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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　ターゲット広告を提供する方法であって、前記方法は：
　ユーザーが最初のセッションでウェブサイトにアクセスしてモバイルアラートサービス
に登録するステップであって、前記モバイルアラートサービスと前記ウェブサイトとは一
般に関心のある話題と関連してなるステップと；
　前記ウェブサイトとなされる前記最初のセッションの間に、前記ユーザーが前記一般に
関心のある話題に関連する選好データと、前記モバイルアラートサービスに関連づけする
ための携帯電話番号とを提供するステップと；
　ユーザープロファイル内に前記選好データと前記携帯電話番号とを記憶するステップと
；
　前記携帯電話番号にメッセージを送信するステップであって、前記メッセージは、前記
ウェブサイトと関連付けされかつ前記一般に関心のある話題に関連したモバイルサイトへ
の埋め込みリンクを含んでなるステップと；
　前記埋め込みリンクのリクエストを前記ユーザーから受信し、それに応じて前記モバイ
ルアラートサービスを確認するステップと；
　前記ウェブサイトと前記モバイルサイトとのいずれか一方との間でなされる前記ユーザ
ーによる第２のセッションにおいて、前記ユーザーを特定し、前記ユーザープロファイル
に記憶された前記選好データに基づきターゲット広告を選択し、前記ターゲット広告を前
記ウェブサイトと前記モバイルサイトとのいずれか一方を介して前記ユーザーに提供する
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ステップと
を含む方法。
【請求項２】
　前記モバイルアラートサービスはアラートメッセージを前記ユーザーに提供し、前記ア
ラートメッセージは前記ユーザープロファイル内に記憶された前記選好データに基づくさ
らに別のターゲット広告を含む請求項１に記載の方法。
【請求項３】
　前記携帯電話番号にメッセージを送信するステップは、前記埋め込みリンクを含むショ
ートメッセージサービス（ＳＭＳ）メッセージを送信するステップを含む請求項１に記載
の方法。
【請求項４】
　前記アラートメッセージは前記一般に関心のある話題に関連するさらに別のＳＭＳメッ
セージを含む請求項３に記載の方法。
【請求項５】
　前記ユーザーとなされる前記最初のセッションの間に、前記ユーザーのブラウジング履
歴を収集し、前記ユーザープロファイル内の前記ブラウジング履歴を記憶するステップで
あって、前記ターゲット広告は前記ブラウジング履歴に基づき選択されてなるステップを
さらに含む請求項１に記載の方法。
【請求項６】
　モバイルアラートサービス及びオンラインプラットフォームにわたりユーザーにターゲ
ット広告を提供するシステムであって、前記システムは：
　サーバーと；
　コンピュータ読取可能媒体に記憶されかつ前記サーバーによって実行されるクロスプラ
ットフォームターゲット広告と
を含み、前記クロスプラットフォームターゲット広告は、モバイルアラートサービスとオ
ンラインプラットフォームとを介してユーザーに配信されるターゲット広告を選択するも
のであり、前記クロスプラットフォームターゲット広告は、
　前記オンラインプラットフォームを介してウェブサイトのリクエストを前記ユーザーか
ら受け；
　前記ウェブサイトとなされる最初のセッションの間に、前記ユーザーが前記モバイルア
ラートサービスに登録することを可能とし、前記モバイルアラートサービスと前記ウェブ
サイトとは一般に関心のある話題に関連し；そして
　前記一般に関心のある話題に関連する選好データと、前記モバイルアラートサービスに
関連づけするための携帯電話番号とを前記ユーザーから受け；
　ユーザープロファイル内に前記選好データ及び前記携帯電話番号を記憶し；
　前記携帯電話番号に埋め込みリンクを含むメッセージを送信し；
　前記埋め込みリンクのリクエストを前記ユーザーから受信し、それに応じて前記モバイ
ルアラートサービスを確認し；
　前記ウェブサイトと前記モバイルサイトとのいずれか一方となされる前記ユーザーによ
る第２のセッションにおいて、前記ユーザーを特定し、前記ユーザープロファイルに記憶
された前記選好データに基づきターゲット広告を選択し、前記ターゲット広告を前記ウェ
ブサイトと前記モバイルサイトとのいずれか一方を介して前記ユーザーに提供する
ように構成されているロジックを含むシステム。
【請求項７】
　前記モバイルアラートサービスはキャリアによって与えられ、前記モバイルアラートサ
ービスは１またはそれ以上のアラートメッセージを前記ユーザーに送信することを含み、
前記アラートメッセージは前記一般に関心のある話題に関連し、また前記アラートメッセ
ージは前記ユーザープロファイルに記憶された前記選好データに基づくさらに別のターゲ
ット広告を含む請求項６に記載のシステム。
【請求項８】
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　前記クロスプラットフォームターゲット広告は、前記ユーザーとなされる前記最初のセ
ッションの間に、前記ユーザーのブラウジング履歴を収集し、前記ユーザープロファイル
内の前記ブラウジング履歴を記憶するように構成されたロジックをさらに含み、前記ター
ゲット広告は前記ブラウジング履歴に基づき選択される請求項６に記載のシステム。
【発明の詳細な説明】
【背景技術】
【０００１】
　広告は、オンラインビジネスモデルの主な駆動力である。オンラインパブリッシャー及
び他のコンテントプロバイダー、ウェブアプリケーションプロバイダー、及び多くの他の
ウェブサイトは、事業を継続するために広告収入に頼るところが非常に大きい。オンライ
ン広告を購入する通常のモデルがいくつかある。オンライン広告が購入される最も普通の
方法は、インプレッション単価（ＣＰＭ）、クリック単価（ＣＰＣ）、ビュー単価（ＣＰ
Ｖ）、及び顧客獲得単価（ＣＰＡ）である。ＣＰＭは、アドバタイザーが特定の視聴者へ
の自分のメッセージの露出に支払うものである。ＣＰＭコストは、典型的には、表示回数
１０００回あたりで課金される。ＣＰＶは、アドバタイザーが、アドバタイザーのウェブ
サイトへのターゲットとするビジターを送ることに支払うものである。ＣＰＣはクリック
課金（ＰＰＣ）としても知られるが、アドバタイザーは、ユーザーがアドバタイザーのリ
スティングにクリックし、アドバタイザーのウェブサイトに転送されるたびに支払うもの
である。アドバタイザーは、リスティングには実際には支払わず、リスティングがクリッ
クされた時のみ支払う。このシステムにより、広告の専門家が、検索を正確にして自分の
マーケットについての情報を得ることができる。ＰＰＣ課金システムでは、アドバタイザ
ーは、関連するトラフィックを自分のウェブサイトへ向ける一連のターゲットキーワード
の下にリストされる権利に支払いし、自分のウェブサイトに直接リンクするリスティング
を誰かがクリックした時のみ支払う。ＣＰＣは、ユーザーがターゲットサイトにたどり着
くかどうかに関係なく各クリックが支払い対象となる点でＣＰＶと異なる。
【０００２】
　ＣＰＡ広告は実績ベースであり、ビジネスのアフィリエートマーケティング部門でよく
見られる。この支払いスキームにおいて、パブリッシャーは広告を載せるリスクを全て負
い、アドバタイザーは、購入又はサインアップなどの取引を完了したユーザーの数だけ支
払う。このモデルはバナー広告で普及している。コストパーリード（ＣＰＬ）広告はＣＰ
Ａ広告と似ており、ユーザーの申込書記入、ニュースレター登録、又は売り上げに結びつ
くであろうと商人が感じる他の行動に基づいている。また、通常のコストパーオーダー（
ＣＰＯ）広告は、注文が処理される各回数に基づいている。
【０００３】
　広告モデル又は購入方法に関係なく、アドバタイザーがターゲットとするカスタマーに
よく合ったウェブサイトにオンライン広告を載せることが、アドバタイザーにとって特に
重要である。したがって、多くのウェブサイトが、ターゲットとする広告の実施に役立つ
アドサーバーを利用している。アドサーバーは、広告を記憶しウェブサイトビジターに広
告を配信するコンピューターサーバーである。アドサーバーには２種類ある。ローカルア
ドサーバー及び第三者又はリモートアドサーバーである。ローカルアドサーバーは、典型
的には単一のパブリッシャーにより運営されており、そのパブリッシャーのドメインに広
告を供給し、きめ細かいクリエイティブなフォーマッティング及びそのパブリッシャーに
よるコンテントの制御を可能にする。リモートアドサーバーは、複数のパブリッシャーが
所有するドメインにわたって広告を供給できる。それらは１つの中心源から広告を配信す
るので、アドバタイザー及びパブリッシャーは自分のオンライン広告の流通を追跡でき、
ウェブにわたる自分の広告の回転及び流通を制御する１つのロケーションを有する。
【０００４】
　オンライン広告のシステム及び方法が成功し流行したにもかかわらず、オンラインター
ゲット広告を提供するための改善されたシステム、方法、コンピューティングデバイス、
及びコンピューターソフトウェアが当産業において必要とされたままである。
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【発明の概要】
【課題を解決するための手段】
【０００５】
　クロスプラットフォームターゲット広告の実施のためのシステム、方法、コンピューテ
ィングデバイス、及びコンピューターソフトウェアの種々の実施形態が開示される。一実
施形態は、ターゲット広告を提供する方法である。そのような方法は、最初のセッション
でウェブサイト及びモバイルサイトの一方にアクセスする工程；最初のセッションでユー
ザーに関連する情報を収集する工程；収集された情報を記憶する工程；第２のセッション
で前記ウェブサイト及びモバイルサイトのもう一方にアクセスする工程；記憶された情報
に基づき第２のセッションのユーザーを確定する工程；記憶された情報に基づき第２のセ
ッションのターゲット広告を選択する工程；及び第２のセッションでユーザーにターゲッ
ト広告を提供する工程を含む。
【０００６】
　他の実施形態は、プライマリプラットフォーム及びセカンダリプラットフォームにわた
りユーザーにターゲット広告を提供するシステムである。そのようなシステムは、サーバ
ー及び前記サーバーにより実施されるクロスプラットフォームターゲット広告システムを
含む。クロスプラットフォームターゲット広告システムは、最初のセッションでプライマ
リプラットフォーム及びセカンダリプラットフォームの一方によるウェブサイトへのユー
ザーアクセスを提供し；最初のセッションでユーザーに関連する情報を収集し；収集され
た情報を記憶し；前記プライマリプラットフォーム及びセカンダリプラットフォームのも
う一方によるウェブサイトへのユーザーアクセスを提供し；記憶された情報に基づき第２
のセッションのユーザーへのターゲット広告を供給するように構成されたロジックを有す
る。
【図面の簡単な説明】
【０００７】
【図１】クロスプラットフォームターゲット広告を提供するシステムの実施形態を示すブ
ロックダイアグラムである。
【図２】図１のシステムによりクロスプラットフォームターゲット広告を提供する方法の
実施形態を示すフローチャートである。
【図３】図１のシステムによりユーザー関連情報を収集する方法の実施形態を示す組み合
わせたブロック／フローダイアグラムである。
【図４】クロスプラットフォームターゲット広告を提供する方法の他の実施形態を示す組
み合わせたブロック／フローダイアグラムである。
【図５】クロスプラットフォームターゲット広告を提供する方法のさらに他の実施形態を
示す組み合わせたブロック／フローダイアグラムである。
【発明を実施するための形態】
【０００８】
　クロスプラットフォームターゲット広告を実施するためのシステム、方法、コンピュー
ティングデバイス、及びコンピューターソフトウェアの種々の実施形態が開示される。上
述のとおり、そして図１～５に関連して以下でさらに詳細に説明されるとおり、クロスプ
ラットフォームターゲット広告のシステム及び方法は、異なるプラットフォーム（例えば
、プライマリプラットフォーム及びセカンダリプラットフォーム）のいずれかにより収集
される情報に基づき、ターゲット広告を、異なるプラットフォームにわたってユーザーに
供給することができる。一実施形態において、プライマリプラットフォームはオンライン
プラットフォームを含み、セカンダリプラットフォームはモバイルプラットフォームを含
むことがあるが、クロスプラットフォームターゲット広告のシステム及び方法が任意の種
類の２つ以上のプラットフォームにわたり実施できることを認識されたい。集中システム
を利用して、様々な種類の望ましいユーザー関連データ（例えば、ユーザー選好データ、
アカウント情報、ロケーション系情報など）が収集・記憶される。ユーザー関連データは
、プライマリプラットフォーム（例えばオンラインプラットフォーム）又はセカンダリプ
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ラットフォーム（例えばモバイルプラットフォーム）により収集できる。モバイルプラッ
トフォームは、モバイルキャリアネットワーク又は他の通信ネットワークにより、コンテ
ント及び／又はアプリケーションをモバイル通信デバイス（例えば携帯電話）に配信する
任意の通信システムを意味する。モバイルプラットフォームは、例えば、モバイル通信デ
バイスの限定されたディスプレイサイズ若しくは処理パワー又は関係するネットワークの
帯域幅など、モバイル通信デバイス又は関係するネットワークの制限のため、オンライン
プラットフォームに比べ性能限定であるかもしれない。オンラインプラットフォームは、
インターネット又はワールドワイドウェブにより通信デバイスにコンテント及び／又はア
プリケーションを配信する任意の通信システムを意味する。
【０００９】
　操作時に、ユーザー関連データは、プライマリ又はセカンダリプラットフォームに関係
するサイトでのセッション中にユーザーにより与えられることがある。他の実施形態にお
いて、ユーザー関連データは、セッション中に自動的に捕捉されることがある。ユーザー
関連データは、集中システムに記憶され、ユーザーがその後プライマリ又はセカンダリプ
ラットフォームに関係するサイトにアクセスする時ユーザーにターゲット広告を供給する
ために使用される。例えば、ある汎用的なシナリオでは、ユーザー関連データがモバイル
サイトでのセッション中に収集され、集中システムに記憶される。この実施形態において
、ユーザー関連データは、例えば、ユーザーの携帯電話番号、ユーザーの地理的な位置、
モバイルのブラウジング履歴、アプリケーションの好み、ユーザーの興味、又は他の望ま
しいデータを含む。さらに、モバイルサイトが、ショートメッセージサービス（ＳＭＳ）
アプリケーション、無線アプリケーションプロトコル（ＷＡＰ）サイト、又はモバイルプ
ラットフォームによりユーザーに提供される他のコンテントサイト若しくはアプリケーシ
ョンを含むことを認識されたい。ユーザーがその後関連又関係するサイトにアクセスする
と、モバイルセッション中に収集されたユーザー関連データを使用して、ウェブサイトで
のオンラインセッション中にユーザーに対するターゲット広告を決定し供給することがで
きる。他の汎用シナリオにおいて、ユーザー関連データがウェブサイトから収集され、そ
の後上述のモバイルサービスのいずれかによりユーザーにターゲット広告を供給するのに
使用される。このようにすると、集中システムは、アドバタイザーが、モバイル広告キャ
ンペーン及び従来のオンライン広告キャンペーンの両方に単一のシステムを使用できるの
で、ターゲット広告に一体化した解決策を与える。さらに、集中システムは、モバイルセ
ッションから得たデータを使用し、ウェブサイトによりターゲット広告を特定し、設定し
、又は他の方法で通知することができる（逆も同じ）。
【００１０】
　図１は、クロスプラットフォームターゲット広告を実施するシステム１００の実施形態
を表す。システム１００は、ウェブサイト１１４及び関連又は関係しているモバイルサイ
ト１１６をサポートする１つ以上のサーバーに動作可能に連結されたクロスプラットフォ
ームターゲット広告システム１０２を含む。サーバー（複数可）１１２（例えば、ウェブ
サーバー、キャリアサーバーなど）は、モバイルプラットフォーム及びオンラインプラッ
トフォームとインターフェイスで連結するように構成されている。この点で、サーバー（
複数可）１１２は、通信ネットワーク１０８（例えば、キャリアネットワーク及び／又は
インターネット若しくはワールドワイドウェブ（ＷＷＷ）などのデータネットワーク）に
より、モバイルデバイス１０４及び通信デバイス１０６と通信するように構成されている
ことがある。モバイルデバイス１０４は、携帯電話、携帯可能なコンピューティングデバ
イス、又はキャリアネットワーク１０８と通信するように構成された他の任意の無線コン
ピューティングデバイスを含むことがある。コンピューティングデバイス１０６は、パー
ソナルコンピューター、ラップトップ、又はインターネット１１０により通信するように
構成されている他のインターネット使用可能デバイスを含むことがある。単一のデバイス
（例えばスマートフォン）が、通信の両形態をサポートするように構成され、そのためモ
バイルデバイス１０４とコンピューティングデバイス１０６の両方として操作できること
を認識されたい。このように、モバイルデバイス及びコンピューティングデバイスという
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用語は、特定のエンドユーザーデバイス又はハードウェア及びソフトウェア構成に限定さ
れないものとする。むしろ、これらの用語は、特定のデバイスがモバイルサイト１１６（
例えばセカンダリプラットフォームにより）又はウェブサイト１１４（例えばプライマリ
プラットフォームにより）のどちらにアクセスしているかを意味する。さらに、「ユーザ
ー」及び「デバイス」又は「クライアントデバイス」という用語は交換可能に使用できる
ことを認識されたい。
【００１１】
　クロスプラットフォームターゲット広告システム１０２は、クロスプラットフォームタ
ーゲット広告の提供を管理するプロセッサ実行可能なロジックを含む。この点で、そして
以下に詳細に説明されるとおり、クロスプラットフォームターゲット広告システム１０２
は、一般的に、（１）ウェブサイト１１４及び／又はモバイルサイト１１６でのユーザー
セッションからユーザー関連データを収集・記憶し、（２）データベース探索を容易にし
て、ユーザー関連データに基づきターゲット広告を供給するように構成されるロジックを
含む。ユーザー関連データは、ユーザーモバイルデータ１２２及びユーザーウェブデータ
１２４を含むユーザープロファイル１２０としてデータベース１１８中に記憶することが
できる。図１にさらに示されるとおり、システム１００は１つ以上のアドサーバー１２６
を含むことがある。アドサーバー（複数可）１２６は、広告を記憶し、ユーザープロファ
イル１２０に基づきウェブサイト１１４及びモバイルアプリケーション１１６にアクセス
するユーザーに広告を供給する。アドサーバー（複数可）１２６の機能性をサーバー（複
数可）１１２と一体化し、データベース１１８をサーバー（複数可）１１２又は１２６の
いずれにより維持してもよいことを認識されたい。いくつかの実施形態において、アドサ
ーバー（複数可）１２６及び／又はクロスプラットフォームターゲット広告システム１０
２は、それぞれのシステム要素に動作可能に連結するように好適に構成されたインターフ
ェースとともに、サーバー（複数可）１１２から離れて設置されていてもよい。
【００１２】
　クロスプラットフォームターゲット広告を実施する例示的なシステム１００の一般的な
要素が説明されたので、クロスプラットフォームターゲット広告システム１０２の種々の
実施形態のアーキテクチャ、操作、及び／又は機能性が、図２～５に関連して説明される
。クロスプラットフォームターゲット広告システム１０２は、上述及び以下で記載の種々
の特徴及び機能を与えるロジックを含むことを認識されたい。クロスプラットフォームタ
ーゲット広告システム１０２は、ソフトウェア、ハードウェア、ファームウェア、又はそ
れらの組み合わせにおいて実施できる。一実施形態において、前記システムは、メモリ又
は記憶装置に記憶されて好適な命令実行システムにより実行されるソフトウェア又はファ
ームウェアにおいて実施される。ソフトウェア又はファームウェアの実施形態において、
ロジックは任意の好適なコンピュータ言語で書かれていてよい。ロジックの一部は、モバ
イルデバイス１０４、コンピューティングデバイス１０６、サーバー（複数可）１１２、
又はアドサーバー（複数可）１２６にあってよい。ハードウェア実施形態において、前記
システムは、全て当分野に公知の以下の技術又は他の技術のいずれか又は組み合わせによ
り実施してよい：データシグナルに論理関数を実施する論理回路を有する離散論理回路（
複数可）、適切な組み合わせ論理回路を有する特定用途向け集積回路（ＡＳＩＣ）、プロ
グラマブルゲートアレイ（複数可）（ＰＧＡ）、フィールドプログラマブルゲートアレイ
（ＦＰＧＡ）など。
【００１３】
　当業者は、図２～５のフローチャートに図示されているものを含む、クロスプラットフ
ォームターゲット広告システム１０２の操作に関係するプロセス又は方法の説明が、プロ
セス中の論理関数又は工程を実施する１つ以上の実行命令を含むモジュール、セグメント
、ロジック、又はコードの一部を示すことがあることを認識するであろう。当業者には理
解されるであろうが、どの論理関数も、含まれている機能性によって、実質的に同時に又
は逆の順番を含む記載されたものとは順番を違えて実施してもよいことをさらに認識され
たい。
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【００１４】
　さらに、クロスプラットフォームターゲット広告システム１０２は、命令実行システム
、装置、又はデバイスから命令をフェッチしその命令を実行できるコンピュータ系システ
ム、プロセッサ含有システム、又は他のシステムなど、命令実行システム、装置、デバイ
スにより使用するための、又はそれらと関連して使用するための任意のコンピュータ読取
可能媒体中に組み入れることもできる。この文書の文脈では、「コンピュータ読取可能媒
体」は、命令実行システム、装置、又はデバイスにより使用するためのプログラム又はそ
れと関連して使用するためのプログラムを含み、記憶し、通信し、伝達し、又はトランス
ポートできる任意の手段でよい。コンピュータ読取可能媒体は、例えば、電子、磁気、光
学、電磁気、赤外、又は半導体システム、装置、デバイス、又は伝搬媒体でよいが、これ
らに限定されない。コンピュータ読取可能媒体のより具体的な例（非網羅的なリスト）は
、以下を含むであろう：電気又は電子接続、携帯可能コンピュータディスケット（磁気）
、ランダムアクセスメモリ（ＲＡＭ）（電子）、読取専用メモリ（ＲＯＭ）（電子）、消
去可能なプログラム可能読取専用メモリ（ＥＰＲＯＭ又はフラッシュメモリ）（電子）、
光ファイバー（光学）、及び携帯可能なコンパクトディスク読取専用メモリ（ＣＤＲＯＭ
）（光学）。プログラムを、例えば紙又は他の媒体の光走査により電子的に捕捉し、次い
でコンパイルし、必要な場合翻訳又は他の方法で好適に処理し、次いでコンピュータメモ
リ中に記憶できるので、コンピュータ読取可能媒体が、紙又はプログラムが印刷される他
の好適な媒体でもよいことに留意されたい。
【００１５】
　図２は、クロスプラットフォームターゲット広告システム１０２の実施可能ないくつか
の実施形態の１つのアーキテクチャ、操作、及び／又は機能性を示す。ブロック２０２で
、ユーザー３０２（図３）は、モバイルデバイス１０４によりモバイルサイト１１６に、
又はコンピューティングデバイス１０６によりウェブサイト１１４にアクセスする。モバ
イルサイト１１６は、例えば、ＷＡＰサイト、ＳＭＳアプリケーション、又はモバイルデ
バイス１０４によりアクセス可能なコンテント及び／又は機能性の任意の組み合わせを含
んでよい。ウェブサイト１１４は、コンテント及び／又は機能性の任意の組み合わせを含
んでよい。モバイルサイト１１６及びウェブサイト１１４は、デバイスに設置されたブラ
ウザー又はクライアント及び／又はサーバー機能性の任意の組み合わせによりアクセス可
能である。
【００１６】
　ブロック２０４では、ユーザー関連データ３０４（図３）が、モバイルサイト１１６又
はウェブサイト１１４での最初のセッションの間に収集される。モバイルサイト１１６又
はウェブサイト１１４のいずれがクライアントデバイスによりアクセスされているかによ
り、異なる種類の情報が収集できることを認識されたい。上述のとおり、情報は、ユーザ
ーにより提供されることも、自動的に収集されることもある。ブロック２０６では、収集
された情報がデータベース１１８に記憶される。図３に示される実施形態において、ユー
ザー関連データ３０４は、以下の１つ以上を含む：ユーザーのブラウジング履歴；ユーザ
ーの携帯電話番号（又は他のアカウント情報）；ロケーション系情報；ユーザーの興味；
ジオロケーション情報；モバイルデバイス１０４又はコンピューティングシステム１０６
の種類及びモデル；キャリア情報；又は他の望ましい情報。クロスプラットフォームター
ゲット広告システム１０２は、モバイルデバイス１０４及び／又はコンピューティングデ
バイス１０６に設置されたブラウザーによりクッキー機構を実施することがある。クッキ
ー機構又は他のトラッキング機構を利用し、システム内のユーザーの挙動を追跡すること
ができる。クロスプラットフォームターゲット広告システム１０２は、収集された情報を
データベース１１８中に記憶する。情報収集の前、その間、及び／又はその後に、ブロッ
ク２０８で、ユーザー３０２は、ウェブサイト１１４又はモバイルサイト１１６とインタ
ラクトできる。
【００１７】
　ブロック２１０で、ユーザー３０２は、その後のセッションでモバイルサイト１１６又
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はウェブサイト１１４のいずれかにアクセスする。先のセッションからユーザー関連デー
タ３０４を既に収集・記憶しているので、ブロック２１２で、クロスプラットフォームタ
ーゲット広告システム１０２は、データベース１１８中のユーザー関連データのデータベ
ース探索を実施する。ユーザー関連データ３０２に基づき、クロスプラットフォームター
ゲット広告システム１０２はユーザー３０２を確定し、ブロック２１４で、ターゲット広
告を確認しユーザー３０２に供給する。上述のとおり、ターゲット広告の選択及び配信は
、サーバー（複数可）１１２及びアドサーバー（複数可）１２６の任意の組み合わせによ
り実施できる。重要な側面の１つは、その後のセッションでモバイルサイト１１６及びウ
ェブサイト１１４の一方に供給されるターゲット広告が、モバイルサイト１１６又はウェ
ブサイト１１４での最初のセッションの間に収集されたユーザー関連データ３０４（ブロ
ック２０６）に少なくとも部分的に基づいて選択されていることである。このようにして
、クロスプラットフォームターゲット広告システム１０２は、それぞれのモバイル及びオ
ンラインプラットフォーム（すなわち、プライマリ及びセカンダリプラットフォーム）に
わたりターゲット広告を提供するが、データはプラットフォーム間で組み合わされ、両プ
ラットフォームでターゲット広告を提示できる。
【００１８】
　図４は、図１の例示的なシステム１００によりクロスプラットフォームターゲット広告
を実施する方法の他の実施形態を示す。この実施形態では、ユーザー選好データが収集さ
れる最初のセッションはウェブサイト１１４であるが、別な実施形態では最初のセッショ
ンがモバイルサイト１１６であってもよい。ウェブサイト１１４及びモバイルサイト１１
６は、関心のある特定の話題又は関連する話題（例えばスポーツ）に関連している。図４
に示されるとおり、ユーザー３０２はウェブサイト１１４を訪問し、特定のユーザー選好
データを与えることがある。ユーザー選好データは、ユーザー３０２が好むスポーツの種
類、関心のある特定のチームなどを特定することができる。クロスプラットフォームター
ゲット広告システム１０２は、データベース１１８にユーザー選好データを記憶する。後
に、又は別なセッションで、ユーザー３０２は、関連又は関係するモバイルサイト１１６
にアクセスすることがある。クロスプラットフォームターゲット広告システム１０２はユ
ーザー３０２を特定し、次いでデータベース探索を実施する。ユーザー選好データ（アド
サーバー１２６に渡されることがある）に基づき、アドサーバー１２６は、モバイルサイ
ト１１６によりユーザー３０２に供給されるターゲット広告を選択する。
【００１９】
　図５は、クロスプラットフォームターゲット広告を実施する方法の他の実施形態を表す
。この実施形態において、ユーザー３０２はウェブサイト１１４を訪れ、上述のとおりユ
ーザー選好データを（能動的に又は受動的に）与え、データはデータベース１１８に記憶
される。ユーザー選好データは、ウェブアカウント（例えばユーザーウェブデータ１２４
－図１）と関係づけることができる。ウェブサイト１１４でのセッションの間、ユーザー
３０２は、モバイルアラートサービスにもサインアップすることがある。ユーザー３０２
は、前記サービスにより受信するアラートの種類を特定することができる。クロスプラッ
トフォームターゲット広告システム１０２は、ユーザーの携帯電話番号など（例えばユー
ザーモバイルデータ１２２－図１）モバイルアラートサービスのパラメータ及びアカウン
ト情報を特定するモバイルアカウントを作ることがある。モバイルアラートサービスを確
認するために、ユーザーの携帯電話にメッセージが送られることがある。前記メッセージ
は、ユーザー３０２をモバイルサイト１１６のＵＲＬに向ける埋め込まれたリンクを含む
ことがある。ユーザー３０２がリンクをたどると、モバイルアカウントが確認され、モバ
イルアカウントがウェブアカウントとリンクする。
【００２０】
　一実施形態において、ユーザー３０２は、モバイルプラットフォームからオンラインプ
ラットフォームへアカウントＩＤを与えることがあり、その逆の場合もある。クロスプラ
ットフォームターゲット広告システム１０２は、ユーザーの携帯電話に特有のＩＤを与え
、モバイルウェブサイト１１６でその特有なＩＤをユーザー３０２が入力するように促す
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ことがある。これは、例えばテキストメッセージとしてマニュアル的に行われることもあ
るが、ユーザー３０２にウェブリンクが与えられることもある。他の実施形態において、
特有のＩＤが受動的に与えられることがある。他の実施形態において、ユーザー３０２に
、モバイルユーザーＩＤを含むリンクを含む電子メールが送られることもある。クロスプ
ラットフォームターゲット広告システム１０２はログイン手順を強いることもあるが、こ
れはユーザー３０２が電子メール中のリンクをクリックする時ログインを強いるものであ
る。ログイン手順は、任意の好適な認証技術を利用して実施してよい。
【００２１】
　後に、又は別なセッションで、ユーザー３０２は関連するモバイルサイト１１６にアク
セスすることがある。クロスプラットフォームターゲット広告システム１０２はユーザー
３０２を同定し、次いでデータベース探索を実施する。上述のリンク機構又は他の望まし
い技術により、ユーザー３０２を同定できる。上述のとおり、ユーザー選好データに基づ
き、アドサーバー１２６は、モバイルサイト１１６によりユーザー３０２に供給されるタ
ーゲット広告を選択する。さらに、後にウェブサイト１１４を訪問すると、クロスプラッ
トフォームターゲット広告システム１０２は、モバイル情報を利用してターゲット広告を
供給することができる。
【００２２】
　本発明の原理及び概念を説明する目的で、１つ以上の例示的又は記載された実施形態に
関連して、本開示が提示されてきたことに留意されたい。本発明はそのような実施形態に
限定されない。当業者に理解されるとおり、本明細書に与えられる説明を考慮すると、多
くの変形を本明細書に記載の実施形態に加えることができ、そのような変形は全て本発明
の範囲内である。

【図１】 【図２】
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【図５】
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