の式に従って計算することができる。
【００２２】
【数１】

【００２３】
　上式で、nは、計算された半径(R)内で見つかることが望まれる関心点の数を表す整数で
ある。Dは、現在位置を含むセル中の、面積当たり、例えば1平方キロメートル当たりの関
心点の密度である。
【００２４】
　関心点データベース204から取り出された複数の関心点は、現在位置からの固定距離と
、現在位置の近くの関心点の密度に基づいて計算された半径とのいずれかを使用して、ラ
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ンク付けされる(ステップ306)。各関心点につき、ランク付けは、現在位置に対する関心
点の近さと、1つまたは複数の時間関連属性とに(少なくとも部分的に)基づく。ランク付
けに基づいて、関心点の1つまたは複数が、ユーザの電子デバイスに提供される(ステップ
308)。
【００２５】
　近さに基づいて関心点をランク付けすることに関して、関心点データベース204は、対
応する地理的座標、例えばGPS座標にマッピングされた関心点を含んでよい。次いで、2つ
の位置、すなわち関心点位置と現在位置との間の距離を、既知の方法で計算することがで
きる。一般に、関心点が現在位置に近いほど、ランキングは高い。
【００２６】
　1つまたは複数の時間関連属性に基づいて関心点をランク付けすることに関して、時間
関連属性は、時間に依存するかまたは時間に影響される関心点の特性を記述する。関心点
の時間関連属性の例は、関心点が開いているか否か、すなわち関心点の営業時間か否かで
ある。例えば、関心点に営業時間があり(例えばレストラン、ミュージアム、ガソリンス
タンド)、かつ営業時間がわかっている場合は、現在時間(すなわち現在位置が受け取られ
た時間)を営業時間と比較して、関心点が現在開いているかどうか判定することができる
。関心点が現在開いている場合は、ランキングはより高い。関心点についての時間関連属
性すなわち営業時間を含むメタデータを、関心点データベース204中で関心点に関連付け
ることができ、または別個のデータベースに記憶することができる。メタデータは、様々
なソースから得ることができる。例えば、関心点に関係するウェブページをクロールして
、ウェブページに含まれる情報から営業時間を抽出することができる。他の例では、関心
点の運営者、または、第三者のビジネスリストデータ集約者が、この情報を提供すること
ができる。
【００２７】
　時間関連属性の別の例では、時間に応じて関連性を決定することができる。例えば、関
心点の特定のタイプまたはカテゴリに、「関連性のある時間ウィンドウ」を関連付けるこ
とができる。例えば、関心点がレストランである場合は、典型的な食事時間を囲む時間ブ
ロック内に現在時間が含まれるならば、ランキングを上げることができる。別の例では、
関心点がコーヒーショップである場合は、現在時間が早朝時間帯に含まれるならば、ラン
キングを上げることができる。というのは、コーヒーショップは一日のうちでこの時間中
に最も繁盛していることが多いからである。別の例として、関心点がナイトクラブである
場合は、現在時間が深夜時間帯に含まれるならば、ランキングを上げることができる。と
いうのは、この時間帯はナイトクラブが通常最も繁盛している時だからである。他の実装
形態では、関連性は、時間ウィンドウ全体にわたって変動してよく、ランキングは、実際
の時間におけるカテゴリ(または特定のビジネス)の関連性と比較して、実際の時間に依存
して動的に上げることができる。これらは時間関連ビジネス属性の少数の例だが、異なる
または追加の属性を使用することもできる。
【００２８】
　以上を実施するために、各関心点を1つまたは複数のカテゴリに関連付けることができ
る。カテゴリは、主題によって区別することができる。例えば、関心点は、レストラン、
娯楽、ミュージアム、地理的特徴などの主題カテゴリにカテゴリ化することができる。種
々の粒度レベルのカテゴリが存在してよく、例えば、広いレストランカテゴリに加えて、
メキシコ料理レストラン、フランス料理レストラン、ファミリレストラン、ファストフー
ドレストランなどのサブカテゴリがあってもよい。カテゴリの少なくともいくつかは、例
えば前述のような時間関連属性に関連付けることができる。関心点が、時間関連属性に関
連するカテゴリに関連する場合は、ランク付けは、時間関連属性に(少なくとも部分的に)
基づくことができる。
【００２９】
　関心点データベース204は、関連する1つまたは複数のカテゴリを関心点とリンクするデ
ータを含んでよい。関心点カテゴリによって編成された時間関連属性情報を含む、時間関
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連属性データベース208が備わってよい。すなわち、時間関連属性データベース208には、
カテゴリのうちの選択されたものを含めることができ、各カテゴリにつき、時間関連属性
情報を提供することができる。例えば、時間関連属性データベース208は、カテゴリ「レ
ストラン」を含んでよく、レストランカテゴリに含まれる関心点のランキングを上げるこ
とのできる時刻である時間関連属性情報、例えば午前6:00～9:00、11:30～午後1:30、お
よび午後5:00～8:00を含んでよい。したがって、レストランカテゴリに関連する関心点が
関心点データベース204から取り出された時、時間関連属性データベース208をチェックし
て、レストランカテゴリが時間関連ビジネス属性に関連するかどうか確認することができ
る。レストランカテゴリが時間関連属性データベース208中で見つかる時は、時間関連ビ
ジネス属性が関心点のランキングを上げることのできる時間を、現在時間(すなわち現在
位置が受け取られた時間)と比較することができ、一致した場合は、相応にランキングを
上げることができる。いくつかの実装形態では、実際の時間を特定時間における関連性と
比較することができ、この関連性は、関連性のある時間ウィンドウを通して変動してよい
。すなわち、一例では、ランキング上昇は、午前6:00、それと比較して午前7:15、それと
比較して午前8:30で異なってよい。
【００３０】
　図4は、サブセット中の関心点の少なくともいくつかが更新に関連するシナリオにおけ
る、ユーザの電子デバイスに提供する関心点のサブセットを決定するための例示的なプロ
セス400を示すフローチャートである。説明の目的で、図1および2に示すシステム100およ
び200に関してプロセス400を述べるが、異なるように構成されたシステムを使用してプロ
セス400を実施してもよいことを理解されたい。ユーザの電子デバイスの現在位置が受け
取られる(ステップ402)。現在位置は、位置決定モジュール221から受け取ることができ、
前述のように決定することができる。
【００３１】
　現在位置に対して所定距離内にある複数の関心点が取り出される(ステップ404)。前述
のように、いくつかの実装形態では、所定距離は固定距離であり、他の実装形態では、所
定距離の値は、現在位置の近くの関心点の密度に基づいて変動してよい。いくつかの実装
形態では、距離は直線距離である。他の実装形態では、距離は時間ベースの距離である。
すなわち、ユーザが自分の現在位置から移動できる時間量と、推定される移動レートとを
使用して、距離が決定される。移動レートは、徒歩移動、自動車移動、または他の方法に
基づくことができる。他の実装形態では、距離は、直線距離とは対照的に、ルート距離で
ある。関心点は、関心点データベース204から取り出すことができる。
【００３２】
　複数の関心点はそれぞれ、現在位置に対する関心点の近さに(少なくとも部分的に)基づ
いてランク付けされる。加えて、関心点は、さらに後述するように、関心点に関連する1
つまたは複数の「更新」に基づいてランク付けされる(更新が存在するならば)(ステップ4
06)。前述のように、更新は、ユーザ以外の作成者によって、ユーザを含むことが好まし
いオンラインソーシャルネットワークに入力された、関心点に関するデータである。ラン
ク付けに基づいて、1つまたは複数の関心点がユーザの電子デバイスに提供される(ステッ
プ408)。
【００３３】
　上に論じたように、関心点は、様々なフォーマットでユーザに提供することができ、例
えば、提案検索クエリとして、またはユーザの現在位置をも含む地図上に表示されるアイ
テムとして提供することができる。関心点に更新が関連する場合は、更新もまたユーザに
提供することができる。例えば、更新の1つもしくは複数の内容をユーザに対して表示す
ることができ、または、アイコンもしくは他のインジケータを関心点と共に表示して、関
心点に関係する1つまたは複数の更新の存在を示すことができる。ユーザは、更新の内容
を例えばポップアップボックス中で見るために、アイコンまたは他のインジケータを選択
することができる。
【００３４】
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　図2に示すモバイル更新データベース210は、関心点に関連するモバイル更新の記憶域で
ある。図1に、モバイル更新の例示的な作成者116および118を示す。作成者116および118
は、自分のモバイル電子デバイスを使用して、例えばモバイル更新インタフェース108を
通して、ネットワーク104を介してサーバシステム102に自分の更新を通信する。更新は、
蓄積してモバイル更新データベース210中に記憶し、位置によって索引付けすることがで
きる。モバイル更新が、関心点の位置に対応する位置にスナップされた場合、このモバイ
ル更新を、モバイル更新データベース210中でこの関心点に関連付けることができる。
【００３５】
　更新の作成者は、インターネットを介してアクセス可能なオンラインソーシャルネット
ワークに属することが好ましい。例えば、ユーザは、更新を入力することが許可される前
に、少なくともいくらかの個人情報を提供してソーシャルネットワークに登録することが
必要とされてよい。登録されると、次いでユーザは、更新を作成し、関心点に対応する位
置を含めた位置に更新をスナップすることができる。ユーザはまた、他のユーザによって
作成された更新の内容を見ることもできる。ソーシャルネットワークのユーザは、自分が
作成した更新の内容を誰が見ることができるかに関するプライバシー制御を含めることが
許可されてよい。例えば、ユーザの更新を見ることが許されるソーシャルネットワーク中
の1人または複数の「友達」を指定することがユーザに許可されてよく、ユーザの更新は
、友達として指定されないどんな人にも内密にしておくことができる。別法として、1人
または複数の友達を指定することがユーザに許可されているかもしれないが、ユーザは、
友達として識別されない人を含めたソーシャルネットワーク上のあらゆる人にユーザの更
新を利用可能にすることを選択することができる。
【００３６】
　上に言及したように、関心点のランク付けは、関心点に関連する更新に基づくことがで
きる(ステップ406)。一例では、1つまたは複数の更新に関連する関心点のランク付けは、
ソーシャルネットワーク中での、ユーザに対する更新作成者の近さに基づく。例えば、ユ
ーザの指定の友達が、関心点に関連する更新の作成者である場合は、作成者がソーシャル
ネットワーク中でユーザと何の関係もなかった場合と比較して、関心点のランキングを上
げることができる。作成者が、ユーザの指定の友達の指定の友達(すなわち「友達の友達
」)である場合は、作成者がユーザの指定の友達である場合ほどではおそらくないものの
、関心点のランキングを上げることができる。他の例では、ランク付けは、更新の鮮度(
すなわち更新が作成されてからの時間量)、関心点に関連する更新のボリューム、作成者
の識別、または更新の他の属性に基づくことができる。
【００３７】
　図5は、ユーザの電子デバイスに提供する関心点のサブセットを決定するための例示的
なプロセス500を示すフローチャートである。説明の目的で、図1および2に示すシステム1
00および200に関してプロセス500を述べるが、異なるように構成されたシステムを使用し
てプロセス500を実施してもよいことを理解されたい。現在時間におけるユーザの電子デ
バイスの現在位置が受け取られる(ステップ502)。現在位置は、いくつかの実装形態では
関心点システム200の一部として含まれてよい位置決定モジュール221から受け取ることが
でき、前述のように決定することができる。
【００３８】
　複数の関心点に関連する複数の更新が取り出される(ステップ504)。更新は、電子デバ
イスのユーザを含むソーシャルネットワークのユーザによって作成され、モバイル更新デ
ータベース210から取り出すことができる。取り出される更新は、現在位置に対して所定
距離内にある関心点に関連する。所定距離は、前述のように、現在位置からの固定距離と
、現在位置の近くの関心点の密度に基づいて計算された半径とのいずれかとすることがで
きる。加えて、更新は、それらの作成時間に基づいて取り出すことができる。すなわち、
取り出される更新は、それらの作成時間を現在時間と比較することによって決定できる、
あるレベルの「鮮度」を有することが好ましい。取り出される更新を鮮度でフィルタにか
けることにより、取り出される更新の数を制限することができ、現在時間における高い関
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連度を保証することができる。鮮度ウィンドウは、数時間、数日、または他の形とするこ
とができる。例えば、特定の関心点に関して更新が受け取られている頻度が高い場合は、
過去24時間以内に作成された更新を取り出すことができ、対照的に、たまにしか更新に関
連しない関心点の場合は、鮮度ウィンドウを1か月またはより長い期間とすることができ
る。
【００３９】
　ソーシャルネットワーク中での、ユーザに対する更新作成者の近さに基づいて、取り出
された更新に関連する関心点がランク付けされる(ステップ506)。例えば、上に論じたよ
うに、更新の作成者がソーシャルネットワーク中でユーザの「友達」である場合は、関連
する関心点のランキングを上げることができる。
【００４０】
　ランク付けに基づいて、1つまたは複数の関心点がユーザの電子デバイスに提供される(
ステップ508)。更新自体を関心点と共にユーザに提示することもでき、別法として、更新
の内容を見るためにユーザが選択できるリンクまたは他のインジケータを提供することも
できる。プロセス500では、ユーザに提供される関心点は、鮮度基準を満たす少なくとも1
つの更新に関連する。
【００４１】
　いくつかの実装形態では、更新に基づいて関心点をランク付けすることは、頻繁に訪れ
る現在位置にいるユーザに選択的に適用することができる。ユーザが馴染みのない位置に
いる場合、例えばユーザが旅行者である場合は、異なるランク付け基準を適用することに
より、この特定ユーザに対してより関連性のある結果を生むことができる。図6は、関心
点をランク付けする際にユーザが現在位置に馴染みがあることを考慮に入れる例示的なプ
ロセス600のフローチャートである。説明の目的で、図1および2に示すシステム100および
200に関してプロセス600を述べるが、異なるように構成されたシステムを使用してプロセ
ス600を実施してもよいことを理解されたい。
【００４２】
　ユーザの電子デバイスの現在位置が受け取られる(ステップ602)。現在位置は、位置決
定モジュール221から受け取ることができ、前述のように決定することができる。現在位
置に対して所定距離内にある複数の関心点が取り出される(ステップ604)。前述のように
、いくつかの実装形態では、所定距離は固定距離であり、他の実装形態では、所定距離の
値は、現在位置の近くの関心点の密度に基づいて変動してよい。
【００４３】
　ユーザがどれくらい頻繁に現在位置を訪れるかに基づいて、「熟知度スコア」が計算さ
れる(ステップ606)。いくつかの実装形態では、熟知度スコアは、以下の式を使用して計
算される。
　熟知度=カウント(現在位置からX以内の位置)/カウント(全ての位置)
【００４４】
　上式で、カウント(現在位置からX以内の位置)は、ユーザの現在位置に対して事前定義
済み距離(すなわちX)内にある、ユーザについての位置履歴中で識別される異なる現在位
置の数を指す。カウント(全ての位置)は、位置履歴中の、ユーザについて報告された現在
位置の総数を指し、これは任意選択で、ある期間に限定することができる。例えば、ユー
ザについての報告された現在位置の履歴セットを、ユーザによって索引付けされた位置履
歴の記憶域に記憶する(任意選択でタイムスタンプ付きで)ことができる。位置履歴の記憶
域から、カウント(全ての位置)の値を得ることができる。いくつかの実装形態では、熟知
度スコアは、関心点システム200に備わる熟知度スコアリングモジュール220(図2)によっ
て計算することができる。ユーザの位置履歴は、位置履歴データベース214に記憶してそ
こから取り出すことができる。
【００４５】
　以下の説明的な例を考えてみる。ユーザの現在位置は、ユーザの職場から1ブロック離
れたコーヒーショップであり、事前定義済み距離Xは1キロメートルである。ユーザについ
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ての、カウント(全ての位置)の値は、100個の位置である。カウント(現在位置から1km以
内の位置)は、55個の位置である。すなわち、この特定ユーザの最後に報告された100個の
現在位置のうち、ユーザが自分の現在位置から1キロメートル以内にいたのは55回である
。ユーザの現在位置は、多くの時間を過ごす可能性の高い自分の職場から1ブロック(すな
わち1キロメートル未満)であり、したがってこの場合、ユーザは、比較的馴染みのある位
置にいる。よって、熟知度スコアは、最大スコア1.0(すなわち履歴記憶域中のあらゆる位
置がユーザの現在位置から1km以内であった場合)のうち、55/100、つまり0.55である。そ
の後、ユーザは、自分の職場から5キロメートル離れ、カウント(現在位置から1km以内の
位置)は10個の位置しかない。よって、熟知度スコアは10/100、つまり0.1であり、すなわ
ちかなり低い。したがって、この式を使用して、ユーザがどれくらい頻繁に自分の現在位
置の付近にいるかを決定することができ、頻繁に付近にいるほどユーザは現在位置に馴染
みがあると仮定される。対照的に、旅行者は、現在位置を初めて訪れたかもしれないので
、非常に低い熟知度スコアを有する可能性が高い。
【００４６】
　熟知度スコアに対するしきい値を決定することができ、しきい値よりも高いスコアは、
ユーザが現在位置に馴染みがあることを示すと見なされ、しきい値よりも低いスコアは、
ユーザが現在位置にいくぶん馴染みがないことを示すと見なされる。しきい値は、0と1.0
の間の任意の値として選択することができる。距離Xに選択される値もまた、熟知度スコ
アに影響を与える。というのは、Xの値が小さいほど、上式のカウント分子に含まれるこ
とになるユーザの位置履歴内の位置の数が少なくなるからである。一例では、しきい値は
、Xの値が1キロメートルの場合に、0.5として選択される。すなわち、ユーザの位置履歴
中の、ユーザについての報告された位置の少なくとも50%が現在位置まで1キロメートル以
内である場合、ユーザは現在位置に馴染みがあると見なされる。他の値を使用することも
でき、これらは説明のための一例に過ぎない。
【００４７】
　熟知度スコアがしきい値を超える(すなわちユーザが現在位置に馴染みがある)と決定す
るのに応答して、現在位置に対する関心点の近さと、関心点に関連する1つまたは複数の
更新とに基づいて、関心点がランク付けされる(ステップ610)。ランク付けに基づいて、
関心点の1つまたは複数がユーザに提供される(ステップ612)。更新の内容、またはユーザ
が更新を選択して見るための機構を、関心点と共に提供することができる。
【００４８】
　いくつかの実装形態では、1つまたは複数の関連する更新に基づいて関心点をランク付
けすることは、どれくらい最近に更新が入力されたかを決定し(すなわち鮮度を決定し)、
最近に入力された更新のランキングを上げることを含む。いくつかの実装形態では、関心
点をランク付けすることは、関連する各更新につき、ソーシャルネットワーク中での、ユ
ーザに対する更新作成者の近さを決定することを含む。例えば、上に論じたように、更新
の作成者がソーシャルネットワーク中でユーザの「友達」である場合は、関連する関心点
のランキングを上げることができる。
【００４９】
　熟知度スコアがしきい値を超えない場合、すなわちユーザが現在位置にいくぶん馴染み
がないと見なされる場合は、取り出された関心点をランク付けするための異なる技法を適
用することができる。例えば、現在位置に対する対応位置の近さのみに基づいて関心点を
ランク付けすることができる。他の実装形態では、2006年10月11日に出願され、Google I
nc.に譲渡された、Jones他に対する「Entity Display Priority in a Distributed Geogr
aphic Information System」という名称の米国特許公報第2007/0143345号に記載の「プレ
イスランク(place rank)」手法に従って、関心点をランク付けすることができ、この米国
特許公報の全内容は参照により本明細書に組み込まれる。すなわち、関心点に関する地図
的でない様々なメタ属性の重み付き貢献度に基づいて、関心点をランク付けすることがで
きる。物理的位置の特性(その人口など)を直接に測定するのではなく、これらの属性は、
関心点に関連する抽象概念または表現の特色を反映する。このような属性の例としては、
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関心点の記述(例えば、関心点がオンラインフォーラム中で記述されている場合に、記述
における詳細の量、または記述が閲覧された回数)、関心点の人気のインジケータ(例えば
、関心点に関連するプレイスマーク(placemark)の閲覧数またはクリック数(例えば地図ア
プリケーション中での))、および、関心点のコンテキストに対する関心点の関係(関心点
が属するカテゴリなど)が挙げられる。これらは全て、上に参照した特許公報にさらに記
載されている。
【００５０】
　いくつかの実装形態では、以下に述べるスコアリング関数を使用して、取り出された各
関心点にスコアを割り当てることができる。割り当てられたスコアは、関心点をランク付
けするための基礎として使用することができる。
　スコア=A×合計(f(更新);各更新につき)+B×距離(現在位置,関心点位置)+C×(距離独立
スコア)
【００５１】
　上の関数で、A、B、およびCは、経験的に値を決定することのできる乗数であり、重み
付き関数を提供する。この場合、異なる因数に、異なるように重み付けすることができる
。乗数Aには、更新の鮮度(すなわちどれくらい最近に入力されたか)に基づいて、かつ/ま
たは、ソーシャルネットワーク中での、ユーザに対する更新作成者の近さに基づいて各更
新に割り当てられる値の合計が掛けられる。乗数Bには、ユーザの現在位置と関心点の位
置との間の距離が掛けられる。乗数Cには、距離独立基準に基づいて関心点に割り当てる
ことのできるスコアが掛けられる。例えば、前述のプレイスランク手法を使用して関心点
に割り当てられたものとすることのできるスコアを、Cの値で重み付けして、このスコア
リング関数で使用することができる。
【００５２】
　いくつかの実装形態では、関心点のカテゴリのサブセットをユーザに提供することが望
ましい場合がある。次いでユーザはカテゴリの1つを選択することができ、これに応答し
て、カテゴリ内の関心点のサブセットをユーザに提供することができる。例えば、通常の
モバイル電子デバイス(例えば携帯電話機)は、画面空間が限られている。このようなデバ
イスの場合、限られた情報しか表示できないので、ユーザに提供されるように選択される
情報は、慎重に選択されるべきである。いくつかの実装形態では、関心点のうちの選択さ
れたもの(例えば提案検索クエリのセットとしての)または地図上のいくつかの関心点の表
示がユーザに提供されるのではなく、ユーザがその中から選択できるカテゴリのセット、
例えばレストラン、娯楽、ショッピングが、ユーザに提供される。
【００５３】
　どのカテゴリをユーザに提供するかの決定は、現在時間に基づくことができる。現在時
間は、時刻または曜日、さらには季節とすることもできる。すなわち、いくつかの関心点
カテゴリは、ある時間には他の時間よりもユーザに関連性があることがあり、これについ
ては上に論じた。例えば、「コーヒーショップ」のカテゴリは、晩よりも朝の方がより関
連性があることがある。どのカテゴリを選択するかの決定はさらに、現在位置によって決
定することもできる。すなわち、都市の特定の地区が、昼間はショッピングに非常に人気
があり、次いで晩および夜は、娯楽、例えばナイトクラブやラウンジに非常に人気がある
ことがある。ユーザの電子デバイスの現在位置が昼間にこの領域内にある場合、ショッピ
ングカテゴリを提示することは、現在時間が午後10:00であった場合よりも有用であろう
。午後10:00には、全てのショップは閉まっており、ユーザは娯楽目的でこの位置にいる
可能性がより高い。
【００５４】
　カテゴリのセットは、各カテゴリにつき所与の時間に所与の位置でその関心点カテゴリ
がユーザに関連性があることになる確率を示す情報に関連させて、記憶することができる
。カテゴリのセットおよび情報は、時間関連属性データベース208(図2)に記憶することが
できる。時間関連属性データベース208は、上に論じたものであり、カテゴリ中の関心点
が最も関連性を有する時間に関連付けられたカテゴリを含んでよい。カテゴリはさらに、



(15) JP 5808802 B2 2015.11.10

10

20

30

40

50

位置にマッピングされてもよい。すなわち、特定の位置および時間が与えられた場合に、
ユーザに関連性がある可能性が最も高い1つまたは複数のカテゴリを時間関連属性データ
ベースからフェッチすることができる。
【００５５】
　いくつかの実装形態では、関連性のあるカテゴリ中でユーザが関心点を見つけることに
なるかどうかのインジケータが、検索アクティビティに基づいて決定される。すなわち、
所与の位置におけるカテゴリの主題に関係する検索クエリがユーザによって検索エンジン
にサブミットされる頻度を使用して、ユーザに対するカテゴリの関連性が推定される。い
くつかの実装形態では、クリックデータもまた、関連性のあるカテゴリ中でユーザが関心
点を見つけることになるかどうかのインジケータとして使用することができる。クリック
データは、検索クエリに応答して検索結果が提示された時にユーザがクリックした検索結
果に関するデータを指す。例えば、特定のクエリが「レストラン」カテゴリに関係するこ
とがわかり、この検索クエリに応答してユーザが2つの異なるレストランに関係する2つの
異なる結果をクリックした場合、クリックされた結果は、クリックデータによって、この
特定のクエリに関係するとして示される。
【００５６】
　図7は、カテゴリに関係するクエリを複数の異なる時間に受け取る確率を決定するため
の例示的なプロセス700を示すフローチャートである。1つまたは複数の検索エンジンにサ
ブミットするために様々なユーザによって入力された、複数のクエリが受け取られる(ス
テップ702)。例えば、ユーザ120および122(図1)が、サーバシステム102に備わる検索エン
ジン106に、ネットワーク104を介して検索クエリをサブミットする。検索エンジンは、例
えばクエリデータベース202(図2)中でログされてよい。各検索クエリは、クエリ位置に関
連しうる。クエリ位置は、クエリの主題に関係する位置であることが好ましい。
【００５７】
　例えば、クエリが「エンパイアステートビルディング」に対するものである場合は、ク
エリ位置は、例えば建物自体の地理的座標として表された、ニューヨーク市のエンパイア
ステートビルディングの位置とすることができる。クエリ位置に望まれる粒度レベルに応
じて、位置は、建物が位置する市、例えばニューヨーク市とすることができる。いくつか
の実装形態では、複数の粒度レベルに関係する複数のクエリ位置を決定して、クエリに関
連付けることができる。例えば、第1のクエリ位置は、建物自体の地理的座標とすること
ができ、このクエリに関連する第2のクエリ位置は、ニューヨーク市の地理的座標(市のほ
ぼ中心の座標、または市の境界であってよい)とすることができる。
【００５８】
　クエリの主題に関係するクエリ位置の決定には、様々な技法を使用することができる。
いくつかの実装形態では、クエリに含まれる各用語を、位置識別のために事前決定された
用語の集まりに対してチェックすることができ、一致が見つかった場合はその用語をクエ
リ位置として識別することができる。例えば、「レストラン　サンフランシスコ」に対す
るクエリから、サンフランシスコの位置を抽出することができる。いくつかの実装形態で
は、用語の集まりは、位置用語のデータベースとすることができ、このデータベースは、
行政エリア(例えば、通り、市、地区、州、省、国)、ならびに、関心点、例えば地理的特
徴(例えば山、川、湖)、ランドマーク(例えば重要な建物、記念建造物)、および会場(例
えば公園、競技場、店)を含んでよい。各位置は、対応する緯度および経度を有してよく
、形状または範囲を含んでもよい。クエリに関係する位置を決定するための他の技法を使
用することもできる。例えば、クエリが地図アプリケーション中の検索フィールドに入力
される場合、地図アプリケーションによって表示される地図とのユーザ対話を使用して、
クエリに関係する位置を決定することができる。例示として、英国の地図がユーザに対し
て表示されており、ユーザが地図上でロンドンにズームインしてから検索クエリ「コーヒ
ーショップ」を入力した場合は、ロンドンがクエリ中の用語でなかったにもかかわらず、
クエリ位置をロンドンとして決定することができる。いくつかの実装形態では、例えば、
クエリから位置を抽出できないようなクエリ、またはさもなければクエリの主題に関係す
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る位置がクエリから決定できないようなクエリの場合は、ユーザがクエリをサブミットし
た時のユーザの位置がわかればその位置をデフォルトとして使用することができる。
【００５９】
　上に言及したように、クエリ位置に関連しタイムスタンプが付された複数のクエリが、
様々なユーザから受け取られる(ステップ702)。クエリは、クエリの主題に基づいて複数
のカテゴリに分類される(ステップ704)。いくつかの実装形態では、1つのクエリを複数の
カテゴリに分類することができる。種々のカテゴリが種々の粒度レベルを有することがで
き、または、カテゴリはサブカテゴリに分割することができる。例えば、「ティムホート
ンズ」に対するクエリが、レストランカテゴリ、コーヒーショップカテゴリ、およびファ
ストフードカテゴリに分類される場合がある。どのカテゴリにクエリを配置するかの決定
は、様々な方法で達成することができる。一例では、クエリを形成する用語を、カテゴリ
に関連する用語の集まりと比較することができ、一致が見つかった場合は、対応するカテ
ゴリにクエリを関連付けることができる。例えば、クエリが用語「カフェ」を含み、用語
の集まりが、レストランカテゴリに関連する用語カフェを含む場合は、このクエリはレス
トランカテゴリに分類される。別の例では、クエリが用語「シネプレックス」を含み、用
語の集まりが、映画館カテゴリおよび娯楽カテゴリに関連する用語シネプレックスを含む
場合は、このクエリは映画館カテゴリおよび娯楽カテゴリに分類することができる。
【００６０】
　クエリがカテゴリに分類されると、クエリがこれらのカテゴリ中で受け取られる頻度を
種々の時間に相関させることができる。例えば、夕方には、人々が夕食に向かう準備をし
ているので、レストランカテゴリ中で、比較的高頻度でクエリが受け取られる可能性があ
る。娯楽カテゴリ中では、晩および夜に、朝と比較して高頻度でクエリが受け取られる可
能性がある。クエリは、クエリ位置に関連し、したがって位置によってさらに相関させる
ことができる。複数の位置のそれぞれについて、各カテゴリ中のクエリを複数の異なる時
間に受け取る確率を決定することができる(ステップ708)。すなわち、相関させたクエリ
データの統計分析を、特定のカテゴリ中で特定の時間にクエリを受け取る確率を決定する
ための基礎として使用することができる。この確率は、カテゴリ内の関心点が所与の時間
に所与の位置でユーザにとって関心のあるものである確率の推定値として使用することが
できる。上に言及したように、いくつかの実装形態では、クリックデータもまた、カテゴ
リ化して確率の推定に使用することができる。いくつかの実装形態では、モバイル電子デ
バイスから発生したクエリを非モバイルデバイスから発生したクエリと区別することがで
きる場合は、これらのクエリを、確率の推定に使用する時に、異なるように重み付けする
ことができる。例えば、モバイル電子デバイスから発生したクエリは、非モバイルデバイ
スから発生したクエリよりも重く重み付けすることができる。他の実装形態では、モバイ
ル電子デバイスから発生したクエリのみが、確率推定を行うための基礎として使用される
。
【００６１】
　複数の位置は、高いまたは低い粒度を有することができる。例えば、確率は、国ごとに
決定することができる。すなわち、複数の位置はそれぞれ国である。別の例では、確率は
、都市ごとに決定することができる。さらに別の例では、確率は、複数の多様である可能
性のある地区を有する大きな都市の場合には少なくとも、地区ごとに決定することができ
る。さらに別の例では、確率は、地球表面の自由裁量の区分、例えば所与の面積のセルに
分けた区分について決定することができる。説明的な一例では、クエリの集まりが国ごと
に分析され、種々のカテゴリ中でクエリを受け取るピーク時間が識別された。例えば、「
タクシー」カテゴリ中では、およそ午後7:00が、タクシー関係のクエリの、最も高い頻度
に関連する時間であった。北アメリカの国々では、およそ午後5:00が、レストラン関係の
クエリの、最も高い頻度に関連する時間であったが、いくつかのヨーロッパの国では、お
よそ午後7:00がその時間であった。すなわち、位置に応じて、レストランカテゴリ中でク
エリを受け取るピーク時間は異なった。
【００６２】
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　増大し続けるクエリデータベース202を有するシステム中では、分析を定期的にまたは
継続的に実行して、さらに結果を精緻化することができる。時間は、時刻とすることがで
きるが、特定の日の時刻によってさらに精緻化することができる。例えば、ユーザ検索ア
クティビティは、土曜日と比較して金曜日には異なる可能性がある。時季を考慮に入れる
こともできる。というのは、より寒い季節と比較して、より暖かい季節には、人々はより
多くの野外アクティビティに参加する傾向があるからである。
【００６３】
　図8は、ユーザの電子デバイスに提供する関心点のサブセットを決定するための例示的
なプロセス800を示すフローチャートである。説明の目的で、図1および2に示すシステム1
00および200に関してプロセス800を述べるが、異なるように構成されたシステムを使用し
てプロセス800を実施してもよいことを理解されたい。ユーザの電子デバイスの現在位置
が受け取られる(ステップ802)。現在位置は、位置決定モジュール221から受け取ることが
でき、前述のように決定することができる。
【００６４】
　現在位置に対して所定距離内にある複数のカテゴリ化された関心点が取り出される(ス
テップ804)。前述のように、いくつかの実装形態では、所定距離は固定距離であり、他の
実装形態では、所定距離の値は、現在位置の近くの関心点の密度に基づいて変動してよい
。このプロセスで使用される場合、関心点データベース204は、データベースに含まれる
各関心点に、1つまたは複数のカテゴリを関連付けることができる。
【００６５】
　取り出された各関心点のスコアが決定される。スコアは、現在位置に対する関心点の近
さに(少なくとも部分的に)基づく(ステップ806)。すなわち、関心点の地理的位置と、現
在位置との間の距離が計算され、関心点が現在位置に近いほど、スコアは高くなる。関心
点ランク付けモジュール216(図2)を使用して、関心点データベース204から取り出された
各関心点のスコアを決定することができる。
【００６６】
　取り出されてスコアリングされた関心点に関連するカテゴリが、ランク付けされる。カ
テゴリのランク付けは、カテゴリに含まれる関心点のスコアに基づき、また、現在時間に
現在位置でカテゴリの主題に関係するクエリをユーザから受け取る確率に基づく(ステッ
プ808)。すなわち、高くスコアリングされた関心点を含む(すなわち現在位置に近い)カテ
ゴリは、ランキングが上がる。加えて、特定の現在時間および位置でユーザにおそらく関
連性があるカテゴリもまた、ランキングが上がる。特定の現在時間および位置でカテゴリ
に関係するクエリを受け取る確率は、カテゴリがどれくらいユーザにおそらく関連性があ
るかのインジケータとして使用される。
【００６７】
　カテゴリランク付けモジュール218(図2)を使用して、取り出された関心点に関連するカ
テゴリをランク付けすることができる。カテゴリランク付けモジュール218は、カテゴリ
についての確率情報を時間関連属性データベース208から取り出すことができる。
【００６８】
　いくつかの実装形態では、関心点のスコアはさらに、現在位置に対する、関心点のタイ
プの「固有性」に基づくことができる。すなわち、現在位置のすぐ近くに2つのミュージ
アムおよび20軒のレストランがある場合は、ミュージアムカテゴリに含まれる関心点は、
レストランである関心点よりも、この特定の現在位置に対して固有(すなわちより例外的)
である。この現在位置に対するミュージアム関心点の固有性は、この関心点のスコアを上
げることができる。
【００６９】
　いくつかの実装形態では、関心点のタイプの固有性は、以下のように推定することがで
きる。特定エリア内の関心点の密度を決定することについては上述しており、図2の例示
的なシステム中では、密度情報は密度データベース206に記憶される。関心点の密度は、
カテゴリごとに決定することができる。すなわち、所与の面積、例えば1平方キロメート
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ルについて、エリア内のレストランの総数を面積で割って、1平方キロメートル当たりの
レストランの密度を得ることができる。地理的エリアをセルのグリッドに分割することが
でき、これらのセルについてカテゴリごとの関心点の密度を決定することができる。カテ
ゴリの主題によっては、いくつかのセルのみについていくつかのカテゴリのみのカテゴリ
密度を計算することが望ましい場合がある。すなわち、あらゆるセルについてあらゆるカ
テゴリのカテゴリ密度を決定することは必ずしもしなくてよい。同様に、カテゴリ密度は
、高レベルのカテゴリのみについて決定してもよい。例えば、レストランカテゴリは、様
々な子カテゴリ、例えばイタリア料理レストランカテゴリ、メキシコ料理レストランカテ
ゴリ、中華料理レストランカテゴリ、ファミリレストランカテゴリなどに対する、親カテ
ゴリとすることができる。カテゴリ密度は、固有性データベース212(図2)に記憶すること
ができる。
【００７０】
　図9は、ユーザの電子デバイスに提供する関心点のサブセットを決定するための例示的
なプロセス900を示すフローチャートである。説明の目的で、図1および2に示すシステム1
00および200に関してプロセス900を述べるが、異なるように構成されたシステムを使用し
てプロセス900を実施してもよいことを理解されたい。ユーザの電子デバイスの現在位置
が受け取られる(ステップ902)。現在位置は、位置決定モジュール221から受け取ることが
でき、前述のように決定することができる。
【００７１】
　現在位置に対して所定距離内にあるカテゴリ化された複数の関心点が取り出される(ス
テップ904)。前述のように、いくつかの実装形態では、所定距離は固定距離であり、他の
実装形態では、所定距離の値は、現在位置の近くの関心点の密度に基づいて変動してよい
。各関心点は1つまたは複数のカテゴリに関連し、これらのカテゴリは、主題によって相
互と区別される。関心点は、現在位置に対するその近さと、現在位置に対するその固有性
とに(少なくとも部分的に)基づいてスコアリングされる(ステップ906)。前述のように、
現在位置に対する関心点の固有性は、関心点に対応するカテゴリのカテゴリ密度に基づい
て推定することができる。関心点が複数のカテゴリに含まれ、複数のカテゴリ密度が利用
可能である場合は、カテゴリ密度の値を平均すること、中間値を選択すること、最高値と
最低値のいずれかを選択すること、またはこれらの値に関する何らかの他の関数を使用す
ることができる。スコアリングに基づいて、1つまたは複数の関心点がユーザの電子デバ
イスに提供される(ステップ908)。
【００７２】
　要約として、サーバシステム102(図1)は、様々なユーザ116、118からモバイル更新を受
け取ることができる。サーバシステム102はまた、様々なユーザ120、122から検索クエリ
を受け取ることができる。検索クエリはタイムスタンプ付きであってよく、したがって、
特定の検索クエリが受け取られる時間帯を決定することができる。例えば、いくつかのク
エリが昼間にデスクトップコンピュータから受け取られるが、これらのクエリの主題は、
晩に携帯電話機から受け取られるクエリとはかなり異なる可能性がある。電子デバイスの
位置に関する(または位置を決定できる元になる)情報を、電子デバイスから受け取ること
ができる。位置と、場合によっては上に論じたような1つまたは複数の他の要因とに基づ
いて、1つまたは複数の関心点を識別するデータをサーバシステム102から電子デバイスに
提供することができる。図3～5、8、および9に関して上述したように、関心点システム11
0は、どの1つまたは複数の関心点を電子デバイスに提供するかを決定することができる。
いくつかの実装形態では、1つまたは複数のカテゴリが電子デバイスに提供され、電子デ
バイスのユーザはカテゴリを選択することができ、これに応答して、カテゴリに関係する
1つまたは複数の関心点をユーザに提供することができる。カテゴリ選択および関心点選
択は、情報が要求または提供される時間に依存してよい。例えば、同じ位置であっても、
昼間にその位置にいるユーザは、夜間にその位置にいるユーザとは異なる関心点情報をサ
ーバシステム102から受け取ることができる。
【００７３】
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　図3～6、8、および9は、ランキングまたはスコアリングに基づいて1つまたは複数の関
心点をユーザに提供するためのプロセスを記述する。これらの様々なプロセスを組み合わ
せて、1つまたは複数の関心点をユーザに提供するのに使用できる1つまたは複数の異なる
組合せにすることができることを理解されたい。例えば、プロセス300は、近さおよび1つ
または複数の時間関連属性に基づいて関心点をランク付けすることを記述する。プロセス
400は、近さおよび1つまたは複数の更新に基づいて関心点をランク付けすることを記述す
る。いくつかの実装形態では、これらのプロセスを組み合わせることができ、ランキング
は、近さ、時間関連属性、および更新に基づくことができる。図5に示すプロセス500は、
しきい値鮮度を有する更新を取り出し、ソーシャルネットワーク中での、ユーザに対する
更新作成者の近さに基づいて、関心点をランク付けすることを記述する。いくつかの実装
形態では、プロセス500を、プロセス300と400のいずれかまたは両方と組み合わせること
ができる。すなわち、ランク付けは、近さ、時間関連属性、および、更新の鮮度と更新の
作成者とを含めた更新に基づくことができる。
【００７４】
　図6に示すプロセス600は、熟知度スコアを計算し、熟知度スコアがしきい値を超える時
に、近さおよび更新に基づいて関心点がランク付けされることを記述する。いくつかの実
装形態では、プロセス600を、本明細書に述べる他のプロセスと組み合わせることができ
る。例えば、熟知度スコアを計算することができ、熟知度スコアがしきい値を超える時は
、近さ、時間関連属性、更新、固有性(例えばプロセス900参照)、および/または、関心点
を含むカテゴリのランキング(例えばプロセス800参照)に基づいて、各関心点をランク付
けすることができる。図8に示すプロセス800は、カテゴリ化された関心点をスコアリング
し、カテゴリをランク付けすることを記述する。関心点のスコアリングおよびカテゴリの
ランキングに基づいて、1つまたは複数の関心点がユーザに提供される。プロセス800を、
本明細書に述べる他のプロセスと組み合わせることができる。例えば、関心点をスコアリ
ングすることは、近さ、時間関連属性、更新、および/または固有性に基づくことができ
る。図9に示すプロセス900は、近さおよび固有性に基づいて関心点をスコアリングするこ
とを記述する。同様に、プロセス900を、本明細書に述べる他のプロセスと組み合わせる
ことができる。例えば、関心点をスコアリングすることはさらに、時間関連属性および/
または更新に基づくことができる。他の組合せおよびサブコンビネーションも可能であり
、本記述によって企図される。
【００７５】
　図10に、ここで述べた技法と共に使用することのできる一般的なコンピュータデバイス
1000および一般的なモバイルコンピュータデバイス1050の例を示す。コンピューティング
デバイス1000は、ラップトップ、デスクトップ、ワークステーション、パーソナルディジ
タルアシスタント、サーバ、ブレードサーバ、メインフレーム、および他の適切なコンピ
ュータなど、様々な形のディジタルコンピュータを表すものとする。コンピューティング
デバイス1050は、パーソナルディジタルアシスタント、セルラー電話機、スマートフォン
、および他の類似のコンピューティングデバイスなど、様々な形のモバイルデバイスを表
すものとする。ここに示すコンポーネント、それらの接続および関係、ならびにそれらの
機能は、例示に過ぎないものであり、本文書に記載および/または特許請求される本発明
の実装形態を限定するものではない。
【００７６】
　コンピューティングデバイス1000は、プロセッサ1002と、メモリ1004と、記憶デバイス
1006と、メモリ1004および高速拡張ポート1010に接続する高速インタフェース1008と、低
速バス1014および記憶デバイス1006に接続する低速インタフェース1012とを備える。各コ
ンポーネント1002、1004、1006、1008、1010、および1012は、様々なバスを使用して相互
接続され、共通のマザーボード上に搭載されるかまたは適宜他の手法で搭載されてよい。
プロセッサ1002は、メモリ1004または記憶デバイス1006に記憶された命令を含めた、コン
ピューティングデバイス1000内で実行するための命令を処理して、高速インタフェース10
08に結合された表示装置1016などの外部入出力デバイス上のGUIに対してグラフィカル情
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報を表示することができる。他の実装形態では、複数のメモリおよびメモリタイプと共に
、複数のプロセッサおよび/または複数のバスを適宜使用することができる。また、複数
のコンピューティングデバイス1000が接続されてよく、各デバイスは、必要な動作の一部
を提供する(例えば、サーババンク、一群のブレードサーバ、またはマルチプロセッサシ
ステムとして)。
【００７７】
　メモリ1004は、コンピューティングデバイス1000内の情報を記憶する。一実装形態では
、メモリ1004は、揮発性メモリユニットである。別の実装形態では、メモリ1004は、不揮
発性メモリユニットである。メモリ1004はまた、磁気または光学ディスクなど、別の形の
コンピュータ可読媒体であってもよい。
【００７８】
　記憶デバイス1006は、コンピューティングデバイス1000のための大容量記憶装置を提供
することができる。一実装形態では、記憶デバイス1006は、フロッピー(登録商標)ディス
クデバイス、ハードディスクデバイス、光学ディスクデバイス、もしくはテープデバイス
などのコンピュータ可読媒体、フラッシュメモリもしくは他の類似の固体メモリデバイス
、または、ストレージエリアネットワーク中もしくは他の構成中のデバイスを含めたデバ
イスアレイであるか、またはそれを含んでよい。コンピュータプログラム製品が、情報キ
ャリア中に有形に組み入れられてよい。コンピュータプログラム製品はまた、実行された
時に前述の方法など1つまたは複数の方法を実施する命令を含むことができる。情報キャ
リアは、メモリ1004、記憶デバイス1006、プロセッサ1002上のメモリ、または伝搬信号な
ど、コンピュータ可読または機械可読媒体である。
【００７９】
　高速コントローラ1008は、コンピューティングデバイス1000に関する帯域幅集約型動作
を管理し、低速コントローラ1012は、より低帯域幅集約型動作を管理する。このような機
能割振りは例示に過ぎない。一実装形態では、高速コントローラ1008は、メモリ1004、表
示装置1016(例えばグラフィックスプロセッサまたはアクセラレータを介して)、および高
速拡張ポート1010に結合され、高速拡張ポート1010は、様々な拡張カード(図示せず)を受
容することができる。この実装形態では、低速コントローラ1012は、記憶デバイス1006お
よび低速拡張ポート1014に結合される。低速拡張ポートは、様々な通信ポート(例えばUSB
、ブルートゥース、イーサネット(登録商標)、ワイヤレスイーサネット(登録商標))を含
んでよく、キーボード、ポインティングデバイス、スキャナなど、1つまたは複数の入出
力デバイスに、またはスイッチやルータなどのネットワーキングデバイスに(例えばネッ
トワークアダプタを介して)結合されてよい。
【００８０】
　コンピューティングデバイス1000は、図示のように、いくつかの異なる形で実現するこ
とができる。例えば、標準的なサーバ1020として、またはそのようなサーバのグループ中
で複数回、実現することができる。また、ラックサーバシステム1024の一部として実現す
ることもできる。加えて、ラップトップコンピュータ1022などのパーソナルコンピュータ
中で実現することもできる。別法として、コンピューティングデバイス1000からのコンポ
ーネントを、デバイス1050などのモバイルデバイス(図示せず)中の他のコンポーネントと
組み合わせることができる。このようなデバイスはそれぞれ、1つまたは複数のコンピュ
ーティングデバイス1000、1050を含んでよく、システム全体が、相互に通信する複数のコ
ンピューティングデバイス1000、1050で構成されてよい。
【００８１】
　コンピューティングデバイス1050は、コンポーネントの中でもとりわけ、プロセッサ10
52と、メモリ1064と、表示装置1054などの入出力デバイスと、通信インタフェース1066と
、送受信機1068とを備える。デバイス1050にはまた、マイクロドライブまたは他のデバイ
スなど、追加の記憶域を提供するための記憶デバイスが備わってもよい。各コンポーネン
ト1050、1052、1064、1054、1066、および1068は、様々なバスを使用して相互接続され、
コンポーネントのいくつかは、共通のマザーボード上に搭載されるかまたは適宜他の方式
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で搭載されてよい。
【００８２】
　プロセッサ1052は、メモリ1064に記憶された命令を含めた、コンピューティングデバイ
ス1050内の命令を実行することができる。プロセッサは、別々かつ複数のアナログおよび
ディジタルプロセッサを備えるチップセットまたはチップとして実現することができる。
プロセッサは、例えば、ユーザインタフェースと、デバイス1050によって実行されるアプ
リケーションと、デバイス1050によるワイヤレス通信とを制御することなど、デバイス10
50の他のコンポーネントの調整を可能にすることができる。
【００８３】
　プロセッサ1052は、制御インタフェース1058と、表示装置1054に結合された表示インタ
フェース1056とを介して、ユーザと通信することができる。表示装置1054は、例えば、TF
T LCD(薄膜トランジスタ液晶ディスプレイ)もしくはOLED(有機発光ダイオード)表示装置
、または他の適切な表示技術とすることができる。表示インタフェース1056は、表示装置
1054を駆動してグラフィカルまたは他の情報をユーザに提示するための適切な回路を備え
てよい。制御インタフェース1058は、ユーザからコマンドを受け取り、これらのコマンド
をプロセッサ1052へのサブミットに向けて変換することができる。加えて、プロセッサ10
52と通信する外部インタフェース1062が備わってよく、それにより、デバイス1050の、他
のデバイスとの近接エリア通信が可能になる。外部インタフェース1062は、例えば、いく
つかの実装形態では有線通信、または他の実装形態ではワイヤレス通信を可能にすること
ができ、複数のインタフェースが使用されてもよい。
【００８４】
　メモリ1064は、コンピューティングデバイス1050内の情報を記憶する。メモリ1064は、
コンピュータ可読媒体、揮発性メモリユニット、または不揮発性メモリユニットの、1つ
または複数として実現することができる。拡張メモリ1074もまた備わってよく、拡張イン
タフェース1072を介してデバイス1050に接続されてよい。拡張インタフェース1072は、例
えば、SIMM(シングルインラインメモリモジュール)カードインタフェースを含んでよい。
このような拡張メモリ1074は、デバイス1050のための追加の記憶空間を提供することがで
き、または、デバイス1050のためのアプリケーションもしくは他の情報を記憶することも
できる。具体的には、拡張メモリ1074は、前述のプロセスを実行または補足するための命
令を含んでよく、セキュアな情報を含んでもよい。したがって、例えば、拡張メモリ1074
は、デバイス1050のためのセキュリティモジュールとして提供することができ、デバイス
1050のセキュアな使用を許可する命令でプログラムすることができる。加えて、ハッキン
グ不可能な方式で識別情報をSIMMカード上に配置するなど、追加の情報と共に、SIMMカー
ドを介してセキュアなアプリケーションを提供することもできる。
【００８５】
　メモリは、以下に論じるように、例えばフラッシュメモリおよび/またはNVRAMメモリを
含んでよい。一実装形態では、コンピュータプログラム製品が、情報キャリア中に有形に
組み入れられる。コンピュータプログラム製品は、実行された時に前述の方法など1つま
たは複数の方法を実施する命令を含む。情報キャリアは、メモリ1064、拡張メモリ1074、
プロセッサ1052上のメモリ、または、送受信機1068もしくは外部インタフェース1062を例
えば介して受信されうる伝搬信号など、コンピュータ可読または機械可読媒体である。
【００８６】
　デバイス1050は、通信インタフェース1066を介してワイヤレス通信することができ、通
信インタフェース1066は、必要な場合にはディジタル信号処理回路を含んでよい。通信イ
ンタフェース1066は、とりわけGSM(登録商標)ボイスコール、SMS、EMS、もしくはMMSメッ
セージング、CDMA、TDMA、PDC、WCDMA、CDMA2000、またはGPRSなど、様々なモードまたは
プロトコルの下で通信を提供することができる。このような通信は、例えば無線周波数送
受信機1068を介して行うことができる。加えて、ブルートゥース、WiFi、または他のその
ような送受信機(図示せず)などを使用して、短距離通信を行うこともできる。加えて、GP
S(全地球測位システム)受信機モジュール1070が、追加のナビゲーション関連および位置
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関連ワイヤレスデータをデバイス1050に提供することができ、これらのデータは、デバイ
ス1050上で実行されるアプリケーションによって適宜使用することができる。
【００８７】
　デバイス1050はまた、オーディオコーデック1060を使用して可聴通信することもでき、
オーディオコーデック1060は、話された情報をユーザから受け取り、この情報を、使用可
能なディジタル情報に変換することができる。オーディオコーデック1060は、同様に、ス
ピーカ(例えばデバイス1050のハンドセット中の)などを介して、ユーザのための可聴音声
を生成することができる。このような音声は、ボイス電話通話からの音声を含んでよく、
録音された音声(例えばボイスメッセージ、音楽ファイルなど)を含んでよく、また、デバ
イス1050上で動作するアプリケーションによって生成された音声を含んでもよい。
【００８８】
　コンピューティングデバイス1050は、図示のように、いくつかの異なる形で実現するこ
とができる。例えば、セルラー電話機1080として実現することができる。また、スマート
フォン1082、パーソナルディジタルアシスタント、または他の類似のモバイルデバイスの
一部として実現することもできる。
【００８９】
　デバイス1050はまた、動きを送ることのできる1つまたは複数の異なるデバイスを備え
てもよい。例としては加速度計およびコンパスが挙げられるが、これらに限定されない。
加速度計およびコンパス、または動きもしくは位置を検出できる他のデバイスは、任意の
数のベンダから入手可能であり、様々な方法で動きを感知することができる。例えば、加
速度計は、加速度の変化を検出することができ、コンパスは、磁北極または磁南極に対す
る配向の変化を検出することができる。これらの動きの変化をデバイス1050によって検出
して、本明細書に述べるプロセスおよび技法に従ってそれぞれのデバイス1050の表示を更
新するのに使用することができる。
【００９０】
　ここに述べるシステムおよび技法の様々な実装形態は、ディジタル電子回路、集積回路
、特別設計ASIC(特定用途向け集積回路)、コンピュータハードウェア、ファームウェア、
ソフトウェア、および/またはこれらの組合せにおいて実現することができる。これらの
様々な実装形態は、少なくとも1つのプログラム可能プロセッサを備えるプログラム可能
システム上で実行可能かつ/または解釈可能な1つまたは複数のコンピュータプログラムに
おける実装を含んでよく、このプログラム可能プロセッサは、専用または汎用であってよ
く、記憶システム、少なくとも1つの入力デバイス、および少なくとも1つの出力デバイス
との間でデータおよび命令を送受信するように結合されてよい。
【００９１】
　これらの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、またはコードとも呼ばれる)は、プログラム可能プロセッサのための機械命令
を含み、高水準手続き言語および/もしくはオブジェクト指向プログラミング言語、なら
びに/またはアセンブリ言語/機械言語で実装することができる。本明細書において、用語
「機械可読媒体」「コンピュータ可読媒体」は、機械命令を機械可読信号として受け取る
機械可読媒体を含めて、機械命令および/またはデータをプログラム可能プロセッサに提
供するのに使用される任意のコンピュータプログラム製品、装置、および/またはデバイ
ス(例えば磁気ディスク、光学ディスク、メモリ、プログラマブルロジックデバイス(PLD)
)を指す。用語「機械可読信号」は、機械命令および/またはデータをプログラム可能プロ
セッサに提供するのに使用される任意の信号を指す。
【００９２】
　命令をユーザに提供するために、ここで述べるシステムおよび技法は、情報をユーザに
対して表示するための表示デバイス(例えばCRT(陰極線管)またはLCD(液晶ディスプレイ)
モニタ)と、ユーザが入力をコンピュータに提供できるためのキーボードおよびポインテ
ィングデバイス(例えばマウスまたはトラックボール)とを有するコンピュータ上で実現す
ることができる。他の種類のデバイスを使用してユーザとの対話を可能にすることもでき



(23) JP 5808802 B2 2015.11.10

10

20

30

40

50

る。例えば、ユーザに提供されるフィードバックは、任意の形の感覚フィードバック(例
えば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)とすること
ができ、ユーザからの入力は、音響、発話、または触覚入力を含めて、任意の形で受け取
ることができる。
【００９３】
　ここに述べるシステムおよび技法は、バックエンドコンポーネント(例えばデータサー
バとして)、またはミドルウェアコンポーネント(例えばアプリケーションサーバ)、また
はフロントエンドコンポーネント(例えば、ユーザがここに述べるシステムおよび技法の
一実装形態と対話するのに用いることのできるグラフィカルユーザインタフェースもしく
はウェブブラウザを有する、クライアントコンピュータ)、あるいはこのようなバックエ
ンド、ミドルウェア、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備えた、コ
ンピューティングシステム中で実現することができる。システムのコンポーネントは、デ
ィジタルデータ通信の任意の形または媒体(例えば通信ネットワーク)によって相互接続さ
れてよい。通信ネットワークの例としては、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」)、およびインターネットが挙げられる。
【００９４】
　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みうる。クライアント
およびサーバは、一般に相互からリモートにあり、通常は通信ネットワークを介して対話
する。クライアントとサーバの関係は、それぞれのコンポーネント上で実行される、相互
とクライアントサーバ関係を有するコンピュータプログラムによって生じる。
【００９５】
　本明細書は多くの特定の実装詳細を含むが、これらの詳細は、いずれかの発明の範囲、
または特許請求されうるものの範囲に対する限定と解釈すべきではなく、むしろ、特定の
発明の特定の実施形態に特有である可能性のある特徴についての記述として解釈すべきで
ある。別々の実施形態のコンテキストで本明細書に述べるいくつかの特徴を、単一の実施
形態で組み合わせて実現することもできる。反対に、単一の実施形態のコンテキストで述
べる様々な特徴を、複数の実施形態で別々にまたは任意の適切なサブコンビネーションで
実現することもできる。さらに、上記では、特定の組合せで作用するものとして特徴につ
いて述べている場合もあり、最初はそのように特許請求される場合すらあるが、特許請求
されるサブコンビネーションからの1つまたは複数の特徴は、場合によっては組合せから
削除することができ、特許請求される組合せは、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を対象とすることがある。
【００９６】
　同様に、図面では動作が特定の順序で描かれているが、これは、所望の結果を達成する
のに、このような動作が図示の特定の順序でもしくは逐次的な順序で実施されること、ま
たは全ての図示の動作を実施すべきであることを必要とするものと理解すべきではない。
状況によっては、マルチタスキングおよび並列処理が有利な場合もある。さらに、前述の
実施形態における様々なシステムコンポーネントの分離は、そのような分離を全ての実施
形態で必要とするものと理解すべきではなく、述べ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統合できること、または複数のソフトウェア
製品にパッケージできることを理解されたい。
【００９７】
　いくつかの実施形態について述べた。しかし、本発明の趣旨および範囲を逸脱すること
なく様々な修正を加えることができることは理解されるであろう。
【００９８】
　加えて、図に描かれた論理フローは、所望の結果を達成するのに、図示の特定の順序ま
たは逐次的な順序を必要としない。加えて、述べたフローに対して他のステップを提供す
ることまたはステップを除去することもでき、述べたシステムに対して他のコンポーネン
トを追加または除去することもできる。したがって、他の実施形態も、後続の特許請求の
範囲内である。
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【符号の説明】
【００９９】
　　100　システム
　　102　サーバシステム
　　104　ネットワーク
　　106　検索エンジン
　　108　モバイル更新インタフェース
　　110　関心点システム
　　111　デバイス
　　112　デバイス111のユーザ
　　113　コンピュータ
　　114　コンピュータ113のユーザ
　　116　ネットワークユーザ、モバイル更新の例示的な作成者
　　118　ネットワークユーザ、モバイル更新の例示的な作成者
　　120　ユーザ
　　122　ユーザ
　　200　関心点システム
　　201　ネットワーク
　　202　クエリデータベース
　　204　関心点データベース
　　205　電子デバイス
　　206　密度データベース
　　208　時間関連属性データベース
　　210　モバイル更新データベース
　　212　固有性データベース
　　214　位置履歴データベース
　　216　関心点ランク付けモジュール
　　218　カテゴリランク付けモジュール
　　220　熟知度スコアリングモジュール
　　221　位置決定モジュール
　　222　密度計算モジュール
　　224　時間関連属性計算モジュール
　　226　固有性計算モジュール
　　1000　コンピュータデバイス、コンピューティングデバイス
　　1002　プロセッサ
　　1004　メモリ
　　1006　記憶デバイス
　　1008　高速インタフェース、高速コントローラ
　　1010　高速拡張ポート
　　1012　低速インタフェース、低速コントローラ
　　1014　低速バス、低速拡張ポート
　　1016　表示装置
　　1020　サーバ
　　1022　ラップトップコンピュータ
　　1024　ラックサーバシステム
　　1050　コンピュータデバイス、コンピューティングデバイス
　　1052　プロセッサ
　　1054　表示装置
　　1056　表示インタフェース
　　1058　制御インタフェース
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　　1060　オーディオコーデック
　　1062　外部インタフェース
　　1064　メモリ
　　1066　通信インタフェース
　　1068　送受信機
　　1070　GPS受信機モジュール
　　1072　拡張インタフェース
　　1074　拡張メモリ
　　1080　セルラー電話機
　　1082　スマートフォン

【図１】 【図２】
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