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(57)【要約】　　　（修正有）
【課題】未知のアカウントの双方が互いにメッセージを
交換できるようにする。
【解決手段】複数個のクライアントおよび一つのサーバ
を含む。サーバの受信ユニットは、複数個のクライアン
トのいずれかのソースクライアントから転送された電子
メッセージの受信に用いられる。データベースは、受信
した電子メッセージの保存に用いられる。マッチングユ
ニットは、電子メッセージの地理位置パラメータを利用
して、マッチング規則に基づきデータベースにおいて現
存するその他の電子メッセージを照合し、マッチングに
成功したか否かを決定し、マッチングに成功した場合に
マッチングリストを生成する。サーバの処理ユニットは
、マッチングリストに基づき、複数個のクライアントの
少なくともいずれかとやりとりを行うのに用いられる。
【選択図】図１
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
ソースクライアントからの内容部分と地理位置パラメータを有する電子メッセージを受信
し、
該電子メッセージをデータベースに保存し、
該電子メッセージの該地理位置パラメータを利用し、マッチング規則に基づき該データベ
ースにおいて現存するその他の電子メッセージと照合してマッチングに成功したか否かを
決定し、
マッチングに成功した場合、マッチングリストを生成し、
該マッチングリストに基づき、少なくとも一つのその他のクライアントとやりとりするこ
とを含むネットワークにおける非リアルタイム電子メッセージ交換方法。
【請求項２】
該マッチング規則は、該データベースにおいて保存されたその他の電子メッセージの地理
位置パラメータが、該受信した電子メッセージの地理位置パラメータと適合するか否かを
決定する請求項１に記載の方法。
【請求項３】
該マッチングリストは、複数個の項目を有し、各該項目は、それぞれ一つのクライアント
に対応し、且つ該少なくとも一つのその他のクライアントとやりとりするステップは、
該マッチングリストにおける複数個の項目のそれぞれ対応するクライアントに通知を転送
し、
該対応するクライアントの応答を受信することを更に含む請求項１に記載の方法。
【請求項４】
該少なくとも一つのクライアントの応答は返信の電子メッセージであり、且つ、
該返信の電子メッセージを該ソースクライアントに転送し、
該ソースクライアントの応答を受信することを更に含む請求項３に記載の方法。
【請求項５】
該少なくとも一つのクライアントの応答は通信のリクエストであり、且つ、
通信データを該少なくとも一つのクライアントに選択的に提供し、該少なくとも一つのク
ライアントと該ソースクライアントとの間に通信リンクを確立することを更に含む請求項
３に記載の方法。
【請求項６】
該電子メッセージはクライアント識別コードを更に含み、且つ該通信データは該クライア
ント識別コードを含み、該少なくとも一つのクライアントが該通信リンクを確立できるよ
うにする請求項５に記載の方法。
【請求項７】
該地理位置パラメータをグローバル・ポジショニング・システム信号とする請求項１に記
載の方法。
【請求項８】
該電子メッセージは時間パラメータを更に含み、且つ該マッチング規則は、該データベー
スにおいて保存されたその他の電子メッセージの時間パラメータが、該受信した電子メッ
セージを時間パラメータに適合するか否かを決定することを更に含む請求項１に記載の方
法。
【請求項９】
各クライアントが、地理位置パラメータの生成に用いられる地理位置パラメータ生成ユニ
ットと、内容部分および該地理位置パラメータを含む電子メッセージの転送に用いられる
メッセージ転送ユニットとを含む複数個のクライアントと、
該複数個のクライアントの内のいずれかのソースクライアントから転送される電子メッセ
ージの受信に用いられる受信ユニットと、受信した該電子メッセージの保存に用いられる
データベースと、該電子メッセージの該地理位置パラメータを利用し、マッチング規則に
基づき該データベースにおいて現存するその他の電子メッセージを照合し、マッチングに
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成功したか否かを決定し、マッチングに成功した場合にマッチングリストを生成するマッ
チングユニットと、該マッチングリストに基づき、該複数個のクライアントの少なくとも
いずれかとやりとりを行うのに用いられる処理ユニットとを含むサーバを備えたネットワ
ークにおける非リアルタイム電子メッセージ交換システム。
【請求項１０】
該マッチング規則は、該データベースにおいて保存されたその他の電子メッセージの地理
位置パラメータが、該受信した電子メッセージの地理位置パラメータに適合するか否かを
決定する請求項９に記載のシステム。
【請求項１１】
該マッチングリストは、複数個の項目を有し、各項目は、それぞれ一つのクライアントに
対応し、且つ該処理ユニットは、該マッチングリストにおける複数個の項目のそれぞれに
対応するクライアントに通知を転送するのに更に用いられ、該受信ユニットは、該対応す
るクライアントの応答を受信するのに更に用いられる請求項９に記載のシステム。
【請求項１２】
該対応するクライアントの応答は返信の電子メッセージであり、且つ該処理ユニットは、
該返信の電子メッセージを該ソースクライアントに転送するのに更に用いられ、且つ該受
信ユニットは該ソースクライアントの応答を受信するのに更に用いられる請求項１１に記
載のシステム。
【請求項１３】
該対応するクライアントの応答は通信のリクエストであり、且つ該処理ユニットは、通信
データを該対応するクライアントに選択的に提供し、該対応するクライアントと該ソース
クライアントとの間に通信リンクを確立するのに更に用いられる請求項１１に記載のシス
テム。
【請求項１４】
該電子メッセージは転送者の識別コードを更に含み、且つ該通信データは該クライアント
識別コードを含み、該対応するクライアントが該通信リンクを確立できるようにする請求
項１３に記載のシステム。
【請求項１５】
該地理位置パラメータをグローバル・ポジショニング・システム信号とする請求項９に記
載のシステム。
【請求項１６】
該電子メッセージは時間パラメータを更に含み、且つ該マッチング規則は、該データベー
スにおいて保存されたその他の電子メッセージの時間パラメータが、該受信した電子メッ
セージの時間パラメータに適合するか否かを決定することを更に含む請求項９に記載のシ
ステム。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
本発明は、マルチメディア電子メッセージ管理方法及びシステムに関する。具体的には、
ネットワークにおける複数個のユーザに対する非リアルタイム地理座標ポジショニングメ
ッセージ交換の管理方法及びシステムに関する。
【背景技術】
【０００２】
ネットワークの基礎構造はすでに徐々に完備されているため、各種ネットワークの応用が
それに伴って発展し、且つすでにユーザに受け入れられ、利用されていることが多い。各
種の電子メッセージ交換のメカニズムは日増しに重要になっており、且つ全体的なネット
ワークは、電信の応用を含め、すでに日増しに重要な影響力をもってきている。また、携
帯電話の機能が絶えず強化されるのに伴い、ネットワークユーザが交換可能なメッセージ
の内容は、写真、音声、映像など、更に多くのメッセージの種類を含むことができるよう
になっている。
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【０００３】
電子メール、インスタントメッセージ、ショートメッセージサービス（SMS）、マルチメ
ディアメッセージサービス（MMS）など、従来のリアルタイムな電子メッセージの交換で
は、アカウントを使用してメッセージ転送側と受信側の識別を行うものであり、メッセー
ジ交換者はメッセージの転送または受信を行うのにアカウントを必要とする。しかし、こ
れらの電子メッセージ交換方式では、メッセージ交換者の双方が相手のアカウントを知っ
ている場合にのみメッセージの交換を行うことができ、更に多様化したメッセージ交換方
式を提供することができない。電子掲示板（BBS）、ブログ、ネットワークアルバムなど
の非リアルタイムな電子メッセージ交換システムは、一意の識別アカウントがなければ、
ユーザは非リアルタイムなメッセージを転送することができない。また、従来の通信シス
テムの下では、非常に多くの制限を受ける。しかし、現在、ネットワークの電子商取引が
日増しに盛んになっており、ネットワークでの友人探し、フォーラム、掲示板などの各種
の異なるネットワークの応用に適した、更に多種の異なるメッセージ交換方式が必要とさ
れている。
【０００４】
そのため、新しい電子メッセージ交換方法及びシステムを提供し、多様化したメッセージ
転送方式を提供することが必要とされている。
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
本発明の目的は、非リアルタイムな地理座標ポジショニング電子メッセージ交換方法及び
システムを提供し、未知のアカウントの双方が互いにメッセージを交換できるようにする
ことにある。
【課題を解決するための手段】
【０００６】
本発明は、ネットワークにおける非リアルタイム電子メッセージ交換方法を提供する。こ
の方法は、ソースクライアントからの電子メッセージの受信を含み、この電子メッセージ
は、内容部分と地理位置パラメータを有する。電子メッセージをデータベースに保存する
。電子メッセージの地理位置パラメータを利用して、マッチング規則に基づきデータベー
スにおいて現存するその他の電子メッセージと照合し、マッチングに成功したか否かを決
定する。マッチングに成功した場合、マッチングリストを生成する。その後、マッチング
リストに基づき、少なくとも一つのその他のクライアントとやりとりする。
【０００７】
本発明は、ネットワーク中における非リアルタイム電子メッセージ交換システムを提供す
る。このシステムは、複数個のクライアントおよび一つのサーバを含む。各クライアント
は、地理位置パラメータ生成ユニットおよびメッセージ転送ユニットを含む。地理位置パ
ラメータ生成ユニットは、地理位置パラメータの生成に用いられ、メッセージ転送ユニッ
トは電子メッセージの転送に用いられる。この電子メッセージは、内容部分および地理位
置パラメータを含む。サーバは、受信ユニット、データベース、マッチングユニット、お
よび処理ユニットを含む。受信ユニットは、複数個のクライアントの内のいずれかのソー
スクライアントから転送された電子メッセージの受信に用いられる。データベースは、受
信した電子メッセージの保存に用いられる。マッチングユニットは、電子メッセージの地
理位置パラメータを利用し、マッチング規則に基づきデータベースにおいて現存するその
他の電子メッセージと照合し、マッチングに成功したか否かを決定し、マッチングに成功
した場合、マッチングリストを生成する。処理ユニットは、マッチングリストに基づき、
複数個のクライアントの少なくともいずれかとやりとりを行うのに用いられる。
【発明を実施するための最良の形態】
【０００８】
本文で使用する用語の定義は次の通りである。これらの説明は、当業者が本発明をよりは
っきりと理解することができるようにするものであり、本発明を制限するものと見なして
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はならない。
ネットワーク：各デバイスの間を、各種の有線または無線の通信リンクで、所定のプロト
コルにより、相互にコミュニケーションとデータ転送を行うために確立された基礎構造。
サーバ：ネットワークにおいて特定のサービスを提供するデバイス。例えば、メッセージ
交換を提供するサーバ、またはデータ保存を提供するデータベースサーバなど。
クライアント：ユーザがネットワーク経由でサーバに接続し、サーバが提供する各種のサ
ービスにアクセスするデバイス。例えば、コンピュータ、携帯電話、ＰＤＡなど。本文で
は、直接ユーザと略称する場合がある。
＜システムの概要＞
【０００９】
図１は、本発明の具体的な実施形態の非リアルタイム電子メッセージ交換システム１００
を示したものである。非リアルタイム電子メッセージ交換システム１００は、ネットワー
ク１０５において用いられ、複数個のクライアント（例えば、クライアント１１０ａ、１
１０ｂ、１１０ｃ）に対し非リアルタイムなメッセージ交換を行う。非リアルタイム電子
メッセージ交換システム１００は、サーバ１２０を有する。サーバ１２０は、受信ユニッ
ト１２２、データベース１２４、マッチングユニット１２６、および処理ユニット１２８
を有する。受信ユニット１２２は、複数個のクライアント１１０ａ、１１０ｂ、１１０ｃ
からの電子メッセージの受信に用いられる。ここで注意が必要なことは、クライアント１
１０ａ、１１０ｂ、１１０ｃは、いずれも電子メッセージをサーバ１２０に転送すること
が可能なことである。説明に便利なように、本実施形態では、クライアント１１０ａから
のメッセージ転送を例とし、ここではそのクライアント１１０ａをソースクライアントと
呼ぶことにするが、同様の方式をクライアント１１０ｂと１１０ｃにも応用できることは
当業者は理解可能である。クライアント１１０ａは、地理位置パラメータ生成ユニット１
１２およびメッセージ転送ユニット１１４を含む。地理位置パラメータ生成ユニット１１
２は、グローバル・ポジショニング・システム（global positioning system）信号など
の地理位置パラメータ１３４の生成に用いられる。クライアント１１０ａがサーバ１２０
に転送する電子メッセージ１３０は、内容部分１３２および地理位置パラメータ１３４を
含む。説明に便利なように、ここで電子メッセージ１３０について簡単に説明し、その他
の詳細については、図２を参照して詳しく述べる。
【００１０】
クライアント１１０ａは、メッセージ転送ユニット１１４を介し、ネットワークアップロ
ード手順によって（例えば、ＴＣＰ／ＩＰプロトコルによってパケットを転送）、電子メ
ッセージ１３０をサーバ１２０に転送した後、上記の受信ユニット１２２によって受信し
、データベース１２４に保存する。データベース１２４の詳細については、図３において
詳しく述べる。マッチングユニット１２６は、電子メッセージ１３０の地理位置パラメー
タ１３４を利用し、事前に設定されたマッチング規則に基づき、データベース１２４にお
いて現存するその他の電子メッセージ１２５との照合を行う。現存するその他の電子メッ
セージ１２５、または履歴メッセージとは、その他のクライアントによってアップロード
されたことのある電子メッセージをいう。本実施形態において、マッチング規則は、デー
タベース１２４において保存されたその他の電子メッセージ１２５の地理位置パラメータ
が、受信した電子メッセージ１３０の地理位置パラメータ１３４に適合するか否かを決定
する。
【００１１】
いずれかの履歴メッセージ１２５が適合すると確定された場合、この履歴メッセージ１２
５はマッチングに成功したと判定される。このとき、履歴メッセージ１２５はマッチング
リスト１２７に記入される。処理ユニット１２８は、マッチングリスト１２７に基づき、
マッチングに成功したと判定された履歴メッセージ１２５に対応するクライアントとやり
とりを行う。これについては、次に詳しく述べる。
【００１２】
ここで注意が必要なことは、図１に示したものは、例示的な構造であり、本発明を制限す



(6) JP 2008-199567 A 2008.8.28

10

20

30

40

50

るために用いるものではない。例えば、非リアルタイム地理座標ポジショニング電子メッ
セージ交換システム１００は、専属構造を使用して本発明で提供する各種機能を処理する
ことも、例えば一般的なパーソナルコンピュータに適切なソフトウェアアプリケーション
を組み合わせるオープン構造を使用して管理の作業を達成させることもできる。
【００１３】
同様に、受信ユニット１２２、データベース１２４、マッチングユニット１２６、および
処理ユニット１２８は、例えば集中型の演算構造を使用して単一の統合型の処理回路とす
ることも、例えば分散型の演算構造を使用して各自の独立したデバイスとすることもでき
る。データベース１２４は、例えばフラッシュメモリ、磁気ディスクドライブ、フロッピ
ーディスクドライブ、磁気テープドライブ、光学式読み取り書き込みデバイス、磁気光学
式読み取り書き込みデバイスなどのその他の各種デバイスなどの、サーバ１２０に内蔵し
たメモリデバイスとすることができる。または、メッセージデータベース１２４は、物理
的にサーバ１２０と分離した別の保存サーバ（図には示されていない）に変更し、サーバ
１２０が保存サーバのデータにアクセスして、全体的なサービスを提供することもできる
。その他の実施形態において、データベース１２４は、メッセージ保存ユニットおよびユ
ーザデータ保存ユニットを有し、それぞれ電子メッセージおよびユーザの関連データの保
存に用いるなど、異なるサブ部分を更に含むことができる。本発明は、データベース１２
４の内部のデータ構造を制限せず、例えば、本実施形態において、データベース１２４は
関連型のデータベースとすることができる。その他の実施形態において、いかなるその他
の異なるデータベース構造も使用することができる。
【００１４】
同様に、クライアント１１０ａ、１１０ｂ、１１０ｃは、例えばインターネット、従来の
電話回線ネットワーク、無線ネットワーク、ローカルエリアネットワーク、携帯電話ネッ
トワークなど、各種の方式によって、サーバ１２０とコミュニケーションをとることがで
きる。つまり、本発明は、各種の演算構造またはハードウェアデバイスに限られるもので
はなく、ネットワーク接続能力を有し、ネットワークサービスを提供する各種構造に応用
することができる。
【００１５】
次に、本発明の実施形態について更に詳細に説明し、当業者が本発明の各種応用と利点に
ついて更に理解できるようにする。
＜地理位置パラメータを有する電子メッセージ＞
【００１６】
図２は、本発明の具体的な実施形態の地理位置パラメータを有するメッセージの構造を示
したものである。図２において、地理位置パラメータを有する電子メッセージ２００のデ
ータ構造が例示されている。本実施形態において、電子メッセージ２００は、内容部分２
０１、クライアント識別コード２０２、地理位置パラメータ２０３、その他のパラメータ
２０４の４項目のデータを有している。内容部分２０１は、文字、写真・映像などのマル
チメディアなどの組み合わせとすることができる。クライアント識別コード２０２は、サ
ーバがこの電子メッセージ２００を送信したクライアントを識別するのに用いられ、例え
ば、クライアント識別コード２０２は、電子メールアドレス、ユーザ名、ユーザ番号など
とすることができる。地理位置パラメータ２０３は、クライアントが自動的に生成するメ
ッセージ送信地の座標情報、またはユーザが自ら指定したメッセージ発生地の座標情報と
することができるが、その限りでない。その他のパラメータ２０４は、利用可能なその他
のパラメータとし、例えば、システムが自ら生成した、またはユーザが指定した時間パラ
メータとすることができる。ここで注意が必要なのは、本実施形態は本発明の例示として
のみ用いられるものであり、本発明の範囲を制限するために用いられるものではなく、例
えばその他の実施形態において、電子メッセージ２００は上記のすべての情報フィールド
を含まなくてもよく、例えばクライアント識別コード２０２またはその他のパラメータ２
０４を含まなくてもよい。または、別の実施形態において、本発明の電子メッセージ２０
０は、その他の異なる情報フィールドを含むこともできる。
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＜ネットワークアップロード手順＞
【００１７】
本実施形態において、ネットワークアップロード手順を介し、上記実施形態の電子メッセ
ージ１３０をサーバ１２０の受信ユニット１２２にアップロードし、電子メッセージ１３
０をデータベース１２４に保存する。図３は、このアップロード手順３００を示したフロ
ーチャートである。最初に、ステップ３０１において、ユーザがメッセージを生成し、例
えば、ユーザインターフェースを介してメッセージをクライアントデバイスに入力する。
ステップ３０２において、関連する地理位置パラメータを生成し、この地理位置パラメー
タは、ユーザが自ら指定することも、クライアントデバイスによって自動的に生成するこ
ともできる。その後、ステップ３０３によって、メッセージ転送ユニット１１４（例えば
送信器）を介し、ネットワーク１０５に転送し、サーバ１２０の受信ユニット１２２が受
信する。ステップ３０４において、受信ユニット１２２は、この電子メッセージをデータ
ベース１２４に保存する。
＜マッチングユニット＞
【００１８】
図４は、本発明の具体的な実施形態のマッチングユニット４００を示し、既定のマッチン
グ規則４０１、および座標マッチングユニット４０２を含む。マッチング規則４０１は事
前に設定することができ、規則は座標の関連性を含み、例えば座標が同じである、または
ユーザの性別の違いなどのユーザの関連性などである。新しい電子メッセージがデータベ
ース１２４に保存されると、座標マッチングユニット４０２がマッチングを行う。すなわ
ち、マッチング規則４０１に適合するすべての電子メッセージがフィルターされ、マッチ
ングリスト４０３が生成され、処理ユニット１２８に渡されて次の処理を行う。マッチン
グリスト４０３は、少なくとも一つの項目を有し、少なくとも一つのクライアントに対応
する。図４のように、本実施形態におけるマッチングリスト４０３は、Ｎ個の項目を有し
、各項目はマッチング規則４０１に適合する履歴メッセージおよびその対応するクライア
ントデータである。
【００１９】
マッチングユニット４００は、メッセージデータベース１２４に保存された電子メッセー
ジの地理座標照合手順を用いて、地理座標照合手順に適合する複数個の電子メッセージを
探す。そのため、このマッチングリスト４０３を介し、処理ユニット１２８は、匿名であ
るが所定のマッチング規則４０１に適合する２つのユーザに、メッセージの交換を行わせ
ることができる。但し、ここで注意が必要なことは、地理座標を利用して照合を行うマッ
チング規則は、例として説明したものであり、本発明は、その他のマッチング規則を更に
含むことができ、例えば、ある特定時間に適合する電子メッセージをフィルターするなど
、電子情報２００のその他のパラメータ２０４を利用してマッチングを行うことができる
。
＜マッチング手順＞
【００２０】
図５は、本発明の具体的な実施形態のマッチング手順５００のフローチャートを示したも
のである。最初に、ステップ５０１において、新しい電子メッセージをメッセージデータ
ベース１２４に保存する。その後、ステップ５０２において、座標マッチングユニット４
０２が、既定のマッチング規則４０１に基づき、新しいメッセージとメッセージデータベ
ース１０５の現存するメッセージとのマッチングを行う。ステップ５０３において、マッ
チング規則４０１に適合するメッセージは、フィルターされ、マッチングリスト４０３が
生成される。ステップ５０４において、マッチングリスト４０３が処理ユニット１２８に
渡され、処理が行われる。
＜処理ユニットと関連するやりとり＞
【００２１】
図６は、本発明の具体的な実施形態のメッセージ通知手順６００のフローチャートを示し
たものである。電子メッセージがマッチングに成功した場合、処理ユニット１２８は少な



(8) JP 2008-199567 A 2008.8.28

10

20

30

40

50

くとも一つのクライアントとやりとりを行う。本発明において、やりとりには多種の方式
と型式とが存在し、図６に示したメッセージ通知手順６００は、説明のためのやりとりの
方式である。ステップ６０１において、処理ユニット１２８は、マッチングユニット４０
０が提供するマッチング規則４０１に適合したマッチングリスト４０３を利用して、やり
とりを行うクライアントを選択する。ステップ６０２において、データベース１２４で、
例えば、ユーザの所定の通知パスなどの、クライアント識別コード２０２をキャプチャす
る。ステップ６０３において、処理ユニット１２８は、クライアント識別コード２０２に
よって、同クライアントのユーザに通知する。ステップ６０４において、サーバはクライ
アントの応答を待つ。
＜クライアントの応答＞
【００２２】
クライアントがメッセージの通知を受け取った後、ユーザは、例えば、通知された電子メ
ッセージを選択し読み取るなど、各種の可能な応答方式を選択することができる。図７は
、本発明の具体的な実施形態のクライアント応答手順のフローチャートを示したものであ
る。ステップ７０１において、クライアントは処理ユニット１２８の通知メッセージを受
け取る。ステップ７０２において、ユーザはメッセージ読み取りリクエストを送信する。
ステップ７０３において、処理ユニット１２８は同電子メッセージをユーザに提供するこ
とも、マッチング規則４０１に適合したマッチングリスト４０３をユーザに選択的に提供
することもできる。ステップ７０４において、電子メッセージを受信したクライアントは
、この電子メッセージに返信するか否かを選択することができる。ステップ７０５におい
て、電子メッセージを受信したクライアントは、通信接続のリクエストの送信を選択する
ことができる。処理ユニット１２８は、このリクエストに対応し、通信データを同対応す
るクライアントに選択的に提供し、ステップ７０６において、クライアントの間で通信リ
ンクを確立できるようにする。ここで注意が必要なことは、本実施形態は説明でしかなく
、制限ではなく、例えばステップ７０２からステップ７０６までは、クライアントが選択
可能ないくつかの応答である。しかし、その他の実施形態において、ユーザは一部の応答
しか行わないことを選択することも、異なる順序で応答を行わないこともできる。
【００２３】
上記実施形態において、先に電子メッセージを送信したクライアント（すなわちソースク
ライアント）およびメッセージを受信したクライアント（対応するクライアント）の間は
、例を挙げて説明するのに便利なように用いたものであり、本発明は多種の異なる変更を
含むことができる。例えば、ソースクライアントが電子メッセージをサーバに送信し、サ
ーバがマッチングリストを生成した後、サーバは、対応するクライアントとやりとりを行
うだけでなく、ソースクライアントとやりとりを行うこともでき、例えば、マッチング規
則に適合した履歴メッセージをソースクライアントに転送することができる。同様に、ソ
ースクライアントは各種の応答を行うことができる。
【００２４】
本発明では非リアルタイム電子メッセージ交換システムおよび方法を開示する。クライア
ントは、ＧＰＳ（global positioning system）などの地理位置パラメータ生成ユニット
を利用して、地理位置パラメータを有する電子メッセージを生成することができる。サー
バは、少なくとも一つの電子メッセージを受信し、データベースに保存するのに用いられ
る。ユーザは、電子メッセージ送信器を使用し、ユーザアカウント、文字、写真、映像、
音声および所在する地理座標を含む電子メッセージをサーバに転送する。サーバは、メッ
セージの地理座標に基づき、マッチング手順を行い、通知をマッチング規則に適合する履
歴メッセージに対応するすべてのクライアントに転送する。こうしたメッセージ交換方式
を介し、各ユーザの間が匿名であっても、または互いに相手の連絡方法を知らなくても、
サーバのマッチング規則を介し、同じ特徴をもつ（すなわちマッチング規則に適合する）
ユーザの間で通信を行うことができる。マッチングに成功した後、ユーザは匿名でサーバ
を介して連絡を続けることも、直接ユーザとの間で、例えば、従来の電子メール、または
電話などの、直接的な連絡を確立することを選択することもできる。
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【００２５】
上記の実施形態は、本発明を説明するために用いられたものであり、本発明は以上の特定
の実施形態の説明に限られたものではなく、本発明の特許請求の範囲は、これらのすべて
の修正と変化を含み、本発明の主旨と範囲に真に適合したものであるといえる。
【図面の簡単な説明】
【００２６】
【図１】本発明の具体的な実施形態の非リアルタイム電子メッセージ交換システムである
。
【図２】本発明の具体的な実施形態の電子メッセージの構造である。
【図３】本発明の具体的な実施形態の電子メッセージアップロード手順のフローチャート
である。
【図４】本発明の具体的な実施形態のマッチングユニットである。
【図５】本発明の具体的な実施形態のマッチングフローチャートである。
【図６】本発明の具体的な実施形態のやりとり手順のフローチャートである。
【図７】本発明の具体的な実施形態のクライアント応答手順のフローチャートである。
【符号の説明】
【００２７】
１００…非リアルタイム電子メッセージ交換システム
１０５…ネットワーク
１１０ａ、１１０ｂ、１１０ｃ…クライアント
１１２…地理位置パラメータ生成ユニット
１１４…メッセージ転送ユニット
１２０…サーバ
１２２…受信ユニット
１２４…データベース
１２５…履歴メッセージ
１２６…マッチングユニット
１２７…マッチングリスト
１２８…処理ユニット
１３０…電子メッセージ
１３２…内容部分
１３４…地理位置パラメータ
２００…電子メッセージ
２０１…内容部分
２０２…クライアント識別コード
２０３…地理位置パラメータ
２０４…その他のパラメータ
４００…マッチングユニット
４０１…既定のマッチング規則
４０２…座標マッチングユニット
４０３…マッチングリスト
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