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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
セルラー電話に表示されたウェブページに関連して広告を提示するためのシステムであ
って、
少なくとも第１の広告と該第１の広告のコンテキスト情報に対応する１つ以上のキーワ
ードとの間の統計的な関連付けに基づいて第１の関連性スコアを決定し、及び、少なくと
も第２の広告と該第２の広告のコンテキスト情報に対応する１つ以上のキーワードとの間
の統計的な関連付けに基づいて第２の関連性スコアを決定するためのアルゴリズム設備と
、
前記第１及び第２の広告を、前記第１及び第２の関連性スコアに基づいて順位付けるた
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めの順序付け手段であって、関連性スコアが大きいものほど高い順位が付けられるように
する順序付け手段と、
前記セルラー電話にサービスを提供するキャリアによって提供されるセルラー電話イン
フラを介して前記セルラー電話からウェブページ要求を受け取るためのモバイル検索ホス
ト設備であって、該ウェブページ要求の受け手が該キャリアである、モバイル検索ホスト
設備と、
前記ウェブページから、前記１つ以上のキーワードを少なくとも含むコンテキスト情報
を受け取るサーバと、
前記第１の関連性スコアの順位が前記第２の関連性スコアよりも高いという判断に基づ
いて、前記第１の広告を前記セルラー電話に表示されることになるウェブページに関連付
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けるためのスポンサーシップ設備であって、前記第１の広告は、前記セルラー電話インフ
ラを介して前記セルラー電話に送信される、スポンサーシップ設備
を備え、
前記統計的な関連付けの各々が、前記セルラー電話のユーザのユーザ特徴データに対す
る前記第１及び第２の広告の関連性に基づき、
該ユーザ特徴データが、前記ユーザの年齢もしくは生年月日と前記ユーザの性別と前記
ユーザの所得階層と前記セルラー電話のモデルを含むことからなる、システム。
【請求項２】
前記コンテキスト情報がリンク構造をさらに含む、請求項１のシステム。
【請求項３】
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前記コンテキスト情報がインバウンドリンクをさらに含む、請求項１のシステム。
【請求項４】
前記コンテキスト情報がアウトバウンドリンクをさらに含む、請求項１のシステム。
【請求項５】
前記コンテキスト情報がメタデータをさらに含む、請求項１のシステム。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
本開示は、モバイル通信分野に関し、特に、モバイル通信設備へモバイルコンテンツを
提示するための改善された方法及びシステムに関するものである。
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【背景技術】
【０００２】
関連出願への相互参照
本出願は、以下の本出願人所有の米国仮特許出願、すなわち、2005年9月14日出願の「S
EARCH CAPABILITIES FOR MOBILE COMMUNICATIONS DEVICES」と題する出願番号第60/717,1
51号、2005年9月23日出願の「MANAGING WEB INTERACTIONS ON A MOBILE COMMUNICATION F
ACILITY」と題する出願番号第60/720,193号、2005年11月1日出願の「MOBILE SEARCH」と
題する出願番号第60/731,991号、及び2006年3月22日出願の「AUTOMATED SYNDICATION OF
MOBILE CONTENT」と題する出願番号第60/785,242号について優先権を主張するものである
30

。
【０００３】
本出願はまた、以下の本出願人所有の米国特許出願、すなわち、2005年11月5日出願の
「MANAGING SPONSORED CONTENT FOR DELIVERY TO MOBILE COMMUNICATION FACILITIES」と
題する米国出願番号第11/267,940号、2005年11月5日出願の「MANAGING PAYMENT FOR SPON
SORED CONTENT PRESENTED TO MOBILE COMMUNICATION FACILITIES」と題する米国出願番号
第11/268,671号、2005年11月11日出願の「MANAGING SPONSORED CONTENT BASED ON DEVICE
CHARACTERISTICS」と題する米国出願番号第11/271,164号、2005年11月14日出願の「PRES
ENTATION OF SPONSORED CONTENT ON MOBILE COMMUNICATION FACILITIES」と題する米国出
願番号第11/274,993号、2005年11月14日出願の「MANAGING SPONSORED CONTENT BASED ON
GEOGRAPHIC REGION」と題する米国出願番号第11/274,905号、2005年11月14日出願の「MAN
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AGING SPONSORED CONTENT BASED ON TRANSACTION HISTORY」と題する米国出願番号第11/2
74,884号、2005年11月16日出願の「MANAGING SPONSORED CONTENT BASED ON USAGE HISTOR
Y」と題する米国出願番号第11/282,120号、2005年11月16日出願の「MANAGING SPONSORED
CONTENT BASED ON USER CHARACTERISTICS」と題する米国出願番号第11/281,902号、2006
年1月18日出願の「MOBILE ADVERTISEMENT SYNDICATION」と題する米国出願番号第11/335,
900号、2006年1月19日出願の「PRESENTING SPONSORED CONTENT BASED ON A MOBILE COMMU
NICATION FACILITY」と題する米国出願番号第11/335,904号、2006年1月19日出願の「LOCA
TION INFLUENCED SEARCH RESULTS」と題する米国出願番号第11/337,233号、2006年1月19
日出願の「MOBILE COMMUNICATION FACILITY CHARACTERISTIC INFLUENCED SEARCH RESULTS
」と題する米国出願番号第11/337,234号、2006年1月19日出願の「USER HISTORY INFLUENC
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ED SEARCH RESULTS」と題する米国出願番号第11/336,432号、2006年1月19日出願の「USER
CHARACTERISTIC INFLUENCED SEARCH RESULTS」と題する米国出願番号第11/337,180号、2
006年1月19日出願の「USER TRANSACTION HISTORY INFLUENCED SEARCH RESULTS」と題する
米国出願番号第11/337,112号、2006年2月3日出願の「PREVENTING MOBILE COMMUNICATION
FACILITY CLICK FRAUD」と題する米国出願番号第11/347,826号、2006年2月3日出願の「SE
ARCH QUERY ADDRESS REDIRECTION ON A MOBILE COMMUNICATION FACILITY」と題する米国
出願番号第11/347,825号、2006年2月3日出願の「MULTIMODAL SEARCH QUERY PROCESSING」
と題する米国出願番号第11/347,842号、2006年2月16日出願の「PRESENTATION OF SPONSOR
ED CONTENT BASED ON MOBILE TRANSACTION EVENT」と題する米国出願番号第11/355,915号
、2006年3月21日出願の「INTERACTION ANALYSIS AND PRIORITIZATION OF MOBILE CONTENT
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」と題する米国出願番号第11/387,147号、2006年4月27日出願の「CALCULATION AND PRESE
NTATION OF MOBILE CONTENT EXPECTED VALUE」と題する米国出願番号第11/413,273号、20
06年4月27日出願の「DYNAMIC BIDDING AND EXPECTED VALUE」と題する米国出願番号第11/
414,168号、2006年4月27日出願の「EXPECTED VALUE AND PRIORITIZATION OF MOBILE CONT
ENT」と題する米国出願番号第11/414,740号、2006年5月8日出願の「MOBILE SEARCH SUBST
RING QUERY COMPLETION」と題する米国出願番号第11/382,226号、2006年5月8日出願の「I
MPLICIT SEARCHING FOR MOBILE CONTENT」と題する米国出願番号第11/382,237号、2006年
5月8日出願の「MOBILE CONTENT SPIDERING AND COMPATIBILITY DETERMINATION」と題する
米国出願番号第11/382,243号、2006年5月8日出願の「CREATION OF A MOBILE SEARCH SUGG
ESTION DICTIONARY」と題する米国出願番号第11/382,246号、2006年5月8日出願の「MOBIL
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E PAY‑PER‑CALL CAMPAIGN CREATION」と題する米国出願番号第11/382,249号、2006年5月8
日出願の「MOBILE PAY‑PER‑CALL CAMPAIGN CREATION」と題する米国出願番号第11/382,25
7号、2006年5月8日出願の「AUTHORIZED MOBILE CONTENT SEARCH RESULTS」と題する米国
出願番号第11/382,260号、2006年5月8日出願の「INCREASING MOBILE INTERACTIVITY」と
題する米国出願番号第11/382,262号、2006年5月10日出願の「MOBILE COMPARISON SHOPPIN
G」と題する米国出願番号第11/382,618号、2006年5月10日出願の「MOBILE SEARCH RESULT
CLUSTERING」と題する米国出願番号第11/382,637号、2006年5月10日出願の「MOBILE SEA
RCH SERVICE DISCOVERY」と題する米国出願番号第11/382,648号、2006年5月10日出願の「
MOBILE COMPARISON SHOPPING」と題する米国出願番号第11/382,676号、2006年5月10日出
願の「MOBILE SEARCH SERVICE INSTANT ACTIVATION」と題する米国出願番号第11/382,684
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号、2006年5月10日出願の「PHYSICAL NAVIGATON OF A MOBILE SEARCH APPLICATION」と題
する米国出願番号第11/382,690号、2006年5月10日出願の「MOBILE SEARCH SERVICES RELA
TED TO DIRECT IDENTIFIERS」と題する米国出願番号第11/382,696号、2006年5月15日出願
の「LOCATION BASED PRESENTATION OF MOBILE CONTENT」と題する米国出願番号第11/383,
236号、2006年5月16日出願の「MOBILE CAMPAIGN CREATION」と題する米国出願番号第11/3
83,511号、及び「PREDICTIVE TEXT COMPLETION FOR A MOBILE COMMUNICATION FACILITY」
と題する米国出願番号第11/422,797号について優先権を主張するものである。
【０００４】
ウェブベースの検索エンジンにより駆動されるオンライン検索は、インターネット等の
コンピュータネットワークの最も重要な用途の一つとなっている。コンピュータのユーザ
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は、様々な検索ツールを使用し、異なるユーザインタフェイス及び検索方法を使用して、
コンテンツを検索することができる。状況によっては、モバイル装置のユーザは、インタ
ーネット検索ツールにアクセスしてコンテンツを検索することもできる。
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
しかし、携帯電話等の多くのモバイル装置のユーザは、従来のオンライン用途向けの検
索技術を使用すると困難に遭遇する。該困難には、適当なコンテンツを表示できないこと
、クエリーの入力が困難なこと、並びに、フルスクリーン表示、フルサイズキーボード、
及び高速ネットワーク接続に適合された環境でのナビゲーションといった他の適当なアク
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ションを行うのが困難なことが含まれる。更に、現在、インターネット検索エンジンは、
モバイル通信設備用の検索結果を最適な状態で配布することができない。これは、かかる
検索エンジンが、モバイルユーザではなくインターネット用に特別に設計されているから
である。モバイル通信装置と共に使用するよう構成された改善された検索能力が必要とさ
れている。
【課題を解決するための手段】
【０００６】
本発明の特徴は、モバイル通信設備（例えばワイヤレス電話や携帯電話）へコンテンツ
を提供するよう構成された改善されたシステム及び方法に関するものである。特定の実施
形態は、モバイル通信設備へ提示すべく選択されたコンテンツの予測される関連性を強化
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して該コンテンツとのユーザ対話の機会を増大させるよう構成されたシステム及び方法に
関するものである。
【０００７】
一態様では、本書で開示する方法及びシステムは、モバイル通信設備上に提示されるこ
とになるスポンサードコンテンツアイテムの入札を受け、該入札が金額及び少なくとも１
つのユーザ特徴を含み、該少なくとも１つのユーザ特徴を、ユーザに関連するモバイル通
信設備の識別番号に関する情報を介してユーザと突き合わせする、という各ステップを含
む。
【０００８】
別の態様では、本書で開示する方法及びシステムは、関連するモバイルコンテンツが格
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納されている複数のモバイルコンテンツインベントリを検索して、モバイル通信設備へ提
示するための好適なモバイルコンテンツを判定し、及び該好適なモバイルコンテンツをモ
バイル通信設備へ提示する、という各ステップを含み、ここで、該方法は更に、複数のモ
バイルコンテンツインベントリの検索に先立ってモバイル通信設備からモバイルコンテン
ツの要求を受信するステップを含む。
【０００９】
本発明の上述その他のシステム、方法、目的、特徴、及び利点は、好適な実施形態に関
する以下の詳細な説明及び図面から当業者には自明となろう。
【図面の簡単な説明】
【００１０】
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【図１】ワイヤレスプラットフォームを示している。
【図２】検索クエリの入力、該クエリの操作、及び検索結果の配信のための方法を示して
いる。
【図３】検索クエリの非曖昧化に伴うサンプル要素を示している。
【図４】検索クエリの非曖昧化のための一般化された方法を示している。
【図５】検索結果にスポンサーシップ情報を配列し、表示し、及び追加するための一般化
された方法を示している。
【図６】モバイル通信検索設備を示している。
【図７Ａ】モバイル通信設備を示している。
【図７Ｂ】モバイル通信設備を示している。
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【図７Ｃ】モバイル通信設備を示している。
【図８Ａ】モバイル通信設備を示している。
【図８Ｂ】モバイル通信設備を示している。
【図８Ｃ】モバイル通信設備を示している。
【図９】モバイル通信設備上での検索に関連する一連のスクリーンショットを示している
。
【図１０】モバイル通信設備に関連するスクリーンショットを示している。
【図１１】ユーザのための関連する検索結果を取得して該結果をモバイル通信設備上に表
示する方法を示している。
【図１２】モバイル通信設備のアドレスバー内に入力された誤情報に基づくウェブサイト
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予測プロセスを示している。
【図１３】モバイル通信設備のアドレスバー内に入力された誤情報に基づく検索クエリプ
ロセスを示している。
【図１４】モバイル通信設備のアドレスバー内に入力された誤情報に基づく検索クエリプ
ロセスを示している。
【図１５】モバイル通信設備のアドレスバー内に入力された誤情報に基づくリダイレクシ
ョンプロセスを示している。
【図１６】モバイル通信設備のアドレスバー内に入力された誤情報を管理するためのモバ
イル通信プロセスを示している。
【図１７】モバイル通信設備のアドレスバー内に入力された誤情報を管理するためのモバ
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イル通信プロセスを示しており、この場合には該管理の少なくとも一部がワイヤレスプロ
バイダに関連して提供される。
【図１８】スポンサードリンクプラットフォームを示している。
【図１９】スポンサー入力設備のユーザインタフェイスを示している。
【図２０】モバイル広告シンジケーションのためのプロセスを示している。
【発明を実施するための形態】
【００１１】
本発明及びその特定の実施形態に関する以下の詳細な説明は以下の図面を参照すること
により理解されよう。
【００１２】
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本書で開示する方法及びシステムは、モバイル通信設備の分野、及びコンテンツ検索分
野に関するものである。
【００１３】
図１は、モバイル通信設備102上への提示のために多数のデータソース及びデータタイ
プへのアクセス及びその統合化を容易にするためのワイヤレス検索プラットフォーム100
を示している。該ワイヤレスプラットフォーム100は、複数のコンピュータアプリケーシ
ョン、装置、部品、設備、及びシステム、並びに様々なデータソースを含む複数のデータ
設備を含む。上記のものは、集中的に配置し又は地理的に分散させることが可能であり、
ローカルで及び／又はリモートで相互接続することが可能であり、及び別個の構成要素か
ら構成することが可能であり又は組み合わせられたシステム内に一体化させることが可能
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である。図示の実施形態では、ワイヤレス検索プラットフォーム100のアーキテクチャは
、モバイル通信設備102のクエリ入力システム120内に入力されたユーザ起動型クエリの処
理を容易化する。モバイル通信設備102は、このクエリを送信し又はワイヤレス通信設備1
04を介して送信して、更なる処理及び／又はデータソース及び／又は処理設備（１つ又は
２つ以上のサーバ等（HTTPサーバその他のコンピュータネットワークを介して送信される
データを操作するのに適したサーバ等））へのルーティングを行うことが可能である。実
施形態では、ワイヤレス通信設備104は、ユーザのロケーションに関する情報（地理的ロ
ケーション、他のロケーションに近いこと、ネットワークロケーション、又はその他のロ
ケーション情報）を生成するロケータ設備110にリンクさせることが可能である。該ロケ
ータ設備110は、ユーザクエリに関する情報等の他の情報を、該クエリが起動された時点
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における該ユーザの地理的ロケーションに関する情報とリンクさせることを可能にする。
【００１４】
ワイヤレス通信設備104は、ユーザの携帯電話サービス（例えば、Verizon、AT&T、Spri
ntその他）又はその他のワイヤレス通信サービスを提供する法人又はキャリア等のワイヤ
レスプロバイダ108へ直接リンクすることが可能である。該ワイヤレスプロバイダ108は、
複数の独自のデータベースを有することが可能であり、例えばユーザにより入力されたク
エリに応じて適当な操作をするために、ユーザに関連する情報を該データベースから取得
することが可能である。例えば、ワイヤレスプロバイダ108は、ユーザクエリの正しい処
理を記述したキャリアビジネスルール130を含むデータベースへアクセスすることが可能
である。ワイヤレスプロバイダ108は、モバイル加入者特徴112（例えば、年齢、住所、顧
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客履歴、電話音量、電話履歴、電話履歴のパターンその他）を含むデータベースへアクセ
スすることが可能であり、該モバイル加入者特徴112は次いで、インターネットにリンク
し、及びインターネットを介して更なるサービス134及びデータソース138にアクセスする
ことができる。ワイヤレスプロバイダ108はまた、該ワイヤレスプロバイダ108のビジネス
パートナーからの情報を含む「コンテンツ・ウォールド・ガーデン」データベース132に
アクセスすることが可能であり、該データベースから、ワイヤレスプロバイダ108は、更
なる広告又は利益分配型の収益を導出する（携帯電話の提案に関するコンテンツ、ワイヤ
レスプロバイダにより提供される他のサービスに関するコンテンツ、ユーザにより代金が
支払われるプレミアムコンテンツ、又はモバイル通信設備に適したコンテンツ（着信音等
））。ワイヤレスプロバイダ108はまた、ユーザクエリを、スポンサーデータベース128内

10

に存在するスポンサー情報とリンクさせ、又は他のデータ設備124とリンクさせることが
可能である。
【００１５】
ワイヤレス検索プラットフォーム100は、モバイル検索ホスト設備114を含むことが可能
である。該モバイル検索ホスト設備114は、非曖昧化140、検索142、アルゴリズム／フィ
ルタ144、結果148、ペアレンタル・コントロール150、プライバシー152、トランザクショ
ンセキュリティ154、キャリアビジネスルール158、音声認識160、スポンサーシップ162、
及び／又は暗黙的クエリ164のための１つ又は２つ以上の設備を、単独で又は組み合わせ
て含むことが可能である。検索は、（１つ又は２つ以上の暗黙的クエリと結合させること
が可能な）電話アイドル画面、ワイヤレスアクセスプロトコル（WAP）サイト、若しくは
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モバイル店頭において、又はテキストの強調表示された選択部分から（例えば、ウェブサ
イト、E‑mail、SMS、又はその他のフォーマットから）、開始することが可能であり、又
は、検索は、他のウェブサイト又はローカルな（例えば、携帯電話その他のワイヤレス装
置による）活動によりトリガすることが可能である。モバイル検索ホスト設備114は、更
なるデータベース168及びデータ設備170にリンクさせることが可能である。該モバイル検
索ホスト設備には、インターネットを介して、ワイヤレスプロバイダ108を介して、ワイ
ヤレス通信設備104を介して、その他のモバイル通信設備104を介して、又はモバイル通信
設備102から直接に、アクセスすることが可能である。図１に波線で示すように、モバイ
ル検索ホスト設備114は、別個に又は組み合わせて、モバイル通信設備102上に、ワイヤレ
ス通信設備104上に、又はワイヤレスプロバイダ108上に、ローカルに存在することが可能
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であり、又は、ネットワークを介して外部からアクセスすることが可能であり、又はそれ
以外の態様でアクセス可能として、本書に記載する機能を実行する。
【００１６】
図１に示すワイヤレス検索プラットフォーム100は、モバイル通信設備102を含むことが
可能である。該モバイル通信設備102は、モバイル通信プロトコル、システム、又は技術
（例えば、AMPS(Advanced Mobile Phone System) 、CDMA（Code Division Multiple Acce
ss）、W‑CDMA（Wideband Code Division Multiple Access）、GSM（Global System for M
obile Communications）、UTMS（Universal Mobile Telecommunications System）、iDEN
（integrated Digital Enhanced Network）、及び／又はTDMA（Time Division Multiple
Access））を用いた装置（例えば、携帯電話、Blackberry、ワイヤレス電子メール装置、
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PDA、又はこれら複数の装置を組み合わせた装置）とすることが可能である。モバイル通
信設備102は、１つ又は２つ以上のチップセット（BREWチップセット及び／又はオペレー
ティングシステム等）及び／又はBluetooth技術を用いた装置とすることが可能である。
【００１７】
実施形態では、モバイル通信設備102は、携帯電話、セルラー電話、衛星電話、トラン
シーバ、ハンドヘルド装置、PDA、モバイルネットワークアプライアンス、又はE‑mail、
インスタントメッセージング、若しくはチャット装置といった（但しこれらには限定され
ない）、ワイヤレス通信可能なあらゆる装置とすることが可能である。モバイル通信設備
102の電話による実施形態は、セルラー電話、衛星電話、直線的な電話（すなわち「チョ
コバー型」電話）、折り畳み式携帯電話（すなわち「シェル型電話」）、スライディング
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・トップ電話、ワイヤレス電話、3G電話、GPS電話、MP3電話、ミュージック電話、又はそ
の他のモバイル電話用のオペレーティングシステムであってMIDP互換ソフトウェアを用い
るもの（Symbian）、又は他の独自の（例えば、Nokia、Sony Ericsson、Motorola、LG、S
amsung、Sanyo、又は Toshiba製の）オペレーティングシステムとすることが可能である
。モバイル通信設備102のPDAによる実施形態は、PDA/電話複合機、及び／又はGPS PDAと
することが可能であり、Palm、Windows、PocketPC、Psion、及び／又はPocketLinuxを含
むオペレーティングシステムを用いることが可能である。モバイル通信設備102のモバイ
ルネットワークアプライアンスによる実施形態は、ウェブアプライアンス、ネットワーク
アプライアンス、又はGPSネットワークアプライアンスとすることが可能である。モバイ
ル通信設備102のE‑mail、インスタントメッセージング、及びチャット装置による実施形
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態は、Blackberry、Treo、又はSideKick等のアプライアンスを含むことが可能である。該
装置は更に、又は代替的に、例えばWiFi、WiMax、又はセルラーデータ通信を使用してデ
ータネットワークにワイヤレス接続される、ラップトップコンピュータ等のポータブルコ
ンピュータを含むことが可能である。
【００１８】
モバイル通信設備102は、クエリ入力120又はボイス入力122の結果として、データソー
スからのデータの収集を容易化することが可能である。クエリ入力120は、数字キーパッ
ド入力、モバイル装置のフルキーボード入力（例えば、Blackberry又はTreo装置で見られ
るもの）、モバイル装置の部分キーボード入力（例えば、各２文字につき１つのキーしか
使用しないBlackberry装置で見られるもの）、スタイラス／手書き入力、バーコードスキ
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ャナ入力（2Dバーコード又は3Dバーコード：「QRコード」）、又はセルラー電話のカメラ
を使用した写真入力を、他のナビゲーション設備（例えば、スタイラス、矢印キー、スク
ロールホイール等）を介して、又はコンピュータネットワークへのアクセスを介して、例
えば、物理的な接続（例えば、Ethernetその他のネットワークケーブル、ワイヤ、又はそ
の類）を介して、又は赤外線、RF、Bluetooth、又はその他のワイヤレスクエリ入力を介
して使用して、達成することが可能である。実施形態では、低速のネットワークを介した
データ通信を加速させるべく、モバイル通信設備への通信は、サーバで圧縮し、モバイル
通信設備で解凍することが可能である。
【００１９】
図１を参照すると、モバイル通信設備は、アドレスバー174に適合させることが可能で
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ある。該アドレスバー174は、例えばクライアントアプリケーションを使用して生成する
ことが可能である。該アドレスバーは、モバイル通信設備102に付随する表示装置上のグ
ラフィカルユーザインタフェイス内に提示することが可能である。アドレスバー174は、U
RL、ウェブサイト、キーワード、及び検索ターム等をユーザが入力することを可能にする
よう提供することが可能である。実施形態では、ユーザにアドレスバー174が提供され、
該ユーザは既知のURL（例えばwww.jumptap.com）をアドレスバーに入力することが可能で
ある。入力すると、ユーザは、前記URLに関するウェブサイトとのモバイル通信設備102の
接続を容易にするための処理を開始させることが可能である。例えば、該処理には、入力
されたURLを有するウェブサイトをインターネット上で検索することが含まれる。見つか
ると、該ウェブサイトをロードして該モバイル通信設備102に付随する表示装置上に表示
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させることが可能である。
【００２０】
モバイル通信設備のボイス入力122の機能は、該モバイル通信設備102のスピーカ・レシ
ーバ装置を介して、又は標準的なSMS辞書及び構文を使用することにより、使用すること
が可能であり、該機能は、モバイル加入者特徴データベース112に格納され及びそこから
アクセスされる個々のユーザのボイスコマンド及び使用パターンに適合させることが可能
である。ボイス入力122の機能は、ボイスダイヤリング、ボイスメモ、音声認識、言語認
識、又は可聴入力に関連する他の機能を可能とするものである。
【００２１】
モバイル通信設備102は、Series 60 (Symbian)、UIQ（Symbian）、Windows Mobile for
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Smartphone、Palm OS、及びWindows Mobile for Pocket PCを含む、様々なオペレーティ
ングシステムを使用して動作することが可能である。モバイル通信設備102により使用さ
れる表示形式は、白黒LCD、グレースケールLCD、カラーLCD、カラーSTN LCD、カラーTFT/
TFD LCD、プラズマ、LED、OLED、バックライト付き蛍光体、バックライト付きLED、プロ
ジェクション、フラットスクリーン、パッシブマトリクス、アクティブマトリクス、又は
タッチスクリーンとすることが可能である。スクリーンサイズは、小、中、又は大とする
ことが可能である。更に、モバイル通信設備102は、（シェル型携帯電話が閉じられてい
るため）第１の表示装置が見えないときにユーザが見ることができる第２の表示装置（シ
ェル型携帯電話の外側に配置されるようなもの）を有することが可能である。実施形態で
は、モバイル通信設備102は、２つ以上の第２の表示装置を有することが可能である。
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【００２２】
モバイル通信設備102は、MMC（マルチメディアカード）、MMC/SD（Secure Digital）、
RS‑MMC 3v、RS‑MMC 1.8v/MMCモバイル、miniSD、TransFlash/microSD、USBベースのメモ
リデバイス、SIMカード、又はメモリースティックDuoといった拡張カードに適応するため
に、１つ又は２つ以上のポート、スロット、又は同様の設備を含むことが可能である。モ
バイル通信設備102はまた、GPRS、EGPRS（EDGE）、１×EV‑DO r0、WCDMA（UMTS）、又はi
DENプロトコルを用いることにより高速データ通信に適応することが可能である。モバイ
ル通信設備102の更なる特徴は、以下の何れかを含むことが可能である：ハードディスク
ドライブ、GPS/ロケーション能力、GAIT、FMラジオ、赤外線技術、統合型PDA、Java(J2ME
)、MMS、ミュージックプレーヤ、ポリ又はモノ着信音能力、予測テキスト入力、プッシュ
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・ツー・トーク技術、リンガーID、リンガープロファイル、サイドキー、スピーカ電話、
syncML、テキストキーボード、テキストメッセージング、テキストメッセージングテンプ
レート、to‑doリスト生成、タッチスクリーン、USBポート、WiFi技術、及びワイヤレスイ
ンターネット。モバイル通信設備102はまた、PIMデータ、IMログ、MMSログ、SMSログ、E‑
mailログ、ダウンロードされたメディア、及び示唆及び結果キャッシュを格納するための
データ設備118を含むことが可能である。モバイル通信設備102は、マルチメディアアプリ
ケーションやワードプロセシングアプリケーション等のアプリケーションを実行すること
ができるオペレーティングシステムを含むことが可能である。
【００２３】
モバイル通信設備102は、内部アンテナ、スタブアンテナ、パッチアンテナ、アンテナ
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アレイ、スタブ／伸長可能アンテナ、又は伸長可能アンテナを使用することにより、ワイ
ヤレス通信設備104、モバイル加入者特徴データベース112、及び／又はモバイル検索ホス
ト設備114のうちの何れかとの間でデータを送受信することが可能である。
【００２４】
モバイル通信設備102は、グラフィックデータを捕捉して、ワイヤレス通信設備104、モ
バイル加入者特徴データベース112、及び／又はモバイル検索ホスト設備114のうちの何れ
かへ送信することを可能にする、内蔵カメラを有することが可能である。該カメラの解像
度は、以下の何れかとすることも、他の適当なカメラ解像度とすることも可能である：CI
F（352×288）、VGA（640×480）、SVGA（800×600）、１＋メガピクセル、２＋メガピク
セル、又は３＋メガピクセル。モバイル通信設備102のグラフィック能力はまた、EMSピク
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チャメッセージング、ピクチャID、ビデオキャプチャ、ビデオ電話、ビデオメッセージン
グ、PictBridge、及び／又はストリーミングマルチメディアを含むことが可能である。
【００２５】
モバイル通信設備102は、該モバイル通信設備102を光学マウス及び／又は有線マウスを
介して使用することを可能にするハードウェア及び／又はソフトウェア要素を含むことが
可能である。
【００２６】
図１に示すワイヤレス検索プラットフォーム100は、ワイヤレス通信設備104を含むこと
が可能である。該ワイヤレス通信設備104は、例えば、ユーザのクエリを経路指定するセ
ルラー電話タワーとすることが可能である。該ワイヤレス通信設備104は、ワイヤレスプ
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ロバイダ108、ロケータ設備110、又はモバイル検索ホスト設備114と関連させることが可
能である。ワイヤレス検索プラットフォーム100はワイヤレスプロバイダ108を含むことが
可能である。
【００２７】
図１に示すワイヤレス検索プラットフォーム100は、モバイル通信設備102のユーザに関
する地理的な又はその他のロケーションデータの収集を可能にするロケータ設備110を含
むことが可能である。該ロケータ設備110は、(i)セル及びセクタIDに関する情報を収集す
るセル選択システム、(ii)モバイル通信設備102内のGPSチップセットを用いたA‑GPS（Ass
isted GPS）技術、(iii)標準的なGPS技術、(iv)サーバ上に存在するソフトウェアを使用
し、地理的に分散したワイヤレス通信設備104により受信される時間差の信号送信を用い
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てユーザのロケーションを正確に突き止める、モバイル通信設備102内のE‑OTD（Enhanced
‑OTD）技術、(v)TDOA、(vi)TOA（Time of Arrival）、(vii)AOA（Angle of Arrival）、(
viii)TDOA‑AOA、(ix)セルラー信号の三角形分割（triangulation）、(x)放送TV信号の受
信に基づく三角形分割、(xi)推測航法に基づくロケーション、(xii)既知のロケーション
（他のモバイル通信設備のロケーションを含む）に対する近さに基づくロケーション、(x
iii)地図ベースのロケーション、又は上記の任意の組み合わせ並びに当業者に周知の他の
ロケーション設備に基づくものとすることが可能である。
【００２８】
実施形態では、モバイル通信設備102は、ロケータ設備110（例えばGPSシステム）を使
用して、その現在位置でそれ自体のロケーションを突き止め、又は、PIMデータ、ロケー
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ション履歴、又は以前の検索によって明示的に記述され又は判定されたユーザが感心を示
すロケーションを突き止めることが可能である。実施形態では、ロケーションは、配布や
処理等のためにロケータ設備110へ送り返すことが可能である。また、地理情報システム
を使用して、ポリゴン、ロケーション半径検索、ルート計算、重要なポイント、及び／又
はジオコーディング（geocoding）及び逆ジオコーディングで、ロケーションポイントを
判定することが可能である。実施形態では、ユーザのロケーションは、該ユーザがワイヤ
レスプラットフォーム内に自分で入力することも可能である。例えば、ユーザは、住所、
郵便番号、又はその他のロケーション情報をタイプ（又は音声認識システムを介して話す
ことにより）入力することが可能である。
【００２９】
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一実施形態では、ロケータ設備としてGPSシステムを使用することが可能である。該GPS
システムは、一日に２回地球を周回する原子時計を支持する１グループの衛星（＞20）か
ら構成される。地球ベースの観測所が、前記衛星の運動に関する軌道データを記録する。
グローバルポジショニングを決定するために、GPSレシーバ（例えば、モバイル通信設備
の内側に配設されたもの）は、GPS衛星のうちの４つと通信を行わなければならない。該
レシーバは、４つの衛星の各々からの距離を計算して、その経度、緯度、高度、及び時刻
を求める。レシーバは、ローカル時刻と衛星信号が送信された時刻との差を計算し、次い
でそれら無線信号と内部的なデータベースとから衛星のロケーションをデコードすること
により、４つの衛星の各々に対する距離を計算する。GPSレシーバのロケーションは、４
つの衛星により生成される４つの球の交差点において特定され、この場合、該球の各半径
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は、衛星とレシーバとの間の時間遅延に無線信号の速度を乗算した値に等しくなる。その
差は、２つのシートの回転の３つの双曲面の計算を可能とし、その交差点は、レシーバの
正確なロケーションを提供するものとなる。レシーバの高度が既知である場合には、３つ
の衛星のみを使用して正確なロケーションを計算することが可能である。
【００３０】
図１に示すワイヤレス検索プラットフォーム100は、モバイル通信設備102の個々のユー
ザに関するモバイル加入者特徴112を含むデータ設備を含むことが可能である。このデー
タは、個人がワイヤレスアカウントを開設した際にワイヤレスプロバイダ108により収集
されたデータ（例えば、年齢、性別、人種、宗教、市外局番、自宅住所、勤務先住所、請
求書送付先住所、クレジットカード情報、パスワード、家族情報（例えば母の旧姓）、出
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生地、運転免許証番号、使用者、地位、年収、所得階層、購入済アイテム、友人及び家族
情報（上記のタイプの情報の何れかを含む）等）を含むことが可能である（但しこれらに
は限定されない）。モバイル加入者特徴設備112は、継続的に、又は定期的に、個々のユ
ーザに関するデータ（例えば、請求金額、平均請求総額、支払履歴、定時支払履歴、オン
ライン利用額、オンライン対話期間、オンライン対話回数、家族状態及び家族情報、子供
の数、買物の習慣（例えば商品及びサービスの参照又は購入）、クリックストリーム情報
、装置タイプ及び装置バージョン、装置特徴、使用パターン（ロケーション、時刻、又は
その他の変数に基づくものを含む）、装置及び／又は加入者の一意の識別子、コンテンツ
参照履歴、提示されてユーザにより参照され／参照されなかったコンテンツ、ダウンロー
ドされたコンテンツ及びプログラム、聴かれ及び／又はダウンロードされたビデオ、音楽
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、及びオーディオ、視聴されたテレビ、参照／ダウンロードのタイミング及び期間、取引
履歴、及び他のあらゆるユーザ特徴又はユーザ定義特徴）を更新することが可能である。
物理的な商品の購入は、ワイヤレスプロバイダ108に支払請求サイクルの一部としてユー
ザのクレジットカード情報を収集させ、及び商品の取引を該ユーザに対する該ワイヤレス
プロバイダの請求に自動的に追加することにより、該ワイヤレスプロバイダ108により容
易化することが可能である。
【００３１】
モバイル加入者特徴112データベースはまた、電話の使用及びロケーションに関するデ
ータを追跡することが可能である。例えば、収集されるデータは、発信した通話の履歴、
受信した通話の履歴、該ユーザとの間で通話を行った者のモバイル加入者特徴、通話時間
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、電話、インターネット、E‑mail、インスタントメッセージング、又はチャットを介して
行った通信の履歴（及びこれらの技術により通信したエンティティ）、各通話時に地理的
／ロケーション情報とリンクして行われた通話の履歴、電話番号のログ、及びモバイル通
信設備102を使用して行われたクリック及びクリックスルー（又はその他のキーストロー
ク若しくはそれと等価なユーザインタフェイス（ボイス起動式アクションを含む））の履
歴を含むことができる。
【００３２】
図１は、本発明の原理によるスポンサーデータベース128に関連するスポンサーシップ
設備174を示している。スポンサーシップ設備174は、法人、個人、又は本書で説明するよ
うに結果のスポンサーとなる他の何らかのエンティティにより配設することが可能である
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。
【００３３】
図１に示すワイヤレス検索プラットフォーム100は、モバイル検索ホスト設備114を含む
ことが可能である。該モバイル検索ホスト設備114内には、非曖昧化設備140、検索設備14
2、アルゴリズム設備144、結果設備148、ペアレンタル・コントロール設備150、プライバ
シー設備152、取引セキュリティ設備154、キャリアビジネスルール設備158、音声認識設
備160、スポンサーシップ設備162、及び／又は暗黙的クエリ設備164を含む（但しそれら
には限定されない）、他の設備が存在することが可能である。モバイル検索ホスト設備11
4は、別のデータ設備170にリンクすることも可能である。
【００３４】
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非曖昧化設備140は、曖昧なアクティブユーザ入力を完成させ又は該入力に一層多くの
意味を提供することが可能である。該非曖昧化設備140は、SMS用語翻訳、一単語の冒頭サ
ブストリングの完成、多数の単語のサブストリングの完成、幹の完成（例えば単数形式か
ら複数形式、動詞から動名詞）、同音異義語又は類義語についてのシソーラスのルックア
ップ、スペルチェックアルゴリズム、スペルチェックテーブル、音声スペリングアルゴリ
ズム、音声スペリングテーブル、電話番号キーパッド→単語変換（番号のシーケンスによ
る可能性のあるサブストリングの完成を含む）、頻度ベースのアルゴリズム、語義解析ア
ルゴリズム、ロケーションベースのアルゴリズム、又はユーザにより入力されたクエリ若
しくは部分的なクエリの意味に関する曖昧さを低減させるための他のアルゴリズム又は設
備を含むことが可能である。
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【００３５】
検索設備142は、例えばクエリ（随意選択的に非曖昧化されたクエリ）を検索設備（検
索エンジン等）上で実行させることにより、検索を開始させることが可能である。検索エ
ンジンは、ブール検索ロジック、結果のカテゴリ、ターム頻度、ドキュメント頻度、類似
するクエリを入力した他のユーザにより選択されたドキュメント、もしくは考え得る結果
のリンク構造に基づく検索設備、又は他の既知の任意の検索アルゴリズムを用いる他の既
知の任意の検索設備とすることが可能である。
【００３６】
モバイル検索サービス（例えば本書で開示するようなもの）には、携帯電話、セルラー
電話、衛星電話、ＧＳＭ電話、又は他の種類の電話機等のモバイル通信設備102のユーザ
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インタフェイスを介してアクセスすることが可能である。該モバイル通信設備102は、該
モバイル検索サービスにアクセスするようアクティブ化させる必要がある。モバイル通信
設備102は、ユーザが所定のアクションを実行することによりアクティブ化させることが
可能である。該アクションは、モバイル通信設備102の実施形態となる様々な電話機毎に
異なるものとすることが可能である。例えば、フリップ式又は折り畳み式電話機は、該電
話機を非折り畳み状態にし又はフリップさせて開くことによりアクティブ化させることが
可能である。別の例では、直線的な電話機は、キーパッド上の１つのキーを所定時間にわ
たり押し続けることによりアクティブ化させることが可能である。スライディング・トッ
プ又はツイスト・トップ式電話機は、それぞれ、トップ部分をスライドさせ又はツイスト
させて、その電話機のユーザインタフェイスをあらわにすることにより、アクティブ化さ
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せることが可能である。その他の電話機に基づくそのアクティブ化方法もまた実施可能で
ある。電話機は、その電源を投入することによりアクティブ化させることが可能である。
電話機の電源投入には、電話機への電池の取り付け、卓上充電器又は自動車の充電器等の
電源へ電話機をプラグインすること、電話機の電源スイッチを操作すること、及び最小限
の時間にわたり電話機のユーザインタフェイス上のキーを押し続けること等が含まれる。
電話機は、電話機をロック解除することによりアクティブ化させることが可能であり、該
ロック解除は、ユーザが電話機のユーザインタフェイスを介してアクティベーションコー
ドを入力することにより、又は電話機のマイクに向かってアクティベーションコードを話
すことにより、行うことが可能である。
【００３７】
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電話機のアクティブ化は、電話をかけること、電話を受けること、ユーザインタフェイ
スのメニューを操作すること、及びモバイル検索サービスを使用することといった、１つ
又は２つ以上の特徴及び機能にユーザがアクセスすることを可能にする。幾つかの特徴及
び機能（通話履歴の再確認等）は、ユーザが最初にユーザインタフェイスを介して該特徴
又は機能をアクティブ化することを必要とする。他の特徴は、電話機がアクティブ化され
た際に直ちにアクティブ化させることが可能である。一例として、ユーザは、最初に電話
機の通話機能をアクティブ化させることなく直ちに電話番号を入力して通話を開始させる
ことができる。
【００３８】
実施形態では、モバイル検索サービス（例えば本書で説明するようなもの）は、電話機
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がアクティブ化された際に直ちにアクティブ化させることが可能である。モバイル通信設
備102のユーザインタフェイスの検索ボックス908を介してアクセスされるモバイル検索サ
ービスは、その電話機がアクティブ化された際にアクティブ化させることが可能であり、
これにより、ユーザは直ちに検索ボックス908に検索アイテムを入力することができるよ
うになる。一例として、ユーザがフリップ式電話機をフリップさせて開いた直後に、モバ
イル検索サービス用検索ボックス908を提示しアクティブ化させて、ユーザインタフェイ
スを介してクエリ入力120を検索ボックス908内に入力することが可能となるようにするこ
とが可能である。この実施形態では更に、ユーザは、フリップ式電話機をフリップさせて
開き、及び該電話機のユーザインタフェイスを介してローカルなスポーツチームの名称を
直ちに入力することが可能である。モバイル検索サービスは、電話機のユーザインタフェ
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イスを介して検索結果を提供することが可能である。電話機がアクティブ化された直後に
ユーザインタフェイスからの入力を受容する検索ボックス908に加えて、モバイル検索サ
ービス・検索ボックス908はまた、ボイス入力122を受容することが可能である。
【００３９】
モバイル検索サービス・検索ボックス908及びそれが受容する入力は電話機の表示装置
上に提示され、該表示装置は、電話機のキーパッド及びボイス入力モードの現在の状態の
インジケータ（ユーザインタフェイスを介して制御される）を含むことも可能である。実
施形態では、該インジケータは、電話機が電話をかけること又は受けることが可能となっ
たとき、及びモバイル検索サービスへアクセスすることが可能となったときを指示するこ
とが可能である。該インジケータは、検索ボックス908の一態様とすることが可能であり
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、又は電話機の表示装置上の別個の表示とすることが可能である。一例として、検索ボッ
クス908は、電話機の状態が電話の発信及び受信が可能な状態であるときに該ボックス内
にコントラストを低下させた入力（例えば灰色表示の入力）を表示することが可能である
。別の例では、検索ボックス908は、電話機がモバイル検索サービスにアクセスすること
が可能となったときに入力の位置に点滅するカーソルを含むことが可能である。電話機通
話／検索サービス状態インジケータは、モバイル通信設備102がアクティブ化されており
、ユーザインタフェイス表示はアクティブであるが、電話の初期化処理（例えばワイヤレ
スネットワークへの接続）が完了していない場合に、有益なものとなる。一例では、モバ
イル検索サービス・検索ボックス908は電話機がアクティブ化された際に直ちに表示させ
ることが可能であるが、該ボックス908のアクティブ化は、時間的に近接して（例えば該
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電話機をアクティブ化させる５秒間以内に）行うことが可能である。
【００４０】
アクティブ化時に、モバイル検索サービス・検索ボックス908は、ネットワーク検索ボ
ックス、ワイヤレスキャリアのウォールド・ガーデン・コンテンツ132検索ボックス、又
はその他のモバイルコンテンツ・検索ボックスの何れかとして予め決定することが可能で
ある。代替的に、ユーザは、アクティブ化時にユーザインタフェイスの機能を介して検索
ボックス908のタイプを選択することが可能である。代替的に、そのユーザによる選択は
一時的なものとすることが可能であり、この場合、モバイル検索サービス・検索ボックス
908は、その電話機が次にアクティブ化される際に所定の選択に戻る。該モバイル検索サ
ービス・検索ボックス908は、一般的な検索とすることが可能な検索バーティカルに関す
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るものとすること可能であり、又は次のうちの１つ又は２つ以上のバーティカル検索に関
するものとすることが可能である：着信音、イメージ、ゲーム、イエローページ（職業別
電話帳）、天気、ホワイトページ（個人別電話帳）、ニュース・ヘッドライン、WAPサイ
ト、ウェブサイト、映画開演時刻、スポーツスコア、株価、フライト時刻、地図、方向、
価格比較、WIFIホットスポット、貨物追跡、ホテル料金、ファンタジースポーツ通算成績
、占星術、回答、辞書、市外局番、郵便番号、エンターテイメント、ブログ、及びその他
のバーチカル検索に関連するモバイルコンテンツ。
【００４１】
モバイル通信設備102は、外部リソースに対する接続のためにネットワークに依存する
ことが可能である。ネットワークは、ときおり、通信状態の劣化又は通信の完全な途絶を
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経験する。かかる事象は、モバイル通信設備102を用いてモバイルコンテンツを検索する
という本質的な利益を損ない得るものである。しかし、重要な情報、関連する情報、現在
の情報、タイムリーな情報、人気の情報、又はその他の特徴となる情報（モバイルコンテ
ンツ等）を保持するようにモバイル通信設備102のリソースを管理することにより、該モ
バイル通信設備102は、それ自体に接続しているネットワークが使用不能状態になった場
合であっても、利益の少なくとも一部を維持することが可能である。更に、モバイル通信
設備102上に存在するコンテンツと存在しないコンテンツとを区別し、及びその両者のた
めの検索ボックスを提供することにより、コンテンツを一層効率的に配信してユーザに提
示することが可能となる。
【００４２】
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ワイヤレスネットワークの問題は、多くにユーザが経験するものである。ネットワーク
プロバイダ108は、ワイヤレスネットワークのサービスエリアや信頼性を増大させようと
するが、何処でも途切れないサービスを提供するには幾つかの障壁（政治的な障壁等）が
存在する。更に、ワイヤレスネットワーク上の装置のユーザは、ネットワークサービスの
使用料を支払う場合がある。それ故、モバイル通信設備102のユーザは、検索クエリを実
行するためにネットワークリソースとローカルリソースとの間で選択を行うことを好む可
能性がある。ワイヤレスネットワークの本来のサービスエリアの外部を移動しているネッ
トワークユーザは、非常に高いネットワーク使用料が請求される場合があり、それ故、こ
れを慎重に抑止することを望む可能性がある。
【００４３】
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モバイル通信設備102等の装置を接続するためのワイヤレスネットワーク要件は、ユー
ザの装置がローカルワイヤレスネットワークと接続できないように変更される。これは、
GSMのみのネットワーク内におけるディジタルCDMAセルラー電話に関する既知の問題であ
る。モバイル通信設備102の検索能力は、検索クエリを実行するのに役立つモバイルコン
テンツその他の情報が該モバイル通信設備102上にローカルに格納されていてユーザがそ
のローカルに格納されているコンテンツの範囲内で検索を実行することが可能な状況では
、該ユーザに対して少なくとも幾らかの利益を依然として提供することができる。
【００４４】
ネットワークに接続されると、モバイル通信設備102は、モバイル検索ホスト設備114の
リソース（検索設備142等）を使用してモバイルコンテンツクエリを実行することが可能

20

である。代替的に、又は検索設備142と協働して、モバイル通信設備102は、検索エンジン
等のインターネット検索設備を利用することが可能である。ワイヤレスプロバイダ108は
また、クエリ検索能力を提供することが可能であり、これにより、モバイル加入者特徴11
2、広告主データ174、及びウォールド・ガーデン132コンテンツといった該ワイヤレスプ
ロバイダ108にとって入手可能な情報をモバイル通信設備102でユーザが入力したクエリに
基づいて検索することが可能となる。
【００４５】
ネットワークから切断されると、それらリソース、モバイルコンテンツ、データ、及び
特徴等は、検索クエリを完了させるためにモバイル通信設備102が利用することができな
くなる。それ故、モバイル通信設備102は、ローカルリソースを検索して検索クエリを完
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了させる検索能力及び機能を含むことが可能である。該ローカル検索クエリ機能は、ネッ
トワークに接続されており該ネットワークが完全に機能している場合であっても、ネット
ワーク又はリモート検索を補足することが可能であり、又はネットワークとは別個に実行
することが可能である。
【００４６】
ローカル検索クエリ機能はまた、ネットワークリソースがアクセスできない情報を見つ
ける際に有用なものとなり得る。モバイル通信設備102上にローカルに格納されている情
報（キャッシュされているコンテンツ、データファイル、コンフィギュレーションデータ
、プログラム、削除されたアイテム、プライベートアイテム等）は、ローカル検索クエリ
機能から検索することが可能である。
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【００４７】
モバイルコンテンツ又はそれに対する参照をローカルで見つけることができる場合には
、ローカル検索は、モバイルコンテンツを見つけるのに有用なものである。それ故、モバ
イルコンテンツの検索可能なストアを提供することは、ローカルモバイルコンテンツ検索
の有効性にとって有益なものとなり得る。ローカルストレージは、データ設備118の１つ
又は２つ以上の外部ポートに接続することが可能なリムーバブル記憶装置を含む、モバイ
ル通信設備102に関して本書で開示するあらゆる全ての格納能力及び設備を含むことが可
能である。
【００４８】
ローカル検索を容易化し得るローカルに格納された情報は、ユーザ又は外部ソースを出
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所とすることが可能である。該外部ソースは、本書で記載するようにネットワークとする
ことが可能である。該ネットワークからの情報は、検索クエリに対する応答として、ウェ
ブページに関連するスポンサードコンテンツとして、RSSフィードとして、又はその他の
理由で、モバイル通信設備102へ供給された、モバイルコンテンツを含むことが可能であ
る。ローカルに格納される情報は、モバイル通信設備102へ供給されたコンテンツとする
ことが可能であり、又はヘッダデータ、メタデータ、又は検索クエリ結果（ウェブサイト
のリスト等）とすることが可能である。
【００４９】
検索クエリに対する有用かつ関連する応答を容易化するためのローカル格納リソース内
の情報の維持は、本書に記載するようにキャッシュ設備により行うことが可能である。か
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かるキャッシュ設備は、ネットワークから取り出した情報（モバイルコンテンツ等）の格
納及び維持を提供することが可能であり、キャッシュした情報がときおり更新されて、そ
の関連性及び値が維持される。モバイル通信設備102がネットワークに接続されていない
場合には、ローカル検索設備がローカル結果をユーザへ提示することが可能である。しか
し、そのクエリを入力されたものとして記録し、モバイル通信設備102が再びオンライン
になった際に、該クエリをネットワークリソースへ提供し、これにより、ローカルに格納
されている情報を更新させることが可能である。これは、（最近のユーザの検索クエリを
満たすものであるため）ユーザとの関連性を有するようにローカル情報を維持するのを容
易化するものとなり得る。
【００５０】

20

ローカル検索設備はまた、ネットワークリソースよりも検索クエリに対して一層タイム
リーな応答を提供することが可能である。これは、検索クエリに対して応答を提供するた
めにネットワーク通信を必要としないからである。これは、ネットワーク検索が進行して
いる間にユーザが検索クエリ結果をレビューし該結果と対話することを可能とする。モバ
イルコンテンツの動的な性質に少なくとも部分的に起因して検索結果が迅速に変化する場
合には、ローカルストレージからの検索結果をそういうものとしてユーザに識別させるこ
とが可能である。ローカル結果はまた、該結果のユーザによる理解を容易化すべく他の態
様で識別させることが可能である。例えば、最小時間量（例えば２日間）を越えて最後に
更新されたローカル結果を、モバイル通信設備102の表示装置上のアイテムを黄色等の対
照的な色を用いて強調表示することにより、識別させることが可能である。結果が最大時

30

間（例えば１週間）よりも旧い場合には、該結果を赤で強調表示することが可能である。
このようにして、ユーザは、クエリ結果をレビューし、ローカル結果を識別し、及びロー
カル結果の旧さを識別することができる。モバイル通信設備102のユーザインタフェイス
は、設備102がネットワークに接続されている際に、ローカル結果について更新結果の選
択を提示することが可能である。
【００５１】
ネットワークに接続し及びユーザがローカル結果を選択した際、モバイル通信設備102
は、ネットワークリソースの検索結果からダウンロードされた対応するリンクを自動的に
使用することが可能である。これは、ローカル検索結果に関連する最新のモバイルコンテ
ンツにユーザがアクセスするのを容易化することが可能である。一例として、ユーザは、

40

近くの映画館を検索して、今晩何が上映されているかを見ることが可能である。ローカル
検索結果は、映画館の名称と該映画館にアクセスするためのリンクのリストを表すことが
可能である。該リンクは、モバイル通信設備102のキャッシュ内に格納されているリンク
に関連する旧いリストではなくウェブサイト上の現在の映画のリストをユーザに案内する
ことが可能なものである。
【００５２】
上記では、ローカル検索設備を用いてローカル情報をネットワーク検索結果と統合させ
るための幾つかの選択肢について説明した。その代替策として、ネットワークリソース並
びにモバイル通信設備102上にローカルに格納された情報及びモバイルコンテンツについ
て検索を実行するネットワーク検索設備が挙げられる。該ネットワーク検索設備が全ての
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利用可能なコンテンツ（モバイル通信設備102上のコンテンツを含む）を検索することに
より、ユーザに提示される検索結果は、統一され更新された表現でローカル及びネットワ
ークを統合させたものとなる。
【００５３】
ローカル及びネットワーク検索を組み合わせた検索クエリに応じて更新された情報の提
示を容易化するために、ローカル検索結果とネットワーク結果との同期を実行することが
可能である。同期は、必要とされるネットワーク通信量を大幅に削減し、それ故、低速又
は低性能のネットワーク環境で有用なものとなる。モバイル通信設備102は、ローカル検
索結果に関する基本情報（例えばURL及び日付）を検索設備142等のネットワークリソース
へ送ることが可能である。該検索設備142は、このデータをネットワーク検索結果と比較

10

し、その結果を、ローカル結果よりも新しい日付を有する一致するURLを有する場合にの
みモバイル通信設備102に送ることが可能である。このように、ネットワークリソースを
使用して、不必要なネットワーク帯域幅を使用することなく検索クエリに対する応答に最
新情報が含まれることを確実にすることが可能である。
【００５４】
ネットワークトラフィックを削減し、ひいては良好なネットワーク接続への依存性を低
減させるための、もう１つの選択肢として、モバイル通信設備102上にローカルに格納さ
れている全てのコンテンツの現在のリストを維持するネットワークリソースが挙げられる
。この選択肢では、ネットワークリソースは、ローカルで見つけることができない結果の
みをモバイル通信設備102へ送る。モバイル通信設備102がローカルリソースからの検索結
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果を提供することに依存することにより、ネットワークに対する依存性を低下させること
が可能となる。ユーザにより入力されたクエリに応じたネットワークからの検索結果は、
モバイル通信設備102上にローカルに格納することが可能である。これは、ユーザが、ロ
ーカル検索設備を使用して、ネットワーク検索結果内でローカルに検索を行うことにより
、ネットワーク検索を更にリファインすることを容易にする。かかる検索は、「Smith」
についての結果のリスト中から名前「Andrew K Smith」を見つけるのに有用なものとなる
。モバイル通信設備102のローカル検索設備は、後続の検索が早期の検索のリファインで
あってローカルリソースを自動的に検索することが可能であると判定することが可能であ
る。ローカル検索設備は、後続の検索の検索クエリを早期のありとあらゆる検索クエリと
比較して上記判定を行うことが可能である。
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【００５５】
ネットワーク検索設備を使用してモバイル通信設備102上のローカルストレージを検索
することに加えて、モバイル通信設備102上にローカルに格納されているありとあらゆる
情報を本書で説明するようなネットワークストレージ設備へアップロードすることが可能
である。次いで、該アップロードされた情報は、該情報に付与された所与のプライバシー
レベルに基づいてネットワーク検索に含めることが可能となる。該アップロードされた情
報は、モバイルコンテンツ、ユーザデータ、プレーリスト、クエリ、ユーザ履歴、コンフ
ィギュレーションファイル、データベース、ワープロ文書、ビデオ、オーディオファイル
、及び本書で開示する他のあらゆるタイプのファイル又はコンテンツを含むことが可能で
ある。

40

【００５６】
ネットワークストレージ設備内のアップロードされた情報は、該情報をアップロードし
たモバイル通信設備102のユーザしか見ることができない個人的なものとすることが可能
である。個人情報は、アップロード元となったモバイル通信設備102によりネットワーク
検索設備へ提出されたクエリによってのみ検索可能となるようにすることが可能である。
かかる検索の結果は、情報をアップロードしたモバイル通信設備102に対してのみ提供す
ることが可能である。
【００５７】
情報をアップロードしたモバイル通信設備102のユーザは、該アップロードした情報を
、他のモバイル通信設備102のユーザと、又は該ユーザが指定した他のモバイル通信設備1
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02と、共有することが可能である。代替的に、アップロードされた情報を公開することが
可能である。該情報の任意の部分又は全ては、個人用、共有用、公開用、又はそれらの組
み合わせとすることが可能である。
【００５８】
モバイル通信設備102のデータ設備118からの情報のアップロードは、スケジュールに沿
って、イベントの結果として、又はユーザコマンドにより、実行することが可能である。
かかるアップロードは、モバイル通信設備102上にローカルに格納されている情報の一種
のバックアップを達成するものとなる。スケジュールに沿った情報又はその一部のアップ
ロードは、モバイル通信設備102のバックアップユーティリティの機能のリストに含める
ことが可能である。イベントの結果としての情報のアップロードは、新しいプログラム、

10

アップグレード、又はシステムファイルがインストールされることになる場合にモバイル
通信設備102のコンフィギュレーションを保護するのに有用なものとなる。アップロード
された情報の検索は、復旧させる必要のあるモバイル通信設備102上のアイテムのバック
アップコピーを取り出す上でバックアップユーティリティにとって有用なものとなる。
【００５９】
アップロードされた情報を暗号化して、更なるプライバシー及びセキュリティ保護を、
モバイル通信設備102のユーザに提供することが可能である。代替的に、又は追加的に、
パスワード保護を行うことが可能である。パスワード保護は、コンテンツの存在、該コン
テンツを格納するファイル、又は該ファイル内のコンテンツ、に対する可視性を制限する
こと、又はセキュリティ及びプライバシーをユーザに提供することができるような任意の
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組み合わせを含むことが可能である。
【００６０】
本書で記載するモバイル検索結果は、検索クエリに関連するコンテンツに対する１つ又
は２つ以上のリストを含むことが可能である。ユーザは、検索結果と対話することが可能
であり、例えば、モバイル通信設備102のユーザインタフェイスを介して、結果を選択し
、及び更なる情報を受信することが可能である。本発明の一態様は、検索結果に関連する
他のアクション（買い物をする、コンテンツをプレビューする、結果をセーブする等）を
ユーザが行うことを容易にすることが可能である。検索結果に関連し得る上述その他のア
クションを容易化するための方法及びシステムについて以下で説明する。
【００６１】
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モバイル通信設備102のユーザに提示されるアクションコマンドは、検索結果の特徴に
基づく検索結果に関連するものとすることが可能である。該アクションコマンドは、モバ
イル通信設備102のユーザインタフェイスを介してユーザに提示することが可能であり、
ユーザは、該ユーザインタフェイスの機能を介してアクションコマンドにアクセスするこ
とが可能である。アクションコマンドは、更なる検索結果又はアクションコマンドをモバ
イル通信設備102へ提示することが可能である。
【００６２】
モバイル検索プラットフォーム100は、モバイル通信設備102からの検索クエリに応じて
本書で記載するような検索設備142を使用することが可能である。該検索設備142により生
成される検索結果は、アクションコマンドを検索結果に関連づけるために使用することが
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可能な特徴（キーワード、HTMLリンク、メタデータ等）を含むことが可能である。検索設
備142は、それら特徴の１つ又は２つ以上を調べて、どのアクションコマンドが検索結果
との最善の対話結果をユーザに提供するものとなるかを判定することが可能である。例え
ば、検索設備142は、オンラインオークションでアイテムに入札するためのリンクを含む
検索結果に「入札」アクションコマンドを関連づけることが可能である。別の例では、住
所を提供するキーワードを含む検索結果には「地図」アクションコマンドを関連づけるこ
とが可能である。
【００６３】
検索結果は、検索クエリと密接に対応している可能性があるので、検索クエリの特徴も
、検索結果に関連づけられるアクションコマンドに影響を与え得るものである。検索クエ
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リは、検索設備142が一般的なアクションコマンドで一般的な結果を返すことができるよ
うに広範なものとすることが可能である。例えば、「ギター」の検索は、ギターの種類、
コンサート情報、ギターソング、ギター技術、オンラインギターオークション、及び楽器
店等を含む、広範な結果を返すことが可能である。かかる広範な検索クエリに対する結果
には、その結果についての更なる詳細を提供するアクションコマンドを関連づけることが
可能であり、これにより、ユーザが関連する結果を見つけるのが容易となる。代替的に、
検索クエリを特定的なものとすることが可能であり、又は検索設備142が検索クエリに対
して特定的な関連する結果を提供することが可能である。検索設備142は、検索クエリの
特徴を、モバイル加入者特徴112、キャリアビジネスルール130、又はユーザの検索履歴及
び嗜好といった他の情報に関連づけて、特定の関連するアクションコマンドを有する関連

10

する結果を識別することが可能である。かかる特定のクエリの結果は、特定の関連するア
クションコマンドを有することが可能である。一例では、地方の楽器店から販売に供され
た特定のギターに関する結果は、関連する「購入」アクションコマンドを有することが可
能である。
【００６４】
アクションコマンドの基礎となる検索結果の別の特徴は検索結果のソースである。これ
は、検索結果が生成されたウェブサイト、検索結果を生成したワイヤレスサービスプロバ
イダ108、検索サービスのプロバイダ、及びモバイル通信設備102等を含むことが可能であ
る。検索結果の複数のソースの各々は、嗜好、ビジネス協定、又は各ソース毎に少なくと
も部分的に異なることが可能な他の基準に基づいて、検索結果にアクションコマンドを関
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連づけることが可能である。提示されるアクションコマンドは、結果的に、ユーザによる
同一のエンドアクション（上記例ではギターの注文等）とすることが可能である。しかし
、アクションコマンドは、アクションに関連づける特徴を各ソース毎に異なるよう命令す
ることが可能である。モバイル通信設備102へ提示される上記の「購入」アクションコマ
ンドの例では、ウェブサイトにより提供される結果は、ギターメーカーからギターを直接
購入するためのアクションコマンドを含むことが可能である。検索サービスのプロバイダ
により提供される結果は、ギターメーカーの関連会社又は販売店からギターを購入するた
めのアクションコマンドを含むことが可能である。
【００６５】
ウェブサイトは、ウェブサイトのコンテンツの特徴に対応する、検索結果に関連づけら

30

れるべきアクションコマンドを含むことが可能である。該アクションコマンドは、ウェブ
サイトのコンテンツ、メタデータ、ヘッダ情報、及びHTMLリンク等に含ませることが可能
である。モバイル検索プラットフォーム100は、ウェブサイトに含まれる複数のアクショ
ンコマンドのうち、検索クエリの特徴に基づいて検索結果に関連づけるべき１つのアクシ
ョンコマンドを識別することが可能である。ウェブサイトは、HTMLリンク（結果的に購入
、登録、ログイン、連絡、サービス、及び修理等のアクションとなるもの）を含むことが
可能である。モバイル検索プラットフォーム100の検索設備142は、ウェブサイト上のHTML
リンクに関連するアクションコマンドを検索結果に関連づけることが可能である。一例で
は、「オンサイトギター修理」に関する検索クエリは、オンサイト修理のスケジューリン
グを行うためのリンクを含むことが可能なギター修理提供者のウェブサイトについての検
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索結果を生成することが可能である。オンサイト修理のスケジューリングを容易にするた
めのアクションコマンドを該検索結果に関連づけることが可能である。
【００６６】
代替的に、ウェブサイトは、モバイル通信設備102で使用するためのアクションコマン
ドを含むことが可能である。検索設備162は、モバイルアクションコマンドを有するウェ
ブサイトから取得したアクションコマンドが関連づけされた検索結果を含むことが可能で
ある。
【００６７】
アクションコマンドは、本書に記載するモバイル通信設備102のあらゆる態様のユーザ
インタフェイス（視覚的表示装置、オーディオ出力、バイブレーション、及び外部ポート
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等）を介してユーザへ提示することが可能である。同様に、ユーザは、本書に記載するモ
バイル通信設備102のあらゆる態様のユーザインタフェイス（キーパッド、タッチスクリ
ーン、マイク、及び外部ポート等）を介してアクションコマンドと対話することが可能で
ある。
【００６８】
提示される各検索結果にアクションコマンドを関連づけし、（例えば表示されている結
果の強調表示又はスクロールを介して）各検索結果が選択された際に、該選択された検索
結果に関連づけられたアクションコマンドがユーザに対して利用可能となるようにするこ
とが可能である。ユーザは、本書に記載する様々な方法でモバイル通信設備102のユーザ
インタフェイスと対話することが可能である。このように、アクションコマンドは、複数

10

の入力（逐次入力等）を介してユーザによりアクセスされることが可能である。一例では
、ユーザは、検索結果の選択等の第１の入力を提供することが可能である。この第１の入
力は、選択された検索結果に関連づけられたアクションコマンドをユーザに対して利用可
能とすることが可能であり、これにより、第２のユーザ入力が該アクションコマンドにア
クセスすることが可能となる。第２のユーザ入力は、モバイル通信設備102のユーザイン
タフェイス上の送信ボタンの押下とすることが可能であり、そのアクションは電話をかけ
ることが可能である。当業者にとって自明である様々な第１及び第２のユーザ入力が本書
に含まれるものとする。
【００６９】
アクションコマンドはスポンサーシップ設備162を介して検索結果に関連づけることが
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可能である。該スポンサーシップ設備162は、アクションコマンドを検索結果に関連づけ
るためのスポンサー128の入札に基づいて、検索結果にアクションコマンドを関連づける
ことが可能である。スポンサー128は、検索結果の１つ又は２つ以上の特徴（例えば、検
索クエリの特徴、検索結果の特徴、モバイル通信設備102の特徴、及びモバイル通信設備1
02のユーザの特徴等）に基づいて、該検索結果にアクションコマンドを関連づけさせるよ
う入札することが可能である。スポンサーシップ設備162は、スポンサー128により指定さ
れた特徴の検索結果との関連性に基づいて、高い入札者からのスポンサー付きアクション
コマンドを選択することが可能である。一例では、イベントに関する検索結果に関連づけ
される、該イベントのチケットを購入するためのアクションコマンドを獲得するために、
複数のスポンサー128が入札することが可能である。検索クエリが該イベントに関する検
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索結果を生成した際に、最高額で入札したスポンサー128からのアクションコマンドを該
検索結果に関連づけてモバイル通信設備102へ提供することが可能である。
【００７０】
代替的に、あるスポンサーをイベントへのチケットを提供する者とし、別のスポンサー
を該イベントに関連するアイテムを提供する者とすることが可能である。モバイル検索プ
ラットフォーム100は、所与の入札金額について、検索結果との関連性に基づいてスポン
サー128からのアクションコマンドを選択することが可能である。検索クエリが、イベン
トに関連するアイテムに対するものである場合、モバイル検索プラットフォーム100は、
チケットのスポンサーではなくアイテムのスポンサーからのアクションコマンドを検索結
果に関連づけることが可能である。
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【００７１】
アクションコマンドは、モバイル通信設備102へ更なる情報を提示することを含むこと
が可能である。上記の例では、イベントについての検索クエリから生成された検索結果に
関連づけられるアクションコマンドは、複数のアクションコマンドをユーザに提示するも
のとすることが可能である。該複数のアクションコマンドのうちの少なくとも１つは、本
書で説明したスポンサー付きアクションコマンドとすることが可能である。該複数のアク
ションコマンドは、最高入札額のスポンサーからのスポンサー付きアクションコマンドが
最初に提示されるように、モバイル通信設備102へ提示することが可能である。複数のア
クションコマンドのリストにおいて、最高入札額のスポンサーからのスポンサー付きアク
ションコマンドを該リストの一番上に位置させることが可能である。アクションコマンド
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の逐次表示においては、最高入札額のスポンサーからのスポンサー付きアクションコマン
ドは、最初に提示されるアクションコマンドとすることが可能である。スポンサー付きア
クションコマンドを提示するための他の順序づけ（検索結果への関連性に基づくもの、ロ
ケーションに基づくもの、及びモバイル検索プラットフォーム100に関する他の多くの特
徴に基づくもの等）を実施することも可能である。かかる全ての順序づけが本書に含まれ
るものとする。
【００７２】
検索結果へのアクションコマンドの関連づけは、モバイル検索プラットフォーム100と
別個に関係するアクションコマンドプロバイダを介して実行することが可能である。該モ
バイル検索プラットフォーム100は、検索結果をアクションコマンドプロバイダへ提供し

10

、該検索結果と関連づけるためのアクションコマンドを該アクションコマンドプロバイダ
から受信することが可能である。モバイル検索プラットフォーム100は、ユーザ層、モバ
イル通信設備102のタイプ、モバイル通信設備102のロケーション、及び関連するアクショ
ンコマンドを受信するのに有益となり得る他の情報といった、更なる情報を提供すること
が可能である。
【００７３】
アクションコマンドは、購入、コンテンツのプレビュー、検索結果に関連するコンテン
ツの探索、検索結果に関連する通話、ロケーションの地図作成、検索結果の転送、及び検
索結果のセーブを含むことが可能である。転送される検索結果は、所与のE‑mailアドレス
へ送ることが可能である。ここで、これらのアクションコマンドの例を示す。

20

【００７４】
検索結果に関連するアクションコマンドは、ユーザが該検索結果に関連するコンテンツ
をプレビューするのを容易にすることが可能である。一例では、検索結果は、写真共有ウ
ェブページに関するものとすることが可能である。該検索結果に関連するアクションコマ
ンドは、写真の１つ又は２つ以上のサムネイルの表示とすることが可能であり、これによ
り、ウェブページ上で利用可能なコンテンツのプレビューが提供される。別の例では、検
索結果は、投資研究ウェブサイトに関するものとすることが可能である。該検索結果に関
連するアクションコマンドは、該ウェブサイトのデモンストレーションのダウンロードと
することが可能であり、これにより、ユーザが該ウェブサイトのコンテンツを注釈付きの
デモンストレーションという形でプレビューすることが可能となる。別の例では、検索結
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果は、独立した映画制作者に関するものとすることが可能である。該検索結果に関連する
アクションコマンドは、該映画制作者の１つ又は２つ以上の映画の一部のモバイル通信設
備102への提示とすることが可能である。このようにして、ユーザは、該ウェブサイトの
コンテンツ（映画）をプレビューすることができる。同様に、オーディオ、書籍、及び新
しい洋服の型等を、アクションコマンドを介してプレビューすることが可能である。
【００７５】
検索結果に関連するアクションコマンドは、ユーザが検索結果を転送するのを容易化す
ることが可能である。検索結果は、E‑mail、テストメッセージ、インスタントメッセージ
、ボイスメール、ビデオメール、メッセージブロードキャスト、及び本書に記載するよう
なモバイル通信設備102と通信するための他のあらゆるものを介して、転送することが可
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能である。一例では、あらゆる検索結果に関連するアクションコマンドを、該検索結果を
E‑mailにより別のモバイル通信設備102へ転送することとすることが可能である。モバイ
ル通信設備102のユーザインタフェイスを介してアクションコマンドにアクセスすること
により、E‑mailの名称リストから宛先名称を入力し又は選択するようユーザに指示するこ
とが可能となる。
【００７６】
検索結果に関連するアクションコマンドは、検索結果に関連するアイテムについての入
札を容易にすることが可能である。一例では、ユーザは、オンラインオークションウェブ
サイトで中古自転車を検索することが可能である。その結果は、中古自転車についての１
つ又は２つ以上のオークションリストを含むことが可能である。該検索結果に関連するア
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クションコマンドは、ユーザがアイテムに入札して値を付けるのを容易にすることが可能
である。該コマンドは、ユーザが入札金額及びパスワードを入力することを可能とし、及
びモバイル通信設備102は、ユーザに関するあらゆる追加の識別情報をオンラインオーク
ションサイトへ提供して入札を受諾させることが可能である。
【００７７】
検索結果に関連するアクションコマンドは、検索結果のレーティングを容易化すること
が可能である。一例では、アクションコマンドは、検索クエリに対する検索結果の関連性
のレーティングを行うために、モバイル通信設備102からの数字入力（携帯電話の数字キ
ーパッド等）を受容することが可能である。検索結果のユーザによるレーティングは、よ
り高い関連性を有する検索結果をユーザに提供することを容易にすることが可能である。

10

アクションコマンドはまた、ユーザが所定値を下回るレーティングを行った（例えば10の
うちの３未満の）場合に複数の検索結果から１つの検索結果を削除することが可能である
。
【００７８】
検索結果に関連するアクションコマンドは、検索結果の格納を容易化することが可能で
ある。一例では、アクションコマンドは、ユーザが、検索結果を、お気に入りの記憶装置
に、又はフォローアップリストに、又はモバイル通信設備102若しくはモバイル検索設備1
00と関連することが可能な他の記憶装置等に、セーブするのを容易化することが可能であ
る。
【００７９】
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実施形態では、電話機のアクティブ化時に検索ボックスを提示することが可能であり、
該検索ボックスは、特定の検索手法に関係するよう構成することが可能である。例えば、
検索ボックスは、ローカライズ又はパーソナライズ（例えば本書に記載するモバイル加入
者特徴等に関連する検索）を提供するよう構成することが可能である。検索ボックスはま
た、時刻ベースのターゲット結果に合わせて構成することが可能である。例えば、検索用
ユーザインタフェイスは、ローカライズされた結果を生成するよう構成することが可能で
あり、キーワード、フィルタ、アルゴリズム、又は関連するローカル結果を識別する他の
検索パラメータは、時刻の結果として変化することが可能である。このため、ユーザが自
分のフリップ式電話機を開いて該ユーザに検索ボックスが提示された場合に、該ユーザは
検索を実行することが可能であり、その結果をローカライズすることが可能であり、及び
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該結果を時刻に合わせて調整することが可能である。午後６時には、検索結果を少なくと
も部分的に夕食の選択肢に関するものとする一方、午後８時に実行された検索は、エンタ
ーテイメントに関するものとすることが可能である。実施形態では、デフォルト検索手法
の嗜好は、ユーザにより設定することが可能である。ユーザは、電話機のアクティブ化時
に検索設備が提示された際にデフォルトとして自分が実行したい検索の種類を設定するこ
とが可能である。ユーザには、新たな一時的な検索手法を選択することができるオプショ
ン（例えばメニューオプション）を提供することも可能である。
【００８０】
実施形態では、ユーザは、モバイル通信設備102を用いてモバイル検索アプリケーショ
ンにアクセスすることが可能である。該モバイル検索アプリケーションは、本書に記載す
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るクライアントアプリケーションインタフェイスにより生成されるユーザインタフェイス
画面を含むことが可能である。モバイル検索アプリケーションにアクセスしているユーザ
は、ユーザインタフェイス画面の選択を介してナビゲートすることが可能である。該モバ
イル検索アプリケーションのナビゲーション方法は、モバイル通信設備102の物理的な運
動に関する情報を受容し、該物理的な運動をユーザインタフェイス画面の選択を介したナ
ビゲーションにリンクさせることを含むことが可能である。モバイル通信設備102の物理
的な運動とモバイル検索アプリケーションとの間のリンクは、少なくとも部分的に、モバ
イル通信設備の表示装置172上に表示されるメニュー構造の二次元空間上への、物理的な
運動の三次元空間のマッピングに基づくものとすることが可能である。
【００８１】
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クライアントアプリケーションインタフェイスは、モーション検出装置からの入力を受
容することが可能である。該モーション検出装置は、外部オブジェクトに対するモバイル
通信設備の運動を検出することが可能であり、又は三次元空間における以前の位置に対す
る運動を検出することが可能である。
【００８２】
一実施形態では、モバイル通信設備102はカメラを備えることが可能である。該カメラ
は、その視野内の一連のイメージ（例えばユーザの顔のイメージ）を取得し、該イメージ
をクライアントアプリケーションインタフェイスへ提供することが可能であり、該クライ
アントアプリケーションインタフェイスは、該一連のイメージを解析して、モバイル通信
設備102の運動を判定することが可能である。

10

【００８３】
別の実施形態では、モバイル通信設備102は、加速時計またはジャイロスコープ等のモ
ーション検出器を含むことが可能である。クライアントアプリケーションインタフェイス
は、加速時計、ジャイロスコープ、センサ、又はその他のモーション検出設備に記録され
るデータ又はそこから出力されるデータを監視し、該データを解析して、モバイル通信設
備102の運動を判定することが可能である。
【００８４】
モバイル通信設備102の運動は、ユーザが該モバイル通信設備102を物理的に移動させる
ことにより生じさせることが可能である。この物理的な運動は、モバイル通信設備102を
上昇させ又は下降させることを含み、これは該モバイル通信設備の表示装置172上に見え
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るメニューセレクション又はユーザインタフェイス画面の変化により表すことが可能であ
る。一例として、モバイル通信設備102を上昇させた結果として、ユーザインタフェイス
画面が一層高いレベルのメニュー構造セレクションを表示することが可能である。別の例
では、ユーザは、モバイル通信設備102を傾斜させ、その結果として、該モバイル通信設
備102の一部を上昇させ、反対側の部分を下降させることが可能である。この傾斜の結果
として、メニューセレクションが以前のメニューセレクションに戻り、これは、グラフィ
カルコンピュータユーザインタフェイスの「アンドゥー」コマンドのようなものである。
別の例では、モバイル通信設備102を上昇させた結果として、モバイル検索アプリケーシ
ョンの表示をズームアウトさせることが可能である。かかる例は、検索アプリケーション
の表示が地図画像又は衛星画像である場合に有用なものとなり得る。モバイル通信設備10
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2を下降させた結果として、表示をズームインさせることが可能であり、これにより特徴
又はセレクションの更なる詳細が提供される。
【００８５】
別の実施形態では、ユーザ、又は該ユーザを支援する誰かが、モバイル通信設備102を
１つ又は２つ以上の水平方向（左、右、前方、後方、及び対角線方向等）に移動させるこ
とが可能であり、その運動により、ユーザインタフェイス画面のメニューセレクションに
関連する変化が生じることになる。一例として、右水平方向への運動の結果として、現在
強調表示されているモバイル検索アプリケーションのセレクションの右方に表示されてい
るセレクションが強調表示されることになる。別の例として、（本書ではほぼ、モバイル
通信設備102を保持しているユーザの方向における水平方向の運動として規定される）後
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方への運動の結果として、モバイル通信設備の表示装置172における現在のメニューセレ
クションよりもユーザに一層近いメニューセレクションが強調表示されることになる。一
般に、本書に記載するモバイル通信設備102の水平方向及び垂直方向の運動は、メニュー
セレクションの増分的な変化を生じさせるものとなる。運動の速度及び期間は、メニュー
セレクション又はユーザインタフェイス画面の変化の程度を決定することが可能である。
一例として、急速な前方かつ水平方向の運動は、セレクションのリストを介してメニュー
セレクションを急速にスクロールさせることが可能である。低速かつ長期間の左方かつ水
平方向の運動は、モバイル通信設備の表示装置172を横切って長いメニューエントリの表
示をスクロールさせることが可能である。
【００８６】
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ユーザは、非直線的な運動、ランダムな運動、又は振動運動といった不規則的な運動で
モバイル通信設備102を物理的に移動させることが可能である。これらの不規則な運動の
うちの１つ又は２つ以上を検出した結果として、モバイル検索アプリケーションのメニュ
ー構造内のセレクションの実質的な運動を生じさせることが可能である。一例として、振
動運動の結果として、検索アプリケーションが現在の検索活動をキャンセルし、及びモバ
イル通信設備102上にトップレベルのメニューセレクションを表示することにより新たな
検索を開始させることが可能である。代替的に、モバイル通信設備102の不規則的な運動
をクライアントアプリケーションインタフェイスにより無視し、その結果としてメニュー
セレクション又はユーザインタフェイス画面を全く変更しないことが可能である。モバイ
ル通信設備102の不規則な運動に関連する他の実質的なメニューセレクションの動きは、

10

テキスト入力フィールドのクリア、モバイル検索アプリケーションのテキスト入力フィー
ルド中のテキストの再構成、クライアントアプリケーションインタフェイスにより提示さ
れる提案のうちの１つのランダムな選択、及び利用可能なメニューセレクションの順番の
入れ替え（音楽再生リストの順番のシャッフル等）を含むことが可能である。
【００８７】
水平方向、垂直方向、及び不規則方向の運動のうちの１つ又は２つ以上を該運動の加速
又は減速と結合させることが可能である。加速又は減速方向の運動は、該運動に関連する
メニューセレクション又はユーザインタフェイス画面の変化をスピードアップさせ（加速
）又はスピードダウンさせる（減速）ことが可能である。一例として、ユーザは、最初に
モバイル通信設備102をゆっくりと垂直方向下方へ移動させ、その結果として表示中のイ
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メージ又は画面をズームインさせることが可能である。ユーザが垂直方向下方への運動を
加速させた際に、ズームインの速度を増大させることが可能である。
【００８８】
モバイル通信設備102の運動にリンクされたモバイル検索アプリケーションの表示ナビ
ゲーションは、以下の１つ又は２つ以上のナビゲーションを含むことが可能である：検索
結果、メニュー、E‑mailメッセージのリスト、製品リスト、カレンダー、連絡先リスト、
ドキュメントリスト、フォルダリスト、アプリケーションリスト、及び地図等。
【００８９】
アルゴリズム設備144は、ユーザの入力を問題という形で受容し、検索空間内で入手で
きる一組の全ての考え得る解決策を適用することにより前記問題を評価することが可能で

30

ある。最も基本的な態様では、アルゴリズム設備144は、検索空間内で入手できる最も直
観的な１つ又は２つ以上の解決策からなる洗練されておらず且つ知識の足りない検索アル
ゴリズムを適用することが可能である。代替的に、アルゴリズム設備144の検索時間及び
リソース割り当てを最小限にするために、アルゴリズム設備144は、検索空間の要素に関
する情報を利用する経験則に基づいて、情報に通じたアルゴリズムを採用することが可能
である。該アルゴリズムは、クエリの頻度、クリック又はクリックスルーの頻度、クエリ
の速さ、検索を開始するサイト、店頭訪問者数、又はモバイルウェブサイト、コミュニテ
ィ標識、又はモバイルユーザスコアに基づいて、又はドメイン制限（例えば「espn.com」
のみ）に基づいて、ユーザに対して表示172するためのコンテンツを昇格させ又は降格さ
せる働きをすることが可能である。

40

【００９０】
アルゴリズムは、モバイル通信設備102に固有の情報についてインデックスを作成する
よう設計することが可能である。例えば、アルゴリズムは、モバイルタグ（例えば、WML
、xHTML‑MP、MIMEタイプ（テキスト等）、WAP、及び／又はWML、又はモバイル固有ヘッダ
）のみを探すことが可能である。アルゴリズムはまた、ページ幅、ページの重さ（例えば
イメージ数及びバイトサイズ）、画面解像度及び色能力、フォントタイプ及びサイズ、ク
ライアントサイドのレンダリング能力、ページの複雑さ（例えばモバイル通信設備102と
互換性のない特徴又はモバイル通信設備102に固有の特徴）等といった因子を含む、コン
テンツとモバイル通信設備102の表示装置172の能力との間の美的互換性を判定することが
可能である。この互換性情報は、人気データ（例えば、WAPゲートウェイ、編集スコア、
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及び／又はトラフィックマーケットデータ）等の他の情報と混合させることも可能である
。
【００９１】
アルゴリズム設備144は、ユーザ入力及び／又は検索結果の解析、リファイン、又はフ
ィルタリングのための、協調フィルタリングプロトコル、カテゴリフィルタリング、推薦
システム、及び／又はその他の処理設備を含むことが可能である。協調フィルタは、２ス
テップのプロセスを用いることが可能である。第１ステップ中に、アクティブなユーザの
レーティングパターンと類似するレーティングパターンを有する他のユーザが識別される
。第２に、これらの類似するユーザから取得されたレーティングが、アクティブなユーザ
に対する関連性の情報を予測するための経験的な基礎を提供する。協調フィルタは、包括

10

的プロセス及び排他的プロセスの両方とすることが可能であり、アクティブなユーザに関
する関連情報を収集し、又は予測される情報セットから調和しない情報を削除する。
【００９２】
調和フィルタリングプロトコルは、一般に、大きなユーザグループからの嗜好データの
収集を伴うものである。この嗜好データを統計的に解析して、類似する嗜好プロファイル
を有するサブグループ又はサブグループのメンバの特徴を識別することが可能である。様
々な加重平均、ファジーロジック、又はその他の技術を使用して嗜好サブグループをサマ
ライズし又はモデル化することが可能であり、及びそのモデル／サマリを用いて嗜好関数
を生成することが可能である。次いで、この関数を使用して、新たなユーザを適当な嗜好
サブグループに一致させることが可能である。実施形態では、かかる情報は、多くの個々

20

のモバイル加入者特徴データセットから収集することが可能であり、及びそのデータは、
多くのモバイル通信設備のユーザから収集することが可能である。例えば、ワイヤレスプ
ロバイダ108は、その顧客の大きなグループから嗜好データを収集することが可能である
。実施形態では、データは、非モバイルユーザから収集することが可能であり、及び他の
オンライン活動又はオフライン活動から収集された嗜好情報に関するものとすることが可
能である。
【００９３】
ユーザ嗜好は、ユーザ挙動又はその他の暗示的な特徴から導出することが可能であり、
又はモバイル通信設備のユーザにより明示的に規定することが可能であり、又はそれらの
組み合わせとすることが可能である。ユーザが明示的に自身の（例えば、レストラン、本

30

、ｅコマース、音楽、ニュース、ビデオ、フォーマット、オーディオ等の種類に関する）
嗜好を記述する場合、該明示的な嗜好情報は、当該電話機に関連するモバイル加入者特徴
データベースに格納することが可能である。ユーザは、活動（オンラインでの製品の購入
、オンラインでのサイトの訪問、モバイル通信設備からの発呼、別の設備からの発呼、コ
ンテンツの参照、又は他の活動に携わること又は携わらないこと等）を介して嗜好を暗黙
的に登録することが可能である。例えば、ユーザが製品を見て該製品を購入しないことに
決めた場合には、該ユーザが該製品に興味がないという推論を導出することができ、この
推論は、協調フィルタリングアルゴリズムの一部として使用することが可能である。更に
、ユーザがモバイル通信設備で最近電話していた施設の種類から推論を導出することが可
能である。ユーザが過去２週間にわたり自動車販売店に繰り返し電話をしていた場合には

40

、該ユーザが現在自動車用品及び／又はサービスを探しているという推論を導出すること
が可能である。ユーザが訪問した全てのページ、及び各訪問の頻度及び／又は時間を記録
することにより、ユーザの暗黙的嗜好を収集することも可能である。訪問したページを「
1」と符号化し、及び未訪問のページを「0」と符号化する、２進符号化機構を使用して、
ユーザベースの嗜好ベクトルを生成し、ユーザ内及びユーザ間のクラスタ嗜好又は類似性
の両方について統計的に解析することが可能である。他の符号化技術が、共通性の大きさ
に沿って特定のサイトをグループ化することが可能であり、この場合には、任意数のユー
クリッド距離又はその他の距離及び／又は照合技術を使用して、ナビゲーション挙動が解
析される。実施形態では、ユーザ嗜好データはモバイル加入者特徴データベース内から収
集することが可能である。実施形態では、ユーザ嗜好データは、モバイル加入者特徴デー
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タベース外から収集することが可能である。実施形態では、オフライン挙動もまた使用し
てユーザの嗜好の特徴付けが行われる。
【００９４】
暗黙的モバイル検索クエリは、関連するモバイルコンテンツをモバイル通信設備102へ
配信するために少なくとも１つのパラメータに基づいてモバイル通信設備102から自動的
に生成することが可能であり、この場合、その関連性はモバイル通信設備102に関する情
報に部分的に基づくものとすることが可能である。
【００９５】
検索クエリの自動生成は、暗黙的検索とすることが可能である。この暗黙的検索は、モ
バイル通信設備のコマンドのユーザ操作を必要としないことが可能である。例えば、メニ

10

ューアイテムの選択、ボタンの押下、タッチスクリーンのアイコンの選択、ボイスコマン
ド、モバイル通信設備102に関連するその他のコマンドの明示的な使用をユーザが行う必
要をなくすことが可能である。
【００９６】
実施形態では、検索クエリの自動生成は、サーバ134により達成することも可能である
。
【００９７】
実施形態では、パラメータを使用してモバイルコンテンツの関連性を部分的に判定する
ことが可能である。パラメータは、モバイル通信設備102に関する情報とすることが可能
である。この情報は、ユーザ特徴に関するものとすることが可能である。ユーザ特徴は、

20

ユーザの年齢、性別、人種、宗教、市外局番、郵便番号、自宅住所、勤務先住所、請求書
送付先住所、信用情報、家族情報、所得情報、誕生日、出生地、使用者、肩書、就労日数
、及びユーザ特徴に関するその他の情報を含むことが可能である。例えば、ユーザ特徴「
使用者」を使用して、自動生成されたニュースヘッドラインの検索クエリから導出された
検索結果内のニュースヘッドラインの関連性を部分的に判定することが可能である。ユー
ザの使用者が自動車メーカーである場合には、自動車製造労働者の一時解雇に関するニュ
ースヘッドラインは、中国での通貨変動に関するヘッドラインよりも関連性が高いと判定
することが可能であり、ユーザのモバイル通信設備102への配信を優先させることが可能
である。同様に、ユーザの使用者のパラメータの結果として、該使用者の現在の株価に関
する検索クエリを生成すること及びその情報をユーザのモバイル通信設備102へ配信する

30

ことが可能である。
【００９８】
実施形態では、パラメータは、ユーザ履歴、ユーザ取引、地理的ロケーション、地理的
近接性、ユーザ装置、時刻、及びその他のユーザ特徴に関するものとすることが可能であ
る。例えば、ユーザに関するパラメータは、年齢(27)、性別(女)、以前のユーザ取引(ジ
ャズレコードの購入)、及び地理的ロケーション(ニューヨーク市)を含むことが可能であ
る。自動生成された検索は、１つ又は複数のユーザ特徴に対する関連性によってランク付
けされ、順序づけされ、索引付けされ、及び優先順位付けされた検索結果を返すことが可
能である。この例では、ユーザが若くて女性でニューヨーク市に居住しジャズレコードを
購入した経歴を有するという事実の結果として、ユーザのモバイル通信設備102へ配信す

40

るための関連するコンテンツの優先順位付けは、例えば、ジャズレコードを販売する小売
店、ニューヨーク市内にあるジャズレコードを販売する小売店、ユーザが歩いて行ける距
離にあるジャズレコードを販売する小売店、といった具合となる。
【００９９】
実施形態では、パラメータはまた、モバイル通信設備の特徴を含むことが可能であり、
該特徴は、表示能力、表示サイズ、表示解像度、処理速度、オーディオ能力、ビデオ能力
、キャッシュサイズ、ストレージ能力、メモリ容量、及びその他のモバイル通信設備の特
徴からなるグループから選択することが可能である。モバイル通信設備102に関する情報
は、ワイヤレスオペレータ、ワイヤレスサービスプロバイダ108、電気通信サービスプロ
バイダ、又はその他のモバイル通信設備102に関連するプロバイダにより提供することが

50

(25)

JP 5589163 B2 2014.9.17

可能である。更に、ジャズファンである上記ユーザの例では、ジャズアーティストの新し
いビデオが一斉に入手可能となった場合に、自動生成されたクエリが、ユーザのモバイル
通信設備102が適当なビデオ能力を有しているか否かを判定し、該モバイル通信設備102が
適当なビデオ能力を有している場合に、該ユーザに前記ビデオをダウンロードする機会を
提供することが可能である。
【０１００】
実施形態では、関連するモバイルコンテンツは、モバイル通信設備102上にローカルに
キャッシュすることが可能である。該ローカルにキャッシュされた情報を、新しい検索ク
エリに関する新しいコンテンツよりも先にロードすることが可能である。該ローカルにキ
ャッシュされた情報は、期限に関連づけることが可能であり、該期限は、日付、時刻、該

10

ローカルにキャッシュされた情報の以前の使用、又は該ローカルにキャッシュされた情報
の期限を決定する他の特徴とすることが可能である。例えば、地理的ロケーション及び時
刻のパラメータを使用すると、自動生成された検索クエリは、前記ロケーションの当日の
天気状況を含む結果を返すことが可能である。これらの結果は、同日の午後11:59という
期限でモバイル通信設備102上にローカルにキャッシュされている可能性がある。実施形
態では、キャッシュされているビデオ等のコンテンツを以前に見たことを利用して、該コ
ンテンツの許可された将来的な利用を判定することができる。例えば、キャッシュされた
ジャズアーティストのコンサートビデオをモバイル通信設備102上で５回だけ再生するこ
とを許可し、５回の再生後には該ビデオを期限切れにし、該ビデオを再び見るためには該
ビデオを購入すべきことをユーザに要求することが可能である。

20

【０１０１】
実施形態では、関連性は、少なくとも部分的に統計的な関連づけに基づくものとするこ
とが可能である。該関連性はスコアとすることが可能である。該統計的な関連づけは、モ
バイルコンテンツとモバイル通信設備102に関する情報との間の関連づけに関するものと
することが可能である。モバイル通信設備102に関する情報は、ユーザ履歴、ユーザ取引
、地理的ロケーション、地理的近接性、ユーザ装置、時刻、ユーザ特徴、又はモバイル通
信設備の特徴を含むことが可能である。ユーザ特徴は、年齢、性別、人種、宗教、市外局
番、郵便番号、自宅住所、勤務先住所、請求書送付先住所、信用情報、家族情報、所得情
報、誕生日、出生地、使用者、肩書、就労日数、及びその他のユーザ特徴からなるグルー
プから選択することが可能である。モバイル通信設備の特徴は、表示能力、表示サイズ、
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表示解像度、処理速度、オーディオ能力、ビデオ能力、キャッシュサイズ、ストレージ能
力、メモリ容量、及びその他のモバイル通信設備の特徴からなるグループから選択するこ
とが可能である。例えば、モバイル通信設備102は、地理的ロケーション（サンフランシ
スコ）、ユーザ履歴（以前に中華料理店に電話した）、及び時刻（午後７時）というパラ
メータに関連づけることが可能である。モバイル通信設備102は、検索クエリを自動生成
し、レストラン、又は中華料理店、又は場所がサンフランシスコであること、又は午後７
時に営業していること、又はそれらの幾つかの組み合わせに対するコンテンツの関連性に
基づいて、コンテンツの表示の優先順位付けを行うことが可能である。
【０１０２】
実施形態では、モバイル通信設備102に関する情報は、ワイヤレスオペレータ、ワイヤ
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レスサービスプロバイダ108、電気通信サービスプロバイダ、又はその他のモバイル通信
設備102に関連するプロバイダにより提供することが可能である。
【０１０３】
実施形態では、協調フィルタリングアルゴリズムの基本的な実施は、好ましいと評価し
た集合内のユーザの総数（好評度を含むことが可能）を記録することにより、又はサイト
を繰り返し訪問したユーザの数を記録することにより、製品、サービス、業務、取引、又
はウェブサイトの人気を追跡することを伴うものとなる。本質的に、このアルゴリズムは
、以前のユーザが何を好んだか、新たなユーザが何を好むか、を想定するものである。実
施形態では、加重平均プロセスを実施して、全体的なユーザデータセットについて全体的
に不人気なレーティングを有する製品を全員が高くランク付けしたユーザのサブグループ
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を切り出す。
【０１０４】
よりロバストな協調フィルタリング手順（K‑最近傍アルゴリズムとも呼ばれる）は、以
前のユーザの挙動に基づく「トレーニングデータセット」を使用して、新しいユーザから
なる「ターゲットデータセット」のメンバに対する関心変数を予測する。ユーザ嗜好デー
タに加えて、該トレーニングデータセットは、モバイル加入者特徴データベース中に含ま
れているような更なる予測変数（例えば、年齢、所得、性別、誕生日、又は出生地等）を
有することが可能である。関心変数は、購入した製品の種類や購入量等を含むことが可能
である。ターゲットデータセット中の各行（単一のユーザデータ）毎に、該アルゴリズム
はトレーニングデータセットの「K」最近傍メンバを探し出す。該アルゴリズムにより使

10

用される近接性すなわち距離は、一般にユークリッド距離を測度とするものである。次に
、該アルゴリズムは、K最近傍について関心変数の加重和を見つける（その重みは、計算
された距離の逆数である）。次いでこのプロセスが、ターゲットデータセット中の残りの
全ての行について繰り返される。この情報から将来の予測のためのモデルを導出すること
が可能である。ユーザ人口が増大した際に、新しい行を含むようにトレーニングデータセ
ットを更新し、これにより、予測モデルの改訂に使用するためのユーザ嗜好のあらゆる変
化を捕捉することが可能である。
【０１０５】
ユーザ嗜好グループの統計的なクラスタリングのために首尾良く使用することが可能な
他の方法には、加重多数決、ベイズ予測、ピアソン積相関、及び因子解析が含まれる。
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【０１０６】
上記で要約した協調フィルタリングの説明に加えて、以下のテキストは、協調フィルタ
リングに関する更なる情報のために参照することが可能なものである。
【０１０７】
Nakamura,A.及び Abe, N., 1998. Collaborative Filtering using Weighted Majority
Prediction Algorithms in: Proceedings of ICML'98, 395‑403. Morgan Laufman Eds.
（付録A参照のこと）
協調フィルタリング、又は他の方法により決定される様々な情報の他の優先的な処理に
加えて、又はそれらに代えて、非優先的又は客観的なタイプのデータを、モバイル通信設
備102のユーザに関する更なるターゲット検索結果に利用することが可能である。例えば
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、ユーザのロケーションは、GPSシステム（又は他のロケーションベースのサービス）を
介して決定することが可能であり、このロケーションを使用して、協調フィルタリングを
使用し又は使用せずに、結果をフィルタリングすることが可能である。実施形態では、時
刻、装置のタイプ、時刻に関連する活動、ロケーションに関連する活動、及びインボイス
活動といった要素を使用して検索を更にリファインすることが可能である。一実施形態で
は、かかる情報をカテゴリスタイルフィルタ（すなわちデータに基づいて結果を包含させ
又は排除するよう設計されたフィルタ）で使用することが可能である。一実施形態では、
かかる情報を協調フィルタアルゴリズムにより使用することが可能である。一実施形態で
は、協調フィルタアルゴリズムにおいて考慮することなく、かかる情報を使用して結果を
フィルタリングすることが可能である。
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【０１０８】
実施形態では、検索結果を取得する、検索クエリをリファインする、補正を行う、提案
を行う、検索クエリの非曖昧化を行う、結果をカテゴライズする、明示的又は暗黙的な検
索を実行する、フィルタリングを行う、協調フィルタリングを行う、又は本書で規定する
他のプロセスを実行する、といったプロセスで使用されるデータは、データベース（例え
ばリレーショナルデータベース）に格納することが可能である。実施形態では、データは
、検索し、関連づけし、リンクし、抽出し、若しくはその他の操作を行い、又は使用する
ことが可能である。かかるデータの関連づけ及び検索に関する更なる情報については、以
下の文献を参照されたい：IBM Almaden Research Center発行のSunita Sarawagi、Shiby
Thomas、Rakesh Agrawalによる Integrating Association Rule Mining with Relational
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Database Systems: Alternatives and Implications（付録B参照のこと）。
【０１０９】
推薦システムは、ユーザのプロファイルからの情報を使用して、ユーザが関心を示し得
る他の情報／製品に関する予測を行うことが可能である。推薦システムで使用されるデー
タは、明示的及び暗黙的なデータ収集の使用を介して取得することが可能である。明示的
な収集は、例えば、アイテムのレーティング、製品のランキング付け、嗜好の提示、及び
お気に入り又は気に入らないもののリストアップを直接行う、ユーザから収集したデータ
を意味している。暗黙的な収集は、例えばユーザ挙動の副産物（オンラインストアで見た
製品又は購入した製品等）として収集したデータを意味している。推薦システムは、収集
したデータを他から収集した類似するデータと比較し、アクティブなユーザのための推薦

10

アイテムのリストを算出することが可能である。
【０１１０】
提案は、ユーザがモバイル通信設備102に入力した各キーストロークに基づいて表示装
置172に生成することが可能である。ワイヤレスプラットフォーム100の全体的な性能を最
適化するために、提案は、モバイル通信設備102上にローカルにキャッシュし、及びサー
バ更新の実行と融合させることが可能である。更新はまた、ユーザのキーストロークを必
要とすることなくモバイル通信設備102のキャッシュメモリに供給することが可能である
。追加の提案は、人気、クエリ活動の頻度、コンテンツ内の頻度、コンテンツの頻度の加
速、購入の頻度、販売換算率、並びにこれらの指標の何れかに生じるあらゆる変化に基づ
いてコンテンツをランク付けすることにより、ユーザへ供給することが可能である。提案
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リストはまた、「Tyra Banks out of 1,2,3,」等の頻出する言葉を用いてデデュープし、
例えばタイトル、アーティスト、又はイエローページ式分類法又はその他の要旨編成によ
ってカテゴライズすることにより、導出することができる。この提案は、モバイル通信設
備102、モバイル加入者特徴112、結果設備、キャリアビジネスルール130、及び／又は検
索アルゴリズム設備144に固有のものとすることが可能である。提案は、Java(R)又はBREW
(R)アプリケーションで動的に表示させることが可能である。提案は、ブラウザ内に表示
させることも可能である。例えば、ユーザが、BR SPをクエリとしてタイプした場合、こ
れに応答するWAPページは、該ユーザがBritney Spears 又は Bruce Springsteen の入力
を意図したのか該ユーザに尋ねることが可能である。次いで、該ユーザは意図するクエリ
のリンクをクリックすることが可能となる。
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【０１１１】
推薦は、モバイル通信設備102、モバイル加入者特徴112、結果設備、キャリアビジネス
ルール130、及び／又はスポンサー設備144に固有のものとすることが可能である。他の関
連するコンテンツについてのユーザへの推薦の提供は、検索結果の表示172中に、又は検
索アイテムが選択された後に行うことが可能である。アイテム間の関係は、取引、検索、
及びクエリ挙動に基づくものとすることが可能であり、及び組み合わせ販売製品（例えば
、同じジャンル内のレコードアーティスト）又は追加の製品及びサービスのユーザへの提
案（例えば、ユーザの都市環境での映画チケットの購入に次ぐタクシーサービスの提案）
を含むことが可能である。クエリ分類は、イエローページ式分類法（例えば、レストラン
又は医師、又は５桁の数字が郵便番号であると推論するもの）を用いることが可能であり
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、及びモバイル通信設備102、モバイル加入者特徴112、配信設備、非曖昧化設備140、及
び／又はペアレンタル・コントロール150に固有のものとすることが可能である。ワイヤ
レスプラットフォーム100は、分類法に基づくクエリ分類にキーワードマッピングを使用
することが可能である。例えば、ユーザクエリ「ねじ回し」はカテゴリ「ハードウェア」
へマッピングすることが可能である。このキーワードマッピングは、モバイル通信設備10
2、モバイル加入者特徴112、配信設備、非曖昧化設備、及び／又はペアレンタル・コント
ロールに固有のものとすることが可能である。
【０１１２】
結果設備148は、一般的なコンテンツ及びサービス、特定のコンテンツカタログ、キャ
リアのプレミアムコンテンツ、キャリアのポータルコンテンツ、装置ベースの結果、又は
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家庭用コンピュータのデスクトップ検索結果を含むことが可能である。結果設備148で提
供される一般的なコンテンツ及びサービスは、ポッドキャスト、ウェブサイト、オンライ
ンで入手可能な一般的なイメージ、オンラインで入手可能な一般的なビデオ、MCF用にト
ランスコードされたウェブサイト、又はモバイルブラウザ設備用に設計されたウェブサイ
トを含むことが可能である。特定のコンテンツカタログは、旅行、道案内、地図上に表示
された結果、ホワイト及びイエローページ電話帳、映画の開演時間及びレビュー、比較シ
ョッピング及び製品レビュー、天気、株価、一般知識に関する質問、言葉の定義、辞典、
レストランのレビュー及び予約、WiFiホットスポットの場所、占星術、市外局番、郵便番
号、スポーツの得点表、フライト時刻、ファンタジースポーツの統計データ、ドリンクレ
シピ、引き取り路線、ジョーク、実店舗内の情報（例えば在庫リスト）、モバイルさいふ

10

、百科事典、アダルトコンテンツ、ギャンブルコンテンツ、及びFAQを含むことが可能で
ある。結果設備148で提供されるキャリアのプレミアムコンテンツは、着信音（短音、和
音、又はリアル音）、リングバック、音楽ストリーミング、MP3、ビデオ、ゲーム、スク
リーンセーバー、携帯電話用に設計されたイメージ、モバイルブック、又はその他のモバ
イルアプリケーションを含むことが可能である。キャリアのポータルコンテンツは、ニュ
ース（現在のトップ記事、エンターテイメント、ビジネス、テクノロジー、及び金融等）
、スポーツ、天気、株価、及び会計情報を含む。結果設備148で提供される装置ベースの
結果は、メッセージング（SMS、MMS、及びインスタントメッセージング等）、E‑mail、チ
ャット、PIM（アドレスブック）、及びモバイルさいふ用の通貨サービスを含むことが可
能である。最後に、家庭用コンピュータのデスクトップ検索結果は、テキスト文書、PDF
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（Portable Document Format）文書、注釈付き地図を含む様々な形式の地図、又は類似す
る設備、スプレッドシート、プレゼンテーション、写真及びイメージ、ウェブページ、E‑
mail、IM、及びチャットを含むことが可能である。
【０１１３】
検索結果の順序づけ及び表示は、モバイル通信設備102、モバイル加入者特徴112、配信
設備、非曖昧化設備、ペアレンタル・コントロール150、検索アルゴリズム設備144、キャ
リアビジネスルール158、及び／又はスポンサーシップ設備162に基づくものとすることが
可能である。表示するコンテンツの順序は、１カテゴリ内で入手できるコンテンツの量に
基づくものとすることも可能である。表示172は、モバイル通信設備102の画面サイズに基
づいて変更することが可能であり、及びサウンドその他のマルチメディアコンテンツは、
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モバイル通信設備102の能力に適合させることが可能である。コンテンツの順序づけ及び
表示は、コンテンツの種類、アーティスト、日付、又は概念（例えば、自動車としての「
Jaguar」又は動物としての「jaguar」）によって編成することが可能であり、また他のカ
テゴリをモバイル検索ホスト設備114内での推論から導出することが可能である。順序づ
けに加えて、コンテンツは、表示172内での重みづけによって強調し又は強調を減じるこ
とが可能である。例えば、重みづけは、サイズ、動き、対称性の欠如、派手な色、音、マ
ルチメディア、又はコンテンツを強調するための他の手段の使用を介して、生じさせるこ
とが可能である。スポンサードリンクの場合には、出来高最適化（例えばクリック×入札
費用）のための機会が存在し得る。
【０１１４】
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ペアレンタル・コントロール105の機能は、ユーザアカウントが作成される時点でワイ
ヤレスプロバイダ108により設定することが可能である。ペアレンタル・コントロールを
変更し又は修正するために、及びパスワード保護を入力し／変更するために、ウェブベー
スのインタフェイスを使用することが可能である。代替的に、ペアレンタル・コントロー
ルは、モバイル通信設備102内に含まれるインタフェイスを介して管理することも可能で
ある。
【０１１５】
プライバシー設備152は、慎重に扱うべきユーザデータを暗号化するための暗号化設備
といったユーザプライバシーを保護するための１つ又は２つ以上の設備を含むことが可能
である。該プライバシー設備152はまた、望ましくないコンテンツ（営利目的のメール、
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スパム、スパイウェア、ウィルス等）からユーザを保護するための設備を含むことが可能
である。プライバシー設備は、例えば、結果を露呈する前にかかるコンテンツをフィルタ
リングすることが可能であり、又は、別の実施形態では、ユーザの信用情報を露呈させる
可能性の低い、又は望ましくないコンテンツを返す可能性の低い、修正されたクエリを提
案することが可能である。プライバシー設備152は、ワイヤレスプロバイダ108とのセキュ
アチャネル（VPN等）と同様の態様で機能することが可能である。このセキュアチャネル
は、慎重に扱うべき情報をセキュアに共有することを可能にする。
【０１１６】
取引セキュリティ設備154は、更なるプライバシー及びペアレンタル・コントロール
設定、ワイヤレスショッピングの保護のための取引セキュリティ設定、及びディジタル著

10

作権の管理を含むことが可能である。実施形態では、かかる設備は、パスワードベースの
セキュリティ、パブリックキー／プライベートキー設備、又はモバイル通信設備102を使
用して実行されている取引の参加者の真正性を確保するための他の適当なセキュリティプ
ロトコルを含むことが可能である。
【０１１７】
ワイヤレスプロバイダ108のキャリアビジネスルール158は、モバイル検索ホスト設備11
4に関連するもの又はモバイル検索ホスト設備114に含まれるものとすることが可能である
。かかるルールは、ユーザがアクセスすることができるコンテンツ（例えば「ウォールド
・ガーデン」対「非ウォールド・ガーデン」）、スポンサーロゴ及びリンクが配置される
ユーザインタフェイス内の場所、設備が含まれるスポンサー、広告の棚卸しのルール、ユ
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ーザによる取引のカテゴリを許可し（例えば、アクセス条件、使用者コントロール、ペア
レンタル・コントロール等）オークションを管理するルールを支配することが可能である
。検索結果で生じる複製情報の例では、好適なプロバイダのコンテンツに他よりも高い優
先順位を与えることが可能である。
【０１１８】
モバイル通信設備102上に存在する音声認識160に加えて、モバイル検索ホスト設備114
内に音声認識を含めることが可能であり、該音声認識は、精確な音声認識のために、ソフ
トウェアアルゴリズム及びハードウェアベースのソリューションの両者を使用することが
可能である。
【０１１９】
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スポンサーシップ設備162は、関連するユーザに対してコンテンツを表示するための料
金をワイヤレスプロバイダ108に支払ったスポンサーからのプレミアムコンテンツを格納
する。スポンサーの情報は、ユーザが訪問したウェブサイトへリンクさせ（すなわちペイ
・パー・クリック）又は電話にリンクさせる（すなわちペイ・パー・コール）ことが可能
である。スポンサー情報は、テキストのみ、写真という形のグラフィック情報、グラフィ
ックアートデザイン、又はビデオ、並びにそれらの様々な組み合わせの情報を含むことが
可能である。スポンサー情報はまた、対話型ソフトウェアアプリケーション（すなわちゲ
ーム）又は特殊な着信音（例えばジャム音）という形をとることが可能である。スポンサ
ー情報は、該スポンサー情報と、ユーザの検索クエリ、結果リスト、アイテム又はカテゴ
リ、及びユーザが訪問したウェブサイトとの関係に基づいて、ユーザに対して表示するこ
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とが可能である。ウェブページは、シンジケート広告のためのコンテンツ又はシンジケー
ト広告のためのリンクを表示することが可能である。更に、図１に示すワイヤレス検索プ
ラットフォーム100は、上述した種類のスポンサー情報を別個のデータベース128に収容す
ることが可能である。
【０１２０】
暗黙的クエリ設備164は、明示的検索クエリではなくユーザ活動に基づいて関連するコ
ンテンツの表示をユーザに提供する。例えば、GPSデータでは、ロケータ設備110は、携帯
電話のユーザがスポンサーのレストランの近くにいることを示すことができる。更に、モ
バイル通信設備102及び／又はワイヤレス通信設備に含まれる時計は、夜であることを示
すことが可能である。予測アルゴリズムは、この情報を組み合わせて、ユーザが該ユーザ
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の近くにあり夕食を買うことができるレストランに関心を示しているという暗黙的クエリ
を作成し、次いで該ユーザのモバイル通信設備102へコンテンツを配信して直ちに表示さ
せることが可能である。他の暗黙的クエリは、同様に、ユーザのペアレンタル・コントロ
ール150、キャリアビジネスルール158、及び結果設備148のうちの１つ又はそれらの組み
合わせに基づくものとすることが可能である。
【０１２１】
図１に示すワイヤレス検索プラットフォーム100は、インターネットに接続されたサー
バ134及びデータベース138を含むことが可能である。インターネットを介してワイヤレス
プラットフォーム100に接続されたデータベース138は、ユーザが取引する個々のビジネス
ウェブサイト等の情報を格納することが可能である。
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【０１２２】
図１に示すワイヤレス検索プラットフォーム100は、ワイヤレスキャリアビジネスルー
ル130を格納するデータベースを含むことが可能である。キャリアビジネスルール130は、
ワイヤレスプロバイダ108の経済的関心またはスポンサー128の重要性に基づいて広告コン
テンツ（以下のウォールド・ガーデン・コンテンツ132を参照のこと）を優先順位付けす
ることが可能である。更なるキャリアビジネスルール130は、本書又は引用した文献に記
載されているものを含むことが可能である。
【０１２３】
図１に示すワイヤレス検索プラットフォーム100は、「ウォールド・ガーデン」コンテ
ンツ132を格納したデータベースを含むことが可能である。ウォールド・ガーデン・コン
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テンツ132は、ワイヤレスプロバイダ108が例えばユーザのクリックスルー又はコンテンツ
のダウンロード（例えば、着信音、壁紙、リングバック、音楽、ビデオ）に基づいて更な
る収益を導出するコンテンツとすることが可能である。この更なる収益のため、ワイヤレ
スプロバイダ108は、そのキャリアビジネスルール130を介して、この有益なコンテンツに
対し、それと等しい関連性を有するがワイヤレスプロバイダ108にとって経済的な利益の
ない検索結果よりも高い優先順位を与えることを保証することが可能となる。
【０１２４】
図２は、ユーザクエリを操作してユーザに配信される結果を生成するための複数のプロ
セスを示す概略図200である。図示の実施形態では、クエリモード202に入る。該クエリモ
ードは、アクティブなユーザにより入力された明示的クエリという形をとることが可能で
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あり、又はユーザによってではなく該ユーザ及び／又は該ユーザの挙動（例えばGPSロケ
ーション）に関連する何らかの特徴によって開始される暗黙的クエリとすることが可能で
ある。ユーザにより明示的に行われるクエリ入力208の開始は、関連する暗黙的クエリ204
から導出される更なる情報と対にすることが可能である。クエリ入力208の明瞭さに応じ
て、更なる処理に先立ち、クエリの訂正244、非曖昧化242、又はカテゴライズ254を行う
必要がある可能性がある。クエリ入力208の開始がテキストではなく声により行われる場
合には、これを音声認識252プログラムと連携させることが可能である。検索を最適化さ
せるために使用される一部又は全てのプロセスはモバイル通信設備に関する情報（例えば
、モバイル加入者特徴情報、ロケーション、時刻、フィルタアルゴリズム等）を使用して
リファインすることが可能である。
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【０１２５】
最初の明示的及び／又は暗黙的クエリが作成されると、該クエリ212が処理されて最初
の結果が取り出される214。クエリ212と最初に取り出された結果214は、更なるフィルタ
リング258及び集約260を受けることが可能である。ウォールド・ガーデン・コンテンツ26
2及びスポンサードコンテンツ220をクエリ212に添付して、あつらえの結果222をユーザへ
提示することが可能である。該結果222は、次いで更なるスポンサー224のメッセージ及び
広告の配布をトリガすることが可能である。ペイ・パー・クリック（PPC）スポンサー228
からの情報を該結果にリンクさせて、スポンサーのサービス、電話番号、住所、営業時間
、及び販売等についてユーザが迅速に知ることを可能にすることができる。クエリ入力の
開始(208)が、例えばリダイレクション(250)を受けた場合には、クエリステージ212に戻
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り、又は該クエリに基づく結果222を直ちにユーザに提示することが可能である。結果が
取り出されると、その表示172に先立ち、スパイダーを使用してモック互換性試行を実行
することにより、ユーザのモバイル通信設備102との互換性についてコンテンツをテスト
することが可能であり、該モック互換性試行中には、多岐にわたる市販のワイヤレス通信
設備（ユーザのモバイル通信設備102のタイプを含む）の処理特性がエミュレートされて
、結果セット内のコンテンツのうちユーザのモバイル通信設備102と互換性のあるものが
判定される。
【０１２６】
クエリ結果222は、表示(232)に先立って順序づけする(230)ことが可能であり、該順序
づけは、例えば、スポンサー224、モバイル加入者特徴、モバイル通信設備に関する情報

10

、ロケーション、キャリアルール、フィルタ結果、及び／又はウォールド・ガーデン262
の特性に基づいて行うことが可能である。結果222が表示される(232)と、ユーザは、その
情報を用いて対話／取引234を行う（例えば、発呼する、リンクをクリックする、又はオ
ンライン注文をする）ことが可能となり、次いで該対話／取引234が図１に示すワイヤレ
スプラットフォーム100を介してワイヤレスに配信される(238)。
【０１２７】
図１を再び参照すると、ワイヤレス通信設備104は、機器筐体、アンテナ、アンテナ支
持構造、及び、無線、マイクロ波、又はその他の通信のための信号の受信又は送信に使用
される他の関連する設備とすることが可能である。アンテナは、ポール、パネル、ロッド
、反射盤、又は無線信号の送信又は受信に使用される同様の装置を含むことが可能である
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。アンテナは、無線信号を360度の放射パターンで送受信する全方向式アンテナ（「ホイ
ップ」アンテナ等）、無線信号を360度未満の特定の指向特性で送受信する指向性アンテ
ナ（「パネル」アンテナ等）、又はパラボラアンテナ（「ディッシュ」アンテナ等）、特
定の指向特性で無線通信信号の送受信を行うボウル形装置とすることが可能である。ワイ
ヤレス通信設備に含めることが可能な他のアンテナは、支持構造を除いた高さ又は幅が約
30cm（12インチ）未満のテストモバイルアンテナ及びグローバルポジショニングアンテナ
等の副アンテナ装置である。
【０１２８】
１つ又は２つ以上のワイヤレスプロバイダ108は、単一のワイヤレス通信設備104上に機
器を取り付けることが可能である。
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【０１２９】
ワイヤレス通信設備を構成することが可能な他の装置の例として、格子型塔、アンテナ
及び関連する機器を支持するための金属製の交差ストリップ又はバーからなるワイヤレス
通信支持構造、支持構造からなるワイヤレス通信設備104であるモノポール、並びに音声
及びデータの送受信の助けとなる全ての機器を含む関連する機器が挙げられる。かかる機
器は、ケーブル、導管及びコネクタ、支柱、モノポール、格子型塔、木製支柱、又はガイ
ドタワーを含むことが可能である（但しこれらには限定されない）。
【０１３０】
ワイヤレスプロバイダ108は、ワイヤレス通信サービスを提供する、営利目的の、非営
利目的の、又は政府の団体を含むことが可能である。ワイヤレスプロバイダ108は、セル
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ラー、AWS（Advanced Wireless Services）スペクトル、広帯域PCS、狭帯域PCS、ページ
ング、ワイヤレス通信（WCS）、ワイヤレス医療用遠隔測定法（WMTS）、特殊化モバイル
、私有地用モバイル、海上用モバイル、小電力無線サービス（LPRS）、狭域通信（DSRC）
、218‑219MHz、220MHz、700Mz保護周波数帯、空地（Air‑Ground）、アマチュア、航空、
基本的な交換電話、広帯域無線サービス（BRS）、市民無線（CB）、商用免許プログラム
、教育用広帯域サービス（EBS）、家庭用無線サービス（FRS）、一般的な移動無線、工業
用／業務用無線プール、高度道路交通システム（ITS）、ITFS（Instructional Televisio
n Fixed

See）、教育用広帯域幅サービス、下位700MHz、医療用移植通信（MICS）、マイ

クロ波、ミリ波70‑80‑90GHz、マルチポイント配信（MDS/MMDS）、多目的無線サービス（M
URS）、オフショア、パーソナルロケータビーコン（PLB）、パーソナル無線、公安、ラジ
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コン無線サービス（R/C）、及び地方サービス等を含む（但しこれらには限定されない）
多岐にわたるワイヤレス技術及び／又はスペクトルを利用したサービスを含むことが可能
である。
【０１３１】
ロケータ設備は、モバイル通信設備102と共に動作して、該モバイル通信設備の現在の
地理的ローケーション又はその他のロケーションを識別することが可能である。ロケータ
設備110は、例えば、地理的にタグ付けされた個人識別データ又は個人識別データの使用
を介してワイヤレス装置の地理的ロケーションを特定するために使用することが可能であ
る。地理的にタグ付けされた個人識別データは、ロケーションベースのサービスの使用を
介して特定のロケーションにリンクされた個人識別データを示すものである。個人識別デ

10

ータは、個人を一意に且つ確実に識別するために使用することができる情報であり、名前
、住所、電話番号、E‑mailアドレス及びアカウント、又はその他の個人識別番号、並びに
個人を識別するためにリンクされたあらゆる関連データ（例えば、ワイヤレスプロバイダ
108により格納されているアカウントデータ）を含む（但しこれらには限定されない）。
地理的なロケーションに加えて、又はそれに代えて、ロケータ設備110は、他のユーザに
対する近さ、ネットワークロケーションに対する近さ、又は他のユーザに対する（例えば
直線上の）位置といった、他のロケーションを識別することが可能である。
【０１３２】
上述のように、モバイル加入者情報は、モバイル加入者特徴データベース112内にアク
セス可能な形で格納することが可能である。該情報は、モバイル通信設備102、ワイヤレ

20

スプロバイダ108、又は他のユーザ及び／又は該情報の操作者から、直接アクセスするこ
とが可能である。更に、モバイル加入者データベース112には、モバイル通信設備102、モ
バイル通信設備のユーザ（例えば、ワイヤレスサービスプロバイダ108の顧客）、及びワ
イヤレスサービスプロバイダ108又はその他の有用な情報のソースに関連する情報をロー
ドすることが可能である。モバイル加入者情報は、モバイル通信設備102に関する情報と
連携して使用することが可能である。例えば、モバイル加入者情報は、モバイル通信設備
を使用した所望の検索ターゲットへのユーザの一層良好なアクセスに資するために使用す
ることが可能である。実施形態では、ユーザは、キーワード（又は非曖昧化された語句、
修正された語句、提案された語句、又は本書に記載するその他の語句）に基づいて検索を
実行することが可能であり、モバイル加入者特徴情報の一部又は全てを、特定のユーザに
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対して検索をリファインし又はカスタマイズする一方法として、前記キーワードに加えて
使用することが可能である。例えば、ユーザの年齢、ロケーション、時刻、過去のモバイ
ル通信設備のトランザクション（例えば、発呼、クリック、又はクリックスルー）を使用
して、該ユーザが一層関心を示すものを予測することが可能である。実施形態では、価値
のあるものとして予測された情報を検索結果の上部にリストアップすることが可能であり
、かかる情報は、生成された結果のみとすることが可能であり、又は何らかの態様で強調
することが可能である。モバイル加入者特徴情報は、例えばアルゴリズム設備144と連携
して使用することが可能である。モバイル加入者特徴情報は、カテゴリフィルタ、又はか
かる情報に従って検索結果をリファインするために使用される他のフィルタと連携して使
用することが可能である。
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【０１３３】
別の例として、モバイル加入者特徴データベース112内に格納されているモバイル加入
者情報は、本書で更に詳細に説明するように暗黙的検索で使用することが可能である。ワ
イヤレスプロバイダは、ユーザのロケーション、時刻、（例えば、モバイル通信設備102
に関する他のトランザクション（例えば電話活動又はウェブ活動）の解釈を介して）好き
嫌いに関する情報を取得することが可能であり、及びワイヤレスプロバイダは、モバイル
通信設備に明らかに関係する情報のダウンロードを、かかる情報をユーザが欲することを
見込んで、容易化することが可能である。例えば、ロケーション設備110は、モバイル通
信設備のロケーションを特定することが可能である。該ロケーションには、該ロケーショ
ンが特定された時刻を関連づけることが可能である。該ロケーション情報には、モバイル
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通信設備に関する電話番号を介して、他のモバイル加入者特徴情報を関連づけることが可
能である。ロケーションは、マサチューセッツ州ケンブリッジのハーバード・スクエアと
することが可能である。時刻は、午後6:30とすることが可能であり、ユーザは、それとほ
ぼ同じ時刻に過去２ヶ月で10回中華料理店へ電話をかけている場合がある。これは、以前
のクエリに基づいて又は発呼の履歴により判定することが可能であり、次いでこれを逆検
索して将来のクエリに対する関連性をチェックすることが可能である。
【０１３４】
この情報を使用して、システムは、ユーザが中華料理店での夕食に関心を持っていると
推論し、ハーバードスクエアの地域における中華料理店に関する情報をダウンロードする
ことが可能である。更に、夕食カテゴリ又はその他の結果に関する情報を提示することが

10

可能である。実施形態では、この一群のユーザ関連情報を、スポンサーデータベース128
に格納されているスポンサー情報と関連して使用して、ユーザへ提示する結果の一部又は
全てをスポンサード情報とすることが可能である。スポンサー情報は、ユーザ関連情報に
基づく検索結果オークションの結果とすることが可能であり、又はスポンサー情報は、例
えばスポンサードリンクがペイ・パー・コール・スポンサードリンクである、地方のレス
トランに関連するものとすることが可能である。
【０１３５】
（明示的又は暗黙的な）情報又はその他の形態の検索のためにモバイル通信設備でモバ
イル加入者特徴情報を使用することができる多数の方法が存在し、幾つかのかかる実施形
態を以下で一層詳細に示す。
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【０１３６】
上述のように、スポンサーデータベース128は、情報の検索、情報の提示、情報のアク
セス、又はモバイル通信設備102に関連する他の活動で使用するように該スポンサーデー
タベース128内にアクセス可能な形でスポンサー情報を格納することが可能である。実施
形態では、スポンサー情報は、シンジケートスポンサーリンク、広告、コンテンツ、又は
モバイル通信設備102に関する他の情報を提示するために使用することが可能である。
【０１３７】
スポンサー提供の結果は、モバイル通信設備102上の広告スペースのためのオークショ
ンの結果としてモバイル通信設備102のユーザへ提示することが可能である。該オークシ
ョンは、キーワードベース、関係ベース、フレーズベース、又はアルゴリズムベースのも
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のとすることが可能であり、又は検索クエリ又は問い合わせに関する、情報、サイト、コ
ンテンツ等を関連づける他の何らかのシステムとすることが可能である。例えば、モバイ
ル通信設備102のユーザは、検索クエリを入力することによりネットワーク検索を行うこ
とが可能であり、該クエリ、又は何らかの関連する形のクエリ（例えば、クエリの非曖昧
化、クエリの訂正、クエリに関する提案）は、最高入札者がそのコンテンツを広告するた
めの高い権利を受けるオークションを介して処理することが可能である。コンテンツは、
モバイル通信設備に関する表示装置上にスポンサードリンクとして提示することが可能で
ある。該スポンサードリンクは、強調表示し、優先順位付けし、又はその他の態様で提示
することが可能である。実施形態では、スポンサード情報は、モバイル通信設備のユーザ
が訪れたサイト上に提示することが可能である。例えば、ユーザは、スポンサードリンク
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以外のリンクをクリックする可能性がある。そのウェブサイトコンテンツがモバイル通信
設備上に表示された際に、スポンサードリンクに関する情報もまた表示することが可能で
あり、これにより、ユーザがスポンサードリンクをクリックする更なる機会が提供される
。
【０１３８】
実施形態では、モバイル通信設備102のユーザは情報の検索を行うことが可能であり、
又は、関連情報の検索（例えば暗黙的検索）を、ユーザがかかる情報を欲していることを
見込んで行うことが可能であり、及び提示される結果には、スポンサードリンク、コンテ
ンツ、又はその他の情報を含めることが可能である。スポンサードコンテンツは、オーク
ション（例えば、キーワードベースのオークション、アルゴリズムベースのオークション
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、ロケーションベースのオークション、モバイル加入者特徴ベースのオークション、又は
検索クエリからの情報等の情報が他の情報（ロケーション又はモバイル加入者特徴等）と
組み合わされる組み合わせオークション）の結果とすることが可能であり、及び優先順位
付けされた態様、強調表示された態様、独占的な態様、又は他の何らかの態様で、モバイ
ル通信設備に関連する表示装置上に提示し及び表示することが可能である。
【０１３９】
実施形態では、スポンサー情報は、オークションの結果としてモバイル通信設備102に
提示することが可能である。実施形態では、スポンサー情報は、ペイ・パー・コール・リ
ンク又はコンテンツとして提示することが可能である。ペイ・パー・コールの実施形態で
は、モバイル通信設備102上に情報を掲示する権利のためのオークションが存在しなかっ
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可能性がある。情報は、それが関連すると思われるため、又は他の何らかの理由により、
提示された可能性がある。かかる場合には、スポンサーに関連する特別な電話番号をモバ
イル通信設備のユーザに提示することが可能である。該特別な電話番号に電話がかけられ
た際に、該電話の受け手（例えば、製品又はサービスのベンダ）には、該電話を受けて該
情報の掲示者（例えば、ワイヤレスサービスプロバイダ）に手数料を支払うか又は該電話
を拒否するかの選択肢が提示される。別の幾分か類似するシナリオでは、ベンダは、最初
の電話を無料で受け、又は該電話について後に代金を支払い又は請求されることが可能で
あるが、リフェラルが所望される場合には将来のかかる料金を受け入れなければならない
。モバイル通信設備102のユーザは、該モバイル通信設備102のアドレスブックにスポンサ
ード又はリフェラル電話番号を格納することが可能であり、該電話番号が発呼される度に
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ワイヤレスサービスプロバイダがその紹介料の支払いを受けることが可能である。実施形
態では、リフェラル／スポンサー料は、使用と共に高くし、使用と共に安くし、又は使用
と共に一定に維持することが可能である。実施形態では、リフェラル／スポンサー料は、
時刻その他のパラメータと共に変更することが可能である。実施形態では、ペイ・パー・
コール電話番号は、オークションプロセスの結果である。広告シンジケートは、モバイル
通信設備102、モバイル加入者特徴112、配信設備、及び／又はペアレンタルコントロール
150によって分割することが可能である。
【０１４０】
本発明の特徴は、ウェブサイトがモバイル通信設備（例えば携帯電話）へ提示される際
に該ウェブサイトにモバイルコンテンツを追加することが可能なシンジケーションプログ
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ラムに関するものである。かかるシンジケーションは、ワイヤレスオペレータ、ワイヤレ
スサービスプロバイダ、若しくは電気通信プロバイダによって決定することが可能であり
、又はオプトインプロセスを介してウェブサイトの所有者の判断で行うことが可能である
。該オプトインプロセスは、ワイヤレスプロバイダ、モバイル検索プロバイダ、又はその
他の関連する団体への入会を伴うことが可能である。該オプトインプロセスはまた、ウェ
ブサイト上のタグの挿入を伴うことが可能である。モバイルコンテンツは、指定されたUR
L又は複数のURLについて、ウェブサイトページに自動的に追加することが可能である。該
モバイルコンテンツの追加は、モバイルコンテンツが配置されることになるページ上への
指示を伴うことなく行うことが可能である。タグその他の符号化情報をウェブサイト内に
含ませて、モバイル通信設備への配信時に該サイト上の何処にモバイルコンテンツを配置
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すべきかを示すことが可能である。シンジケーションプロセスは、コンテキストベースの
関連性、又は挙動ベースの関連性とすることが可能であり、又は関連するモバイルコンテ
ンツをサイトに関連づける２つの技術の組み合わせに基づくものとすることが可能である
。サーバアプリケーション（例えば、WAPサーバアプリケーション、WAPゲートウェイ、モ
バイルアプリケーションゲートウェイ等）は、ウェブサイトがタグ付けされていてもタグ
付けされていなくても、モバイル通信設備への配信時にモバイルコンテンツを該ウェブサ
イトへ自動的に追加することが可能である。該モバイルコンテンツは、ウェブコンテンツ
配置オークション、又は、提示中にどのコンテンツをキーワード、話題、及びウェブサイ
ト等に関連づけるかを判定するための他のプロセスを伴うことが可能である。
【０１４１】
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ウェブサイトに対するモバイルコンテンツの自動的なシンジケーションは、シンジケー
ションに使用することができるモバイルコンテンツの関連性を判定するためにウェブサイ
トに関するコンテキスト情報を使用することに少なくとも部分的に基づくものとすること
が可能である。ウェブサイトに関連づけることができるコンテキスト情報は、該ウェブサ
イト上に配置されているキーワード、用語、又はフレーズ、該ウェブサイトへのインバウ
ンドリンク、該ウェブサイトからのアウトバウンドリンク、該ウェブサイトに関するクリ
ックパターン及びクリックスルー（該ウェブサイト上に現れるスポンサードコンテンツに
関するクリックパターン及びクリックスルーを含む）、メタデータ、ウェブサイトを使用
する時刻、時間、深さ、及び頻度を含むウェブサイトの使用パターン、該ウェブサイトの
ホスト、該ウェブサイトに関する検索バーティカル、及びウェブサイトのコンテンツのそ

10

の他の兆候を含むことが可能である。
【０１４２】
ウェブサイトに関するコンテキスト情報は、関連性に少なくとも部分的に基づくウェブ
サイトに対するシンジケーション及び提示のために利用することができるモバイルコンテ
ンツに関連づけることが可能である。シンジケーションに利用できるモバイルコンテンツ
は、ワイヤレスオペレータ、ワイヤレスサービスプロバイダ、電気通信プロバイダ、及び
モバイル検索プロバイダ等により提供されるコンテキストシンジケーションプログラムに
参加しているモバイルコンテンツのスポンサーのプールから導出することが可能である。
代替的に、シンジケーションに利用できるモバイルコンテンツは、コンテキストシンジケ
ーションプログラムの外部から導出し、及びコンテキストシンジケーションプログラムの

20

潜在的な参加者に提示するためのモバイルスポンサーキャンペーンの生成に使用すること
が可能である。
【０１４３】
ウェブサイト及びシンジケーションに利用可能なモバイルコンテキストに関するコンテ
キスト情報の関連性は、関連性スコアの使用を介して示すことが可能である。該関連性ス
コアは、コンテキストウェブサイトデータパラメータとモバイルコンテンツパラメータと
の間の統計的な関連性の数値的な概略とすることが可能である。該関連性スコアは、ワイ
ヤレスオペレータ、ワイヤレスサービスプロバイダ、モバイル検索プロバイダ、又は電気
通信サービスプロバイダによってモバイルコンテンツに割り当てられた独自のスコアとす
ることが可能である。ウェブサイトに関するコンテキストデータパラメータは、リストで
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標準化することが可能である。モバイルコンテンツは、コンテキストデータパラメータリ
スト内の各要素毎に関連性スコアを受容することが可能である。例えば、着信音ダウンロ
ード広告等のモバイルコンテンツは、複数のウェブサイトの各々毎に関連性スコアを受容
することが可能である。「エンターテイメント」ウェブサイトは、「天気」ウェブサイト
よりも高い関連性スコアを受容することが可能である。同様に、「音楽」に関するインバ
ウンドリンクのコンテキスト情報は、「ペット」に関するインバウンドリンクよりも高い
関連性スコアを受容することが可能である。人気の中国語の歌から導出した着信音に関す
るモバイルコンテンツは、「サーバホスト＝アルゼンチン」よりも「サーバホスト＝中国
」のコンテキスト情報について一層高い関連性スコアを受容することが可能である。また
、コンテキスト情報パラメータ「キーワード＝着信音」又は「キーワード＝音楽ダウンロ
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ード」は、着信音に関連するシンジケートされたモバイルコンテンツに一層高い関連性を
有するものとしてスコアづけすることが可能である、といった具合である。シンジケート
化モバイルコンテンツの関連性スコアは、モバイルコンテンツ関連性辞書に格納すること
が可能である。
【０１４４】
ウェブサイトに対してモバイルコンテンツを自動的にシンジケート化するプログラムは
、ウェブサイトに関するコンテキスト情報に対するモバイルコンテンツの関連性に基づく
ものとすることが可能である。モバイルコンテンツのシンジケート化の自動化は、ウェブ
サイトに関する関連する電子的な情報（例えばメタデータ）に少なくとも部分的に基づく
ものとすることが可能である。メタデータ内に含まれるのは、ウェブサイトのコンテキス
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トデータパラメータのモバイルコンテンツデータパラメータとの関連性に関する情報とす
ることが可能である。メタデータが関連性情報を含むことができる態様に関する多数の例
のうちのほんの一部として、ウェブサイトへの関連性を示すメタデータ（例えば「着信音
」）、及びウェブサイトに対してモバイルコンテンツをシンジケート化するために必要な
コンテキストデータパラメータに関する最小の関連性スコアを示すメタデータ等が含まれ
る。メタデータは、ウェブサイトに対する関連するモバイルコンテンツを識別し、受容し
、及び提示するために、モバイルコンテンツ関連性辞書と連絡することが可能である。
【０１４５】
実施形態では、ウェブサイトに関連する団体が、自動シンジケーションプログラムにオ
プトインすることが可能である。該オプトインは、ワイヤレスオペレータ、ワイヤレスサ

10

ービスプロバイダ、モバイル検索プロバイダ、又は電気通信プロバイダに関連して行うこ
とが可能である。該オプトインは、セルフサービスウェブサイトを介して、自動シンジケ
ーションプログラムを実行する団体を介して、地上で郵送された勧誘書を介して、電話勧
誘を介して、又はウェブサイトタグ等を介して行うことが可能である。ウェブサイトに関
する団体が該プログラムにオプトインすると、該自動シンジケーションプログラムは、自
動シンジケーションを開始させるために該団体のウェブサイト内の電子的なタグの関連づ
けを行うことが可能である。自動シンジケーションプログラムは、WAPサーバ、WAPゲート
ウェイ、モバイルアプリケーションゲートウェイ、リモートサーバ、及びモバイル通信設
備（例えば電話機）にページを提供するサーバ等と連携して動作することが可能である。
実施形態では、オプトインプロセスは、ターゲットウェブサイトをシンジケーション指示
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タグでタグ付けすることを伴う。例えば、ウェブサイトオペレータは、モバイル通信設備
（例えば電話機）へ提示された際にシンジケートされるべきことを示すシンジケーション
指示タグでウェブサイトをタグ付けすることが可能である。該タグはまた、ページ上のモ
バイルコンテンツの位置を示すことが可能である。オプトインウェブサイトは、タグを挿
入せず、及びモバイルコンテンツがページ上に自動的に現れることを可能にするように、
選択することが可能である。モバイル通信設備へウェブサイトをダウンロードするよう設
計されたサーバアプリケーション（例えばWAPサーバ、WAPゲートウェイ、及びモバイルア
プリケーションゲートウェイ等）は、ウェブサイトを読み込んでシンジケーション指示タ
グを探すことが可能であり、又は参加（オプトイン）するよう要求されたURLのデータベ
ースにウェブサイトロケーションを関連づけることが可能である。サーバは、サイトがシ
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ンジケート化モバイルコンテンツを含むべきことを確認すると、該サーバは、該ウェブサ
イトにモバイルコンテンツを自動的に追加する。該サイトのタグ付けのプロセスは、ワイ
ヤレスプロバイダサイト又はモバイル検索プロバイダサイトへ行って適当なタグを取得す
ることを含むことが可能である。実施形態では、タグは、任意数の様々な団体又は情報源
によって提供することが可能である。例えば、タグは、サードパーティのタグ付けウェブ
サイトにより提供することが可能である。実施形態では、タグの形式は既知のものとする
ことが可能であり、該タグをサイト管理者が挿入することが可能である。
【０１４６】
自動シンジケーションプログラムは、ウェブサイトの団体に提供される、均一料金、歳
入分与、又は無料サービスのプログラムとすることが可能である。自動シンジケーション
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プログラムは、ウェブサイトの団体へ提供される料金分配サービスプログラムを含むこと
が可能であり、この場合には、該団体は、ワイヤレスオペレータ、ワイヤレスサービスプ
ロバイダ、電気通信プロバイダ、自動シンジケーションプログラムを実行するモバイル検
索プロバイダ、サーバサービスプロバイダ、及び／又はトランザクションに含まれるその
他の団体と、収益を分かち合うことになる。料金は、自動シンジケーションプログラムに
参加しているモバイルコンテンツのスポンサーから得ることが可能である。料金は、モバ
イルコンテンツのスポンサー、競争入札プロセス、オークション、又は均一料金サービス
等から得られる。料金体系及び競売は、データパラメータに関連する関連性スコアに基づ
くものとすることが可能である。
【０１４７】
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実施形態では、ウェブサイトは、シンジケーションのためにタグ付けすることが可能で
あり、及び無料、均一料金、歳入分与方式、又はサーバアプリケーションがウェブページ
をシンジケートする際に行う他の方式をとることが可能である。ウェブサイトをシンジケ
ートするために使用されるコンテンツは、オークションその他のかかる方式を介して提供
されたものとすることが可能であり、シンジケーションアプリケーションについて受容さ
れる料金は、サイト所有者、モバイル通信設備へサイトを配信するワイヤレスプロバイダ
、サーバオペレータ、及び／又はトランザクションに含まれる他の団体を含む、多数の団
体と分かち合うことが可能である。
【０１４８】
代替的に、ウェブサイトにシンジケートされるモバイルコンテンツは、ウェブサイトの
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み又はウェブサイトのみよりも広範な一組のコンテンツを検索することを可能にする、検
索ボックスを含むことが可能である。
【０１４９】
ウェブサイトに関連するコンテキスト情報に基づき自動シンジケーションプログラムに
関して上述したように、自動シンジケーションプログラムは、モバイル通信設備のユーザ
に関する挙動情報に基づくものとすることが可能である。挙動情報に基づく自動シンジケ
ーションプログラムでは、モバイルコンテンツの関連性スコアは、ユーザ履歴、トランザ
クション履歴、地理的ロケーション、ユーザ装置、時刻、モバイル加入者特徴、モバイル
通信設備特徴、及び／又は本書に記載するような他のユーザ情報のうちの少なくとも１つ
を含む（但しこれらには限定されない）ユーザの挙動データパラメータに基づくものとす
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ることが可能である。モバイル通信設備は、電話機、携帯電話、セルラー電話、及びGSM
電話とすることが可能である。
【０１５０】
本書の実施形態の多くはシンジケート化されたウェブサイトに関連して説明されている
が、かかる技術は他の形態のネットワークコンテンツにも適用されることが理解されよう
。例えば、該技術は、ウェブページ、ウェブページの一部、イメージ、ビデオ、映画、ス
キン、グラフィカルユーザインタフェイス、プログラムインタフェイス、ウェブコンテン
ツ、ダウンロード可能コンテンツ、及びその他のかかるコンテンツのシンジケーションに
使用することが可能である。
【０１５１】
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実施形態では、キャリアルールデータベースは、検索技術、検索手法、検索可能コンテ
ンツのロケーション、ウォールド・ガーデン・ルール、ガーデン外ルール、ネットワーク
外検索ルール、ネットワーク内検索ルール、検索結果提示ルール、スポンサー提示ルール
、スポンサー検索ルール、スポンサールール、コンテンツ提示ルール、及び、モバイル通
信設備102上での情報の検索、表示、順序づけ、及び／又は提示に関連する他の情報及び
ルールに関する情報を含む。
【０１５２】
キャリアビジネスルールは、例えば、検索語の非曖昧化又は訂正を如何に行うか、入力
され又は提出されたクエリの結果としてどの検索語を提案すべきか、如何なる結果を如何
なる順序で提示すべきか、又は如何なるスポンサーを選択し又は提示すべきか、について
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の案内を提供することが可能である。キャリアビジネスルールは、ネットワーク内データ
ベース（例えばウォールド・ガーデン・コンテンツ132）を検索すべき場合、及びネット
ワーク外データベース（例えばサーバ134を介したデータベース138）を検索すべき場合に
ついての案内を提供することが可能である。例えば、ワイヤレスプロバイダ108は、モバ
イル通信設備102のユーザに音楽、ビデオ、着信音、壁紙、及びスクリーンセーバー等を
ウォールド・ガーデン・コンテンツ132のネットワーク内データベースから注文させたい
場合があり、一方、該ワイヤレスプロバイダは、現在のニュースをネットワーク外ソース
から入手したい場合がある。次いで、ワイヤレスプロバイダは、これらのルールを設定し
、該ルールをキャリアビジネスルールデータベース130に格納することが可能である。次
いで、これらのルールは、検索、提示、又は順序づけの際にワイヤレスプロバイダにより
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（又は随意選択的にモバイル通信設備102又はその他の関連する設備から）、又は本発明
による他のパラメータにより、アクセスすることができる。
【０１５３】
ウォールド・ガーデン・データベース132は、本発明の一態様によれば、ワイヤレスプ
ロバイダ及びモバイル通信設備102に関連づけることが可能である。該ウォールド・ガー
デン132は、ユーザが許可されたワイヤレスコンテンツへのアクセスのタイプを判定する
キャリアビジネスルール130のサブセットを指すものである。ウォールド・ガーデンは、
許可されるコンテンツの範囲を、ワイヤレスプロバイダ108により決定された所定のコン
テンツセットへと制限することが可能である。例えば、ワイヤレスプロバイダ108は、サ
ードパーティからのコンテンツにライセンスを供与し、該プロバイダの加入者に該ライセ
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ンスが供与されたコンテンツのバンドルパッケージを提供する一方で、その他のコンテン
ツへのアクセスを制限することが可能である。ワイヤレスプロバイダ108は、コンテンツ
レイアウト、認証、ロイヤルティ・トラッキング及びレポート、請求、サービス品質等を
該プロバイダのキャリアビジネスルールを介して指示することが可能であり、又はこの機
能をサードパーティへ外部委託することが可能である。ウォールド・ガーデン132は、ワ
イヤレスプロバイダ108が、その加入者へ、該加入者のワイヤレス基本アカウントの一部
としてコンテンツ一式を提供することを可能にし、これにより、ライセンスが供与された
コンテンツパッケージ内の個々のライセンス製品について加入者が個々に支払いを行う必
要が無くなる。ウォールド・ガーデン132は、加入者に対して利用可能となるコンテンツ
の選択を制限する。典型的には、ワイヤレスプロバイダ108は、該プロバイダ自身とライ
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センスが供与されたコンテンツのプロバイダとの間での歳入分割という形でコンテンツの
配布について補償を受ける。
【０１５４】
ウォールド・ガーデン132に関し、コンテンツ配布のモデルは、ゲーテッド・ガーデン
・モデルである。ゲーテッド・ガーデンでは、ワイヤレスプロバイダ108は、サードパー
ティが該ワイヤレスプロバイダの加入者へ独自のコンテンツを提供することが可能な仮想
トールゲートを作成することが可能である。その見返りとして、ワイヤレスプロバイダ10
8は、該プロバイダの加入者がサードパーティのコンテンツにアクセスすることから得ら
れた収益を分かち合う。ウォールド・ガーデン132とは異なり、ゲーテッド・ガーデン・
モデルでは、ワイヤレスプロバイダ108は、典型的には、コンテンツにアクセスする問題

30

に関し、コンテンツ又はカスタマサービスについて責任は負わない。
【０１５５】
アルゴリズム設備144は、検索、検索の結果の順序づけ、又は結果及びスポンサー提供
の結果等の表示に関する情報を組み合わせるためのアルゴリズムを含む、あらゆるタイプ
のアルゴリズムを実行することが可能である。例えば、アルゴリズム設備は、モバイル通
信設備102上で入力された検索クエリ内へモバイル加入者特徴を如何に組み込むかを規定
するためのアルゴリズムを含むことが可能である。該アルゴリズムは、例えば、検索クエ
リと連携して使用するための情報、暗黙的検索で使用するための情報、検索の様々な部分
に提供する重み（例えば、暗黙的検索ではロケーションが高い重みを受ける）、許容可能
なスポンサー、結果の順序づけ態様、結果の表示態様（例えば強調表示）、及び／又は検
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索に関連する他のパラメータを決定することが可能である。アルゴリズム設備144はまた
、スポンサーシップアルゴリズム、オークションに関するアルゴリズム、ペイ・パー・ク
リックに関するアルゴリズム、ペイ・パー・コールに関するアルゴリズム、又は本書に記
載するような検索の開発に関連する他のアルゴリズムを含むことが可能である。
【０１５６】
アルゴリズム設備144は、ユーザクエリに基づいて多数の考え得る解決策を評価するた
めに使用されるソフトウェアツールとすることが可能である。一組の全ての考え得る解決
策は、検索空間と呼ぶことができる。一般に、画一化された検索は、比較的単純な、検索
空間の直接走査のための、ブルート・フォース・検索又は「ナイーブ」検索アルゴリズム
を採用することが可能である。これとは対照的に、インフォームド・検索アルゴリズムは

50

(39)

JP 5589163 B2 2014.9.17

、検索中に検索空間の構造に関する知識を適用するためにヒューリスティックスを使用す
ることが可能である。アルゴリズム設備142で使用することが可能な考え得るアルゴリズ
ムは、画一化検索、インフォームド・検索、ツリー検索、リスト検索、アドバーサリアル
・検索、制約充足、包括的検索、確率的検索、焼き鈍し法、文字列検索、タブー検索、及
び／又は横串検索を含む（但しこれらには限定されない）。
【０１５７】
ペアレンタルコントロール設備150は、特定のタイプの（ユーザにより定義された）好
ましくないコンテンツへのアクセスを制限するソフトウェアベースの手段とすることが可
能である。該ペアレンタルコントロール設備150は、不適切なコンテンツをフィルタリン
グし及び遮断するためのマルチレベル及び／又はダイナミックウェブフィルタリング技術

10

を含むことが可能である。ペアレンタルコントロール設備150は、ワイヤレス検索プラッ
トフォーム100又はモバイル通信設備102の他の機能にリンクすることが可能である。例え
ば、ペアレンタルコントロール設備150は、好ましくないコンテンツを遮断する際に、不
適切なウェブブラウジング、インスタントメッセージング、及びチャットセッション等に
ついて、E‑mailによる通知又は携帯電話による警告を送ることが可能である。包括的なロ
グレポートは子供の活動を要約することができる。ペアレンタルコントロール設備150は
また、モバイル通信設備102又はインターネットをユーザが使用することが許可される総
時間の制御、ウェブベースのE‑mailアカウントのフィルタリング、及び好ましくないポッ
プアップ広告の遮断を行うための手段を含むことが可能である。
【０１５８】

20

音声認識設備160は、マシン又は装置（例えば携帯電話）が、人が話した言葉を理解し
て話されたコマンドを実行することを可能にする、ソフトウェアコンポーネントとするこ
とが可能である。典型的には、人の声が装置により受信されてアナログ音声へと変換され
る。次いで該アナログ音声が、例えばアナログ・ディジタル変換器を使用してディジタル
形式へと変換され、該ディジタルデータが音声認識技術を使用して解釈される。一般に、
これは、単語又は音節の語彙を格納したディジタルデータベースを、その格納されている
データを前記装置により受信された前記ディジタル音声信号と比較する手段と共に使用し
て行われる。一意のユーザのスピーチパターンは、（ローカル又はリモートの）ハードデ
ィスクドライブ又はその他の記憶装置に格納することが可能であり、及びプログラムが実
行される際に全て又は一部をメモリ中にロードすることが可能である。比較手段は、格納
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されているパターンをアナログ・ディジタル変換器の出力と比較するための、例えば、相
関づけ又はその他の離散フーリエ変換又は統計的な技術を用いることが可能である。
【０１５９】
音声認識設備160の能力（語彙、速度、及び解析することができるディジタルサンプル
の長さ等）は、該音声認識設備160のハードウェア能力（メモリ容量、サンプリングレー
ト、及び処理速度等）並びに比較に用いるアルゴリズムの複雑さによって制約され得る。
【０１６０】
暗黙的クエリ設備164は、ユーザの現在の活動、特徴、及び／又はユーザの装置特徴に
基づいてコンテキスト依存型クエリを自動的に生成することが可能である。例えば、暗黙
的クエリ設備164は、インターネットリンク、音楽ファイル、E‑mail、及びアクティブな

40

ユーザのクエリに関連するその他の素材を取り出すことが可能であるが、ユーザは特に問
い合わせていない。ユーザのモバイル通信設備にリンクされた他のデータ（例えば、ロケ
ータ施設110から取得された地理的ロケーション）を使用して、（ユーザの以前のインタ
ーネットの使用に基づいて）ユーザが関心を示すと思われる店についての暗黙的クエリを
ユーザの一般的な設備で開始させることが可能である。暗黙的クエリ設備は、コンテンツ
を、モバイル通信設備のユーザがかかる情報を欲することを見込んで、モバイル通信設備
102上に収集しダウンロードすることが可能である。検索クエリに先立って結果を提供す
るこの技術は、例えばコンテンツの配信速度を高めるために使用することが可能である。
【０１６１】
クライアントアプリケーションインタフェイスは、モバイル通信設備102に関連づける
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ことが可能である。該クライアントアプリケーションインタフェイスは、モバイル通信設
備上のプロセッサ（及びオペレーティングシステム）を介して動作するソフトウェアプロ
グラムとすることが可能であり、該プログラムは、モバイル通信設備で使用されるプロセ
スを容易化し及び／又は表示装置172を介して情報を生成することが可能である。クライ
アントアプリケーションインタフェイスは、本書に記載するプロセス及び装置に関連する
多数の機能を実行することが可能である。例えば、クライアントアプリケーションインタ
フェイスは、検索クエリ入力設備を生成し、音声起動設備と関連して動作し、モバイル通
信設備上の送受信回路と関連して動作し、モバイルホスト設備114と関連して動作し、モ
バイル通信設備上のグラフィカルユーザインタフェイスを生成し、又はモバイル通信設備
及び／又は本書に開示するシステム及びプロセスに関する別の機能を実行することが可能

10

である。クライアントアプリケーションインタフェイスは、モバイル通信設備上でのグラ
フィカルユーザインタフェイスの生成といった幾つかの機能を実行することが可能である
。別の機能は、カーソルその別のインタフェイスがアイテム上をホバリングし又はそれ以
外の態様で該アイテムと相互作用している際にラインアイテム（例えば、カテゴリ、ダウ
ンロード設定、又はオプション等）を拡張させることが可能である。別の機能は、視覚的
合図（例えば、矢印、多面矢印、プラス記号等）により階層を表し、該視覚的合図が選択
された際にサブアイテムが下方へ現れるものとすることが可能である。別の機能は、階層
をラインアイテムとして表し、サブアイテムを有する別画面に選択的にスクロールさせる
ものとすることが可能である。別の機能は、ウェブページがクリックパターンについて追
跡されるのと全く同様にユーザクリックの追跡を可能とするための手段を提供することと
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することが可能である。別の機能は、モバイル通信設備に関連するカメラを使用し、画面
上でのナビゲーション（例えば、アイテムの選択を容易化するためのピクチャ、地図、又
はテキスト上での上下左右のスクロール等）のための方法として電話機の運動を追跡する
ものとすることが可能である。別の機能は、滑らかな視覚的遷移（例えば階層画面の動き
及びラインアイテムの拡張）を提供するものとすることが可能であり、これは、更なる視
覚的な指示を提供することにより利用及び販売を増大させ得るものである。別の機能は、
アイコンに関するツールヒントを提供することである。該ツールヒントは、例えば、所定
のホバー時間に達した後に提示することが可能であり、又はアクションアイコンの近くに
視覚的合図が存在することが可能である。別の機能は、キャッシュされた提案が既に表示
されている間にバックグランドで提案をダウンロードすることとすることが可能である。
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別の機能は、キャッシュされている提案の次に表示するために提案をダウンロードするこ
ととすることが可能である。別の機能は、結果（例えば提案と同様に動作するもの）をキ
ャッシュすることとすることが可能である。別の機能は、プリインストールされたキャッ
シュ済の提案で動作することとすることが可能である。別の機能は、ソフトウェア更新通
知を行うこととすることが可能であり、この場合、ユーザは更新を行うための選択肢を有
することが可能である。別の機能は、通知の提示とすることが可能である。かかる通知は
、例えば、何百万ものハンドセットが同じ時刻に更新しようとすることを回避するために
段階的に行うことが可能である。クライアントアプリケーションインタフェイスは、異な
るバージョンのソフトウェアを必要とすることなく多数のモバイル通信設備の変種を扱う
よう設計することが可能である。クライアントアプリケーションインタフェイスは、アプ
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リケーション内にビットマップを配置することなく色の深みを与えるよう階調シェーディ
ング及び／又はディザリングを生成することが可能である。これは、ダウンロードを容易
にすべく（例えば、ダウンロード速度を高くするために）アプリケーションサイズを縮小
させるために提供することが可能である。別の機能は、多言語サポートを提供することと
することが可能である。別の機能は、ユーザが友人に結果又はアイテム結果を送ることを
可能にすることとすることができる（例えば、これは本書で示すあらゆる配信設備に適用
することが可能である）。別の機能は、ページロード速度を増大させネットワークコスト
を最低限にするために結果のページネーションを提供することとすることが可能である。
別の機能は、ローカルに格納されている履歴を検索して各リスト画面からの迅速なアクセ
スを可能にすることとすることが可能である。クライアントアプリケーションインタフェ
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イスは、キャリアのブランドを含むように設計することが可能であり、該キャリアのブラ
ンドは、カラーにすることが可能であり、及びロゴを提示することが可能である。別の機
能は、異なるモバイル通信設備、キャリアのネットワーク速度、ユーザのデータプラン、
又はその他の状況を許容すべく、異なるデータ転送モードを提供することとすることが可
能である。別の機能は、大きな画面の固定資産を必要とすることなく及びアプリケーショ
ンの継続的な双方向性を許容するために、バックグランドネットワーク活動のための薄い
視覚的な合図を提供することとすることが可能である。別の機能は、構成及び／又は外観
をカスタマイズすることが可能なスキンを変更できる検索アプリケーションを提供するこ
ととすることが可能であり、又はクライアントアプリケーションインタフェイスをローカ
ルでスキンを変更可能なものとすることが可能である。別の機能は、モバイル通信設備10

10

2に関する情報に基づく動的なフォントの選択及び表示を提供することとすることが可能
である。別の機能は、モバイル通信設備102に関する情報に基づいて再設定を行う動的な
画面を提供することとすることが可能である。別の機能は、カテゴリ及びそれに関連する
表示されている結果を用いた一般的な話題の入力を提供し、限られたクエリ入力設備120
にクエリ全体をタイプ入力する必要なく該クエリの残りの選択を行うことを可能にするこ
ととすることが可能である。別の機能は、モバイル通信設備の能力に基づいて動的なキャ
ッシュサイズを提供し又は関連づけることとすることが可能である。別の機能は、検索経
験を介して情報を予めダウンロードする（例えば、コンテンツタイプを選択する前にバッ
クグランドで結果をダウンロードする）こととすることが可能である。別の機能は、変化
するデータ使用パターン又はその他の因子に基づいて高速及び低速ネットワーク通信を提
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供する（例えば、モバイル通信設備が低速ネットワークに結合されている場合にバックグ
ランドでより多くのトランザクションを処理する）こととすることが可能である。別の機
能は、提案の組み合わせを使用したクエリ構成を提供することとすることが可能である。
クライアントアプリケーションインタフェイスは、本書で概説した機能及び設備並びにモ
バイル通信設備の他の従来の機能と連携して、該モバイル通信設備上で必要に応じて他の
機能を実行することが可能である。他の機能は、動的なメモリ管理を用いることとするこ
とが可能であり、詳細には、装置の能力に基づいて、及び該装置の他の記憶要件（例えば
電話機における他のアプリケーション又はコンテンツ）に基づいて、以前の画面、プリフ
ェッチ情報、又はキャッシュデータのためにより多く又はより少ないメモリを使用するこ
ととすることが可能である。別の機能は、ユーザの許可の下でアプリケーションを自動的
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に更新することとすることが可能である。この特定の機能は、同時に更新することを必要
としないことを全ての装置に強要することのない段階的な態様で配置することが可能であ
る。
【０１６２】
ワイヤレス検索プラットフォーム100において、モバイル通信設備102は、キャッシュ（
キャッシュメモリ又はキャッシュとして構成されたメモリの一部等）を含むことが可能で
ある。該メモリは、ハードディスクドライブ、スタティックメモリ、又は不揮発性メモリ
とすることが可能である。該メモリは、モバイル通信設備102内に永久的に配設すること
が可能であり、又はメモリカードのように取り外し可能なものとすることが可能である。
【０１６３】
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前記キャッシュは、モバイル通信設備102のユーザによるアクションの結果としてアク
セスされ及び該モバイル通信設備102の表示装置上に提示されることが可能なモバイルコ
ンテンツ等の提案を含むことが可能である。該キャッシュされた情報は、モバイル通信設
備102に対するサービスのプロバイダによるアクション又は該モバイル通信設備102上で実
行している自動化アプリケーションによるアクションの結果としてアクセスされ及び提示
されることが可能である。提案は、モバイル通信設備102上にローカルにキャッシュし、
及びネットワーク更新の実行と相まって、ワイヤレスプラットフォーム100の全体的な性
能の最適化を容易にすることが可能である。
【０１６４】
キャッシュ内に格納されたデータは、ユーザにより直接入力することが可能である（例
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えば、ユーザ名、住所、検索クエリ）。代替的に、キャッシュに格納されるデータは、モ
バイルネットワークを介して、サーバ134、ワイヤレスプロバイダ108、又はモバイル検索
ホスト設備114から転送することが可能である。キャッシュされたデータは、モバイル通
信設備102への転送に先立って圧縮することが可能であり、及びモバイル通信設備102上で
受信した後に解凍することが可能である。該データは、受信時に解凍することが可能であ
り、又はデータがその提示のためにアクセスされる際に解凍することが可能である。
【０１６５】
キャッシュされるデータは、スポンサードコンテンツ、スポンサードリンク、スポンサ
ードコール、ダウンロード可能なコンテンツ、オーディオストリーム、ビデオ、グラフィ
ック要素、イエローページ又はホワイトページ等の索引といった、モバイルコンテンツと
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することが可能である。モバイルコンテンツのキャッシングは、ユーザクエリ又は入力に
応答するために必要となった際のコンテンツの高速アクセス及び表示を容易にする。
【０１６６】
モバイル通信設備102のクライアントアプリケーションインタフェイスは、キャッシュ
された提案が表示されている間にバックグランドで提案をダウンロードすることが可能で
ある。別のクライアントアプリケーションインタフェイスの機能は、キャッシュされた提
案の次のネットワーク提案をダウンロードし表示することとすることが可能である。クラ
イアントアプリケーションインタフェイスは、検索結果をキャッシュする（例えば、提案
のキャッシングと同様に動作する）ことが可能であり、又は予めインストールされたキャ
ッシュ済の提案を用いて動作することが可能である。
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【０１６７】
モバイル通信設備102へダウンロードされることになる提案、情報、及びモバイルコン
テンツは、人気、クエリ活動の頻度、コンテンツ内の頻度、コンテンツの頻度の加速、購
入の頻度、販売コンバージョンレート、並びにそれら指標に生じるあらゆる変化に基づい
てコンテンツをランク付けすることにより、サーバ134又はモバイル検索ホスト設備114に
よって生成することが可能である。
【０１６８】
提案は、ユーザにより入力されたクエリに応じてキャッシュから取り出すことが可能で
ある。キャッシュが提案の完全なリストを提供することができない場合には、サーバ134
又はモバイル検索ホスト設備114へ要求を送ることが可能である。しかし、提案の要求は
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、キャッシュ内の関連する提案の量にかかわらずモバイル通信設備102によって送ること
が可能である。これにより、キャッシュされた提案を更新された状態に維持することが容
易となる。これらの更新された提案は、キャッシュされた提案と共に表示することが可能
であり、次いで更新された提案をキャッシュしてそれ以降の提案をスピードアップさせる
ことが可能である。該更新された提案は、以前にキャッシュされた提案に補充し又はそれ
と置換することが可能である。以前にキャッシュされた提案は、新しい提案の方がランク
が高い場合にそれと置換することが可能である。
【０１６９】
モバイル通信設備102上にキャッシュされる提案、コンテンツ、及びその他の情報は、
キャッシングの日付スタンプ又はタイムスタンプにより識別することが可能である。クラ
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イアントアプリケーションインタフェイスの一機能は、キャッシュされている情報の年齢
に基づいて該情報の更新を要求することとすることが可能である。一例として、かかる機
能は、キャッシュされた提案が48時間毎に又はそれよりも短い間隔で更新されることを確
実にすることが可能である。
【０１７０】
モバイル通信設備102のキャッシュメモリリソースを効率的に使用するために、サーバ
は、キャッシュされている提案が他の提案又はユーザ特徴に対してもはや十分に高いラン
クを有していないためモバイル通信設備102上に格納し続けることができないことを示す
情報を用いた、該キャッシュされている提案の更新のための要求に応答することが可能で
ある。かかる例では、クライアントアプリケーションインタフェイスは、適当なキャッシ
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ュされている情報を削除して、それ以降の検索又はクエリに応じて現れることがないよう
にし、他の用途のためにメモリを解放することが可能である。キャッシュされている情報
が旧いことをサーバが示すことになるクエリを検出した際に、サーバ134は、新しい提案
、情報、及びコンテンツ等をモバイル通信設備102へダウンロードしてキャッシュさせる
ことも可能である。
【０１７１】
提案、モバイルコンテンツ、又は情報は、明示的検索を介して又は暗黙的検索を介して
、モバイル通信設備102のキャッシュへダウンロードすることが可能である。明示的検索
の一例として、ユーザがモバイル通信設備102のユーザインタフェイス内に検索クエリを
入力して検索を要求することが挙げられる。暗黙的検索としては、ユーザクエリ入力を伴

10

うことなくモバイル通信設備102のクライアントアプリケーションインタフェイスによる
クエリの結果として、又はサーバ134もしくはモバイル検索ホスト設備114上で実行してい
る１つ又は２つ以上のアプリケーションによるクエリの結果として実行された検索活動が
挙げられる。暗黙的検索は、スケジュールに基づいて、モバイル通信設備102のロケーシ
ョンの変化に基づいて、及びモバイル通信設備102のキャッシュメモリ内にキャッシュさ
れている情報の年齢に基づいて、トリガすることが可能である。一例として、ユーザのロ
ケーションは、該ユーザが異なる町へ移動したとき等に変化し得る。このロケーションの
変化は、以前のユーザの挙動（おそらくはこのロケーションに入った際の他のユーザの挙
動を含む）に基づいて確立された基準を満たす地方のレストランの暗黙的検索をトリガす
ることが可能である。

20

【０１７２】
キャッシュされている提案等の情報の提示は、ユーザによる検索クエリの結果とするこ
とが可能である。該検索クエリとモバイル通信設備102のキャッシュ内の以前にダウンロ
ードした結果との間に一致関係が存在する場合、以前にダウンロードした結果を提示する
ことが可能である。その検索結果がモバイル通信設備102のメモリから提示されるため、
ユーザは、これを非常に速い検索又は広帯域幅の接続であると認識する。
【０１７３】
また、キャッシュされた提案は、ユーザがワイヤレスネットワークに接続できない場合
であってもユーザに提示することが可能であり、これにより、ユーザは、該ユーザのモバ
イル通信設備102にキャッシュされている重要なネットワーク情報へのアクセスを獲得す

30

ることが可能となる。
【０１７４】
キャッシュされている情報は、カテゴライズされたグループで、サムネイル形式で又は
プレビュー形式（例えば、可聴着信音によるプレビュー、テキストの抜粋、ビデオの抜粋
、又はオーディオファイルの抜粋）で提示することが可能である。
【０１７５】
クライアントアプリケーションインタフェイスは、バックグランドで処理を行い又は処
理を発生させることが可能である。例えば、実施形態では、結果セット全体が読み出され
るのを待つことなくモバイル通信設備102へ結果を提示することが可能である。実施形態
では、特定の結果を提示し表示すると共に、その提示又は表示の処理に他の結果を含める

40

ことが可能である。この結果のバックグランド処理は、モバイル通信設備102へ結果を提
示することができる速度を高めることが可能である。実施形態では、特定の結果のカテゴ
リを他のカテゴリよりも前にモバイル通信設備102に提示することが可能である。例えば
、イメージは、着信音と比較して、そのダウンロード、処理、及び／又は収集に一層多く
の時間を要する可能性があり、このため、着信音のカテゴリ又は個々の着信音を、イメー
ジの結果又はイメージのカテゴリが提示される前に、モバイル通信設備102へ提示するこ
とが可能である。
【０１７６】
図３は、本発明の一態様による、モバイル通信設備102及びデータソース（モバイル加
入者特徴データベース112等）に関連する非曖昧化設備140についての一般化した非曖昧化
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プロセスを示している。該非曖昧化設備140は、曖昧なユーザクエリから一層高い明瞭性
を引き出すための手段である。図３に概略的に示すように、クエリ入力120は、ワイヤレ
ス通信設備104及び／又はワイヤレスプロバイダ108を介して非曖昧化設備140へと処理す
ることが可能である。図３に示す例は、モバイル加入者特徴データベース112に接続され
た非曖昧化設備140を示しているが、非曖昧化設備140は、任意の数の他のデータソース（
例えば、キャリアビジネスルール130、コンテンツウォールド・ガーデン132等）に接続す
ることが可能である。同様に、非曖昧化は、非曖昧化設備140以外の設備（例えば、ペア
レンタルコントロール設備150又はアルゴリズム設備144）を介して処理することが可能で
ある。図３に示すように、非曖昧化設備140は、ワイヤレス通信設備104又はワイヤレスプ
ロバイダ108からクエリを受信することが可能であり、及び該クエリをモバイル加入者デ
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ータベース112に格納されているユーザに関する既知の情報（例えば、年齢、性別、過去
のインターネットの使用等）にリンクさせることが可能である。この（元のクエリ入力12
0に結合された）追加の情報は、曖昧でないクエリを処理することを可能にする。例えば
、ユーザは、「Royals」というクエリ入力120を入力することが可能である。このクエリ
入力120は、ワイヤレス通信設備104又はワイヤレスプロバイダ108を介して、（データの
中でも特にユーザの居住地「Kansas City, Missiouri」を含む）モバイル加入者データベ
ース112に接続された非曖昧化設備140へと処理することが可能である。非曖昧化設備140
は、この人口統計学的な情報をクエリ入力120「Royals」にリンクさせて、ユーザが「Swe
dish Royals」のファミリーよりも「Kansas City Royals」野球チームに関する情報を探
している可能性が高いと予測する（すなわち非曖昧化する）ことが可能である。非曖昧化

20

は、品詞非曖昧化、語意非曖昧化、フレーズ識別、名前入力認識、又は全文解析を含むこ
とが可能である。品詞非曖昧化は、クエリ中の各単語に品詞タグ（例えば、名詞、動詞、
形容詞）を割り当てる処理を指すものである。各単語に品詞タグを割り当てることによっ
て、装置は、文脈により各単語について推論を引き出すことができる。例えば、単語「家
」は、名詞又は動詞とすることが可能である。この単語に適当な品詞タグをタグ付けする
ことにより、ユーザクエリに関する更なる情報及びその最終的な目的を導出することが可
能となる。語意非曖昧化は、複数の意味を有する単語をソートする処理を指している。フ
レーズ識別は、フレーズ内の各単語を他の単語に関連づけて個々の単語の文脈を導出する
処理を指している。名前入力認識は、特定の名称、場所、国等を指す正しい名詞の認識を
一般に指している。全文解析は、分を小さな単位に分解してその各々の文法的な役割及び
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その他の単位との関係を識別する処理である。上述その他の技術を非曖昧化設備140内で
用いて、ユーザの意図する検索又は検索文字列の意味を推論することが可能である。
【０１７７】
図４は、モバイル通信設備102と、支援クエリ形成2400に使用することが可能なクエリ
支援設備210との間の対話的な処理を示している。ユーザがクエリ入力120をモバイル通信
設備102へ提出すると、理解し易くて有用な（１つ又は２つ以上の）結果セットを生成す
るのに十分な支援クエリ形成2400のために、訂正244の処理が必要となり得る。この処理
は、クライアントサイド102で及び／又はモバイル通信設備104内で生じることが可能であ
る。訂正244処理の一部として、モバイル通信設備102のタイプに固有の情報を（例えば、
該装置が独自の配信能力を有しており、かかる能力と互換性のある結果セットを導出する

40

ためにクエリを訂正する必要がある場合に）使用することが可能である。モバイル加入者
特徴データベース112に格納されている情報、ロケーション情報2408、又は時間情報2410
を訂正244処理で使用することも可能である。
【０１７８】
例えば、ユーザは、クエリ支援設備210が開始することができるように、ワイヤレス通
信設備104を介して送信されるクエリ入力120「Coltrain」を提供することが可能である。
クエリ支援設備210が他のデータソースにリンクされているため、訂正244処理の一部とし
て、フィルタアルゴリズム設備144からの情報をクエリ入力120にリンクさせて、より有用
な検索クエリを生成する処理で使用するための一層多くの情報を提供することが可能であ
る。この例では、ユーザのフィルタアルゴリズム設備144は、オンライン購入の履歴、製
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品名、番号、購入量、及び購入日時といった情報を使用することが可能である。フィルタ
アルゴリズム設備144に関連するデータベース内には、サックス奏者「John Coltrane」に
より記録されたコンパクトディスクの多数の最近の購入の履歴が存在することが可能であ
る。元のユーザクエリ入力120「Coltrain」は既知の単語ではないため、クエリ支援設備2
10は、フィルタアルゴリズム設備144の購入履歴に収容されているユーザ固有データを考
慮して、ユーザが「Coal Train」又は「Soul Train」等ではなく「Coltrane」に関する情
報を探している、といった訂正244を予測することが可能である。様々な実施形態、又は
一実施形態における特定のユーザ検索では、クエリ支援設備210は、これらの追加のデー
タ設備のうちの１つを含むこと、複数のデータ設備を含むこと、又はかかるデータ設備を
全く含まないことが可能である。

10

【０１７９】
ユーザのクエリ入力120は、空の結果セット又は蓋然性の低い結果セットを返す可能性
がある。この場合には、検索設備は、モバイル通信設備102と連携して、訂正244を自動的
にトリガし、空でない又は一層高い蓋然性を有する結果セットが導出されるまで代替的な
クエリ入力120を繰り返し循環することが可能である。
【０１８０】
実施形態では、モバイル通信設備102に関する情報に基づくユーザのクエリ入力に続い
て追加の推薦を行うことが可能である。例えば、モバイル加入者特徴、キャリアビジネス
ルール、又はスポンサー情報は、クエリ入力と相まって、ユーザのための関連する推薦を
提示することが可能である。該推薦は、クエリ入力の検索結果と対にすることが可能であ

20

り、又は該検索結果の表示前に又はその表示後に提示することが可能である。
【０１８１】
ユーザの以前の検索活動及び検索結果は、ユーザのための推薦を生成するために使用す
ることが可能である。以前の検索活動は、取引、検索クエリ、ウェブサイトへの訪問、及
びモバイル通信設備102上でユーザにより開始されたその他の活動を含むことが可能であ
る。モバイル通信設備102の地理的なロケーションは、ユーザの現在の地理的な近傍にお
けるスポンサー情報（例えば製品及びサービス）を含む（がこれには限定されない）推薦
を生成することが可能である。現在時刻を他の情報とは別個に又は他の情報と共に使用し
てユーザ推薦を生成することが可能である。例えば、正午であるという独立した事実は、
ランチを提供するレストランに関する推薦を生成することが可能である。この情報をモバ
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イル通信設備のロケーションにより更にフィルタリングして、ユーザのすぐ近くにあるレ
ストランのみを推薦することが可能であり、及び、加入者の特徴により更にフィルタリン
グして、ユーザの人口統計学的プロファイルと類似した人口統計学的プロファイルを有す
るレストランの顧客によって高いレーティングを受けておりユーザの現在の近くにありラ
ンチを提供する一部のレストランのみを推薦することが可能である。上記のレストランの
例の場合のように、有意義な推薦を生成するための同様の処理を他のサービス及び製品（
旅行、食料、劇場、スポーツ、エンターテイメント、映画、会社、仕事、銀行、郵便局、
郵便施設；ガソリンスタンド、タクシー、バス、電車、自動車、空港、ベビーシッター、
及びその他のサービス及び製品の提供者（薬局、ドライブスルーレストラン、バー、クラ
ブ）のロケーション及び方向、映画及びエンターテイメントの時刻；ニュース；及びロー
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カル情報を含む）に適用することが可能である。
【０１８２】
支援クエリ形成2400の様々な態様は、ユーザ又はプロバイダの制御下でアクティブにし
又は非アクティブにすることが可能である。例えば、特定の検索（特定の個人の電話番号
等）を有するユーザは、支援クエリ形成2400で生成される訂正又は提案であって、正しい
が普通ではない名前のスペルを一層普通でよくある対象に置換しようとする訂正又は提案
を抑止することを望む可能性がある。このため、一態様では、支援クエリ形成システムの
ためのユーザインタフェイスは、該システムで利用可能なツールの異なるそれぞれを選択
的にアクティブにするための制御を含むことが可能である。該ツールは、例えば、上述の
推薦、予測、非曖昧化、カテゴライズ等を含むことが可能である。別の態様では、上述の
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ワイヤレスプロバイダ108等のサービスプロバイダ又はモバイル通信設備102は、前記ツー
ルのうちの選択されたものを、特別な顧客（全サービス込みの顧客又はプレミアム顧客等
）に付加価値サービスとして提供することが可能であり、又は、アラカルトベースで個々
に又はパッケージで提供することが可能である。かかる実施形態では、クエリ支援は、例
えば、ウェブサイト、携帯電話データアクセス、又は電話音声アクセスを使用して、顧客
が要求することが可能であり、また毎月の繰り返しといった定期購読ベースで、又は毎日
、又は検索する毎に、要求することが可能である。
【０１８３】
図５は、更なるデータソース（モバイル加入者特徴データベース112、フィルタアルゴ
リズム設備144、ロケーションデータベース2408、及び／又は時刻データ2410）とのクエ

10

リ入力120の関連づけに基づくクエリ結果の順序づけ500、表示502、及びスポンサーシッ
プ504の優先順位付けのための一般化された処理を示している。該順序づけ500、表示502
、及びスポンサーシップ504の優先順位付けは、必要に応じて、これらの追加のデータ設
備のうちの１つを伴い、複数のデータ設備を伴い、又はデータ設備を全く伴わないことが
可能である。
【０１８４】
実施形態では、本書に記載する方法及びシステムは、本書及び引用文献に記載されてい
る特徴112の何れかを含むモバイル加入者特徴112に基づく最適化された検索を提供するよ
う適合させることができる。このため、これらの方法及びシステムは、モバイル装置用に
適合された検索機能を提供し、及び該検索機能をモバイル装置の加入者の特徴に基づいて
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適合させることを含むことが可能であり、この場合、前記加入者の特徴は、モバイル装置
サービスのキャリアにより維持されているモバイル加入者データ設備から少なくとも部分
的に導出される。
【０１８５】
実施形態では、適合化される検索機能は、暗黙的クエリ、アクティブクエリ、非曖昧化
動作、読み出し機能、フィルタリング機能、提示機能、ルーティング機能、又は、検索の
開始、処理、もしくは完成または検索結果の提示に関する他の機能又は動作とすることが
可能である。
【０１８６】
一実施形態では、検索機能は、年齢に基づいて適合化されることが可能である。年齢に
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適合化された検索機能は、暗黙的クエリ、アクティブクエリ、非曖昧化動作、読み出し機
能、フィルタリング機能、提示機能、ルーティング機能、又は、検索の開始、処理、又は
完成に関する他の機能又は動作とすることが可能である。例えば、モバイル通信設備102
が実行中の暗黙的クエリ204を有しており、モバイル通信設備102のユーザインタフェイス
を見たとき、自動的にユーザのために予め形成されたクエリの結果を該ユーザが見るよう
にすることが可能である。暗黙的クエリ204は、ユーザの年齢に基づくものとすることが
可能であり、例えば、同じ日に同様の年齢の人が最も頻繁に実行したクエリを実行するこ
とが可能である。例えば、十代の若者は、音楽グループ又は映画に関する暗黙的クエリ20
4を有し、成人は、重大ニュースに関する暗黙的クエリを有する可能性があり、及び退職
者は、金融市場に関連する情報に関する暗黙的クエリを有する可能性がある。年齢に適合

40

化された検索機能は、アクティブクエリに関連して動作することも可能であり、例えば、
所与のクエリが、年齢に適した、年齢でフィルタリングされた、年齢でランク付けされた
、又は年齢で非曖昧化された、結果を返すことが可能である。例えば、「Pink」が入力さ
れたとき、ユーザが30歳を越えている場合には「Pink Floyd」に関する結果を返し、ユー
ザが30歳未満である場合には女性アーティスト「Pink」に関する結果を返すことが可能で
ある。かかる曖昧さを解決するようユーザに要求することが可能であり、又は該曖昧さを
該ユーザについて自動的に解決することが可能である。このため、年齢に適合化された検
索機能をモバイル通信設備に設けることが可能である。実施形態では、ユーザの年齢は、
モバイル加入者特徴112を格納しているモバイル加入者データ設備から取得することが可
能である。
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【０１８７】
一実施形態では、検索機能は、性別に基づいて適合化することが可能である。性別に適
合化された検索機能は、暗黙的クエリ、アクティブクエリ、非曖昧化動作、読み出し機能
、フィルタリング機能、提示機能、ルーティング機能、又は、検索の開始、処理、又は完
成に関する他の機能又は動作とすることが可能である。性別は、ワイヤレスサービスのキ
ャリアのデータベース等の、モバイル加入者特徴112を格納しているデータベースを参照
することにより判定することが可能である。性別に適合化された検索機能は、例えば暗黙
的クエリ204を知らせることが可能であり、例えば、その日にその性別にとって最も人気
のある検索の結果を提示することが可能である。同様に、性別によって知らされた非曖昧
化処理210により、結果を非曖昧化することが可能である。例えば、検索処理は、ユーザ
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が女性である場合に女性向けサイトのデータベースでクエリを実行し、一方、ユーザが男
性である場合には男性向けサイトでクエリを実行することが可能である。同様に、非曖昧
化処理210は、性別に基づいて結果をフィルタリングすることが可能である。例えば、「u
prights」等のクエリは、女性ユーザには電気掃除機に関する結果を返し、男性ユーザに
はフットボールのキッカーに関する結果を返すことが可能である。
【０１８８】
一実施形態では、検索機能は、民族性に基づいて適合化することが可能である。民族性
に適合化された検索機能は、暗黙的クエリ、アクティブクエリ、非曖昧化動作、読み出し
機能、フィルタリング機能、提示機能、ルーティング機能、又は、検索の開始、処理、又
は完成に関する他の機能又は動作とすることが可能である。例えば、暗黙的クエリ204は
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、民族グループのメンバで最も人気のある結果を生成することが可能である。検索又はク
エリ形成処理は、ターゲットとなる民族グループに関する結果を検索することが可能であ
る。（クエリ形成時または結果の読み出し又は提示時の）非曖昧化処理210は、民族性に
基づいて非曖昧化を行うことが可能である。例えば、「paris」に関するクエリは、フラ
ンス人にはパリ、フランスに関する結果を返し、一方、アメリカ人にはパリス・ヒルトン
に関する結果を返すことが可能である。民族性情報は、モバイル加入者特徴112のデータ
ベースから取得することが可能であり、又はユーザがユーザインタフェイスで入力するこ
とが可能である。
【０１８９】
一実施形態では、検索機能は、宗教又は文化的な相性に基づいて適合化することが可能
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である。宗教に適合化された検索機能は、暗黙的クエリ、アクティブクエリ、非曖昧化動
作、読み出し機能、フィルタリング機能、提示機能、ルーティング機能、又は、検索の開
始、処理、又は完成に関する他の機能又は動作とすることが可能である。その情報は、モ
バイル加入者特徴112のデータベースから取得することが可能であり、アプリケーション
又はトランザクションに基づいてキャリアにより取得することが可能であり、又は、ユー
ザの過去の挙動又は検索に基づいて推論することが可能である。宗教に適合化された検索
機能は、例えば、同じ宗教的な所属のメンバ間で最も人気のある暗黙的クエリを実行する
ことが可能である。宗教に適合化された検索機能は、宗教的な所属に基づいてクエリの非
曖昧化を行うことが可能である。例えば、「Muhammed」に関するクエリは、イスラム教の
メンバには預言者に関する情報を返すことが可能であり、一方、宗教的な所属を有さない
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人にはボクサーに関する情報を返すことが可能である。
【０１９０】
一実施形態では、検索機能は、市外局番に基づいて適合化することが可能である。市外
局番により適合化された検索機能は、暗黙的クエリ、アクティブクエリ、非曖昧化動作、
読み出し機能、フィルタリング機能、提示機能、ルーティング機能、又は、検索の開始、
処理、又は完成に関する他の機能又は動作とすることが可能である。例えば、所与の市外
局番を有するユーザは、同じ市外局番のメンバによる他の検索に基づく暗黙的クエリ結果
を受信することが可能である。また、市外局番（又はその他のロケーション情報）に基づ
いて、クエリを非曖昧化し、又は結果をフィルタリングし、ソートし、若しくは提示する
ことが可能である。例えば、市外局番２７０で「Paris」を入力したユーザはParis,Tenne
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sseeに関する結果を受信することが可能であり、市外局番３１０で「Paris」を入力した
ユーザはParis,Hiltonに関する結果を受信することが可能であり、市外局番６１７で同単
語を入力したユーザはParis,Franceに関する結果を受信することが可能である。
【０１９１】
一実施形態では、検索機能は、自宅住所に基づいて適合化することが可能である。自宅
住所に適合化された検索機能は、暗黙的クエリ、アクティブクエリ、非曖昧化動作、読み
出し機能、フィルタリング機能、提示機能、ルーティング機能、又は、検索の開始、処理
、又は完成に関する他の機能又は動作とすることが可能である。上記の市外局番に適合化
された検索機能の例の場合のように、暗黙的クエリ、非曖昧化、又は結果は、ユーザの自
宅住所（例えばモバイル加入者特徴112のキャリアのデータベースから取得できる情報）
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のロケーションに基づいて変更することが可能である。
【０１９２】
一実施形態では、検索機能は、勤務先住所に基づいて適合化することが可能である。勤
務先住所に適合化された検索機能は、暗黙的クエリ、アクティブクエリ、非曖昧化動作、
読み出し機能、フィルタリング機能、提示機能、ルーティング機能、又は、検索の開始、
処理、又は完成に関する他の機能又は動作とすることが可能である。例えば、ユーザは、
該ユーザの使用者からの他のクエリと同じ暗黙的クエリ204の結果（例えば、該使用者に
ついて言及したプレスリリース）を見ることが可能である。非曖昧化設備210は、勤務先
住所に基づいて曖昧さを解決する（ユーザの助けを含む）ことが可能である。例えば、Ge
neral Electricのロケーションに勤務先住所を有するユーザは、検索エンジンで語「ligh
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t」を入力した際に、その会社に関する結果を受信することが可能であり、一方、異なる
勤務先住所を有するユーザは、照明製品に関する結果を受信することが可能である。この
場合も、勤務先住所は、例えばワイヤレスサービスのキャリアにより維持されているよう
な、モバイル加入者特徴112のデータベースから取得することが可能である。
【０１９３】
一実施形態では、検索機能は、請求書送付先住所に基づいて適合化することが可能であ
る。請求書送付先住所に基づいて適合化された検索機能は、暗黙的クエリ、アクティブク
エリ、非曖昧化動作、読み出し機能、フィルタリング機能、提示機能、ルーティング機能
、又は、検索の開始、処理、又は完成に関する他の機能又は動作とすることが可能である
。請求書送付先住所情報は、例えばワイヤレスサービスのキャリアにより維持されている
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ような、モバイル加入者特徴112のデータベースから取得することが可能である。請求書
送付先住所に適合化された検索機能は、例えば、同じ請求書送付先住所を有する他のユー
ザと同様の暗黙的クエリ（例えば、該請求書送付先住所に存在する企業に関連するクエリ
）の結果を提示することが可能である。同様に、請求書送付先住所に基づいて、クエリを
非曖昧化し、又は結果をフィルタリングし、ソートし、提示し、若しくはルーティングす
ることが可能である。例えば、大企業のロケーションに請求書送付先住所を有するユーザ
には、その企業に関する結果を提示することが可能であり、一方、請求書送付先住所とし
て自宅住所を有するユーザは、そのロケーションの一般的な領域におけるユーザに合わせ
て生成された結果を受信することが可能である。
【０１９４】
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実施形態では、ユーザの自宅住所、市外局番、若しくは請求書送付先住所に関する情報
、又はその他のロケーション情報を、ロケーション設備110により決定されるユーザの現
在のロケーションに関する情報と組み合わせて、例えば、ユーザが、該ユーザの自宅又は
勤務先の近くにいるか否かを判定することが可能である。該判定結果が真である場合には
、ユーザは、それらの環境の一方に適したクエリ結果を受信する（例えば仕事中には仕事
関連の情報を受信し、自宅にいる場合には消費者情報を受信する）ことが可能である。ユ
ーザが自宅及び勤務先から遠くにいる場合には、該ユーザは、（暗黙的クエリにより又は
検索の結果として）該ユーザが位置しているロケーションにおける旅行に関連する結果（
例えば、ホテル、レンタカー、及びレストラン情報）を受信することが可能である。同様
に、自宅から離れた場所にいるユーザは、該ユーザの旅行者としての状態に基づいて、暗
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黙的クエリ、又は非曖昧化された部分的なクエリを有することが可能である。例えば、部
分的な入力「hot」は、自宅の近くにいるユーザには「shopping bargains」を返し、一方
、旅行中のユーザには「hotels」を返すことが可能である。
【０１９５】
一実施形態では、検索機能は、クレジットカード情報に基づいて適合化することが可能
である。クレジットカード情報に適合化された検索機能は、暗黙的クエリ、アクティブク
エリ、非曖昧化動作、読み出し機能、フィルタリング機能、提示機能、ルーティング機能
、又は、検索の開始、処理、又は完成に関する他の機能又は動作とすることが可能である
。クレジットカード情報は、モバイル加入者特徴112のデータベースから、又はクレジッ
トカード提供者から取得することが可能である。該情報は、経常収支又は信用限度等に関
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する情報を含むことが可能である。例えば、暗黙的クエリは、入手可能なユーザの経常収
支に基づいて結果を提示することが可能であり、例えば、貸方残高が低くて信用限度が高
いユーザには、高価な製品に関する検索又は結果を提示することが可能であり、一方、貸
方残高が高くて信用限度が低いユーザには、財務カウンセラーに関する検索又は結果を提
示することが可能である。
【０１９６】
一実施形態では、検索機能は、パスワードに基づいて適合化することが可能である。パ
スワードに適合化された検索機能は、暗黙的クエリ、アクティブクエリ、非曖昧化動作、
読み出し機能、フィルタリング機能、提示機能、ルーティング機能、又は、検索の開始、
処理、又は完成に関する他の機能又は動作とすることが可能である。このため、モバイル
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検索設備は、パスワード保護された検索能力を含むことが可能であり、例えば、ユーザが
正しいパスワードを入力した場合にのみ特定タイプのコンテンツについて検索を許可する
ことが可能である。例えば、着信音又はビデオクリップ等のウォールド・ガーデン・コン
テンツは、ユーザがモバイル加入者特徴112のデータベースに格納されているパスワード
を入力した場合にのみ利用可能とすることが可能である。
【０１９７】
一実施形態では、検索機能は、家族情報（例えば、母の旧姓、兄弟姉妹の数、配偶者の
有無等）に基づいて適合化することが可能である。家族情報に適合化された検索機能は、
暗黙的クエリ、アクティブクエリ、非曖昧化動作、読み出し機能、フィルタリング機能、
提示機能、ルーティング機能、又は、検索の開始、処理、又は完成に関する他の機能又は
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動作とすることが可能である。例えば、ユーザの家族又は友人が最近実行したものと同様
の検索又は結果を提示する暗黙的検索を実行することが可能である。非曖昧化処理210は
、家族情報に基づいて動作することが可能であり、例えば、家族のメンバにより行われた
検索に基づいて、又は家族の状態に基づいて、クエリの曖昧さを解決することが可能であ
る。同様に、結果は、家族情報に基づいて、フィルタリングし、ソートし、提示し、又は
ルーティングすることが可能である。例えば、語「custody」についての検索は、離婚し
たユーザには子供の養育権に関する結果を導き、一方、結婚しているユーザには資産運用
口座に関する結果を公開することが可能である。
【０１９８】
一実施形態では、検索機能は、出生地に基づいて適合化することが可能である。出生地
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に適合化された検索機能は、暗黙的クエリ、アクティブクエリ、非曖昧化動作、読み出し
機能、フィルタリング機能、提示機能、ルーティング機能、又は、検索の開始、処理、又
は完成に関する他の機能又は動作とすることが可能である。このため、出生地に基づく暗
黙的な検索は、出生地が同じ他のユーザ又は該出生地の近くに現在住んでいるユーザと同
様の検索又は結果を含むことが可能である。同様に、出生地に基づいて、結果をフィルタ
リングし、又はクエリを非曖昧化することが可能である。例えば、入力「derby」は、ケ
ンタッキー州で生まれたユーザには競馬に関する結果を取り出し、一方、他の場所で生ま
れたユーザには帽子に関する結果を取り出すことが可能である。
【０１９９】
一実施形態では、検索機能は、運転免許情報に基づいて適合化することが可能である。
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運転免許情報に適合化された検索機能は、暗黙的クエリ、アクティブクエリ、非曖昧化動
作、読み出し機能、フィルタリング機能、提示機能、ルーティング機能、又は、検索の開
始、処理、又は完成に関する他の機能又は動作とすることが可能である。運転免許情報は
、年齢及び住所情報を含むことが可能であり、これらは、本書で提供する様々な年齢及び
ロケーションベースの検索機能によって意図されるように使用することが可能である。ま
た、運転免許情報は、身長、体重、髪の色、目の色、視覚状態等を含むことが可能である
。例えば、同様の外観を有する人と同様の結果をユーザに提示することが可能である。
【０２００】
一実施形態では、検索機能は、雇用データに基づいて適合化することが可能である。地
位に適合化された検索機能は、暗黙的クエリ、アクティブクエリ、非曖昧化動作、読み出
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し機能、フィルタリング機能、提示機能、ルーティング機能、又は、検索の開始、処理、
又は完成に関する他の機能又は動作とすることが可能である。雇用データは、ワイヤレス
サービスのキャリアにより維持されているようなモバイル加入者特徴112のデータベース
から取得することが可能である。雇用データは、例えば、会社の役員、特定のタイプ（例
えば、販売及びマーケティング、サプライチェーン・マネジメント、金融、人材等）又は
レベル（例えば、共同経営者、管理者、副社長等）の従業員といったユーザの地位、就労
日数、又はその他の状態等の、ユーザの状態を示すことが可能である。例えば、暗黙的ク
エリ204は、他の会社における同様の地位にあるユーザにより実行された検索の結果と同
様の結果を提示することが可能である。同様に、ユーザの地位に基づいて、クエリの非曖
昧化を行い、又は、結果を取り出し、ソートし、フィルタリングし、提示し、又はルーテ
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ィングすることが可能である。例えば、「incentive」を入力した販売部長は、彼自身の
使用者の製品に関する宣伝に関する情報を受信することが可能であり、人材管理者は、従
業員の労働意欲を高めるストック・オプションに関する情報を受信することが可能である
。
【０２０１】
一実施形態では、検索機能は、使用者に基づいて適合化することが可能である。使用者
に適合化された検索機能は、暗黙的クエリ、アクティブクエリ、非曖昧化動作、読み出し
機能、フィルタリング機能、提示機能、ルーティング機能、又は、検索の開始、処理、又
は完成に関する他の機能又は動作とすることが可能である。使用者に適合化された暗黙的
クエリは、同じ日又は近い日に同じ使用者の従業員により実行された他の検索の結果と同
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様の結果を示すことが可能である。使用者に適合化された非曖昧化設備204は、使用者の
状態に基づいてクエリ又は結果に関する曖昧さを解決することが可能であり、使用者に適
合化された検索機能は、モバイル加入者特徴112のデータベースから取得されるような使
用者の特徴に基づいて、結果の取り出し、ソート、提示、又はルーティングを行うことが
可能である。例えば、使用者が米国特許庁であるユーザは、クエリ「application」に応
じて特許手続に関する情報を受信することが可能であり、一方、使用者がMicrosoftであ
る場合には、それと同じクエリに応じてソフトウェアアプリケーションに関する情報を受
信することが可能である。
【０２０２】
一実施形態では、検索機能は、年収に基づいて適合化することが可能である。年収に適
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合化された検索機能は、暗黙的クエリ、アクティブクエリ、非曖昧化動作、読み出し機能
、フィルタリング機能、提示機能、ルーティング機能、又は、検索の開始、処理、又は完
成に関する他の機能又は動作とすることが可能である。年収は、ワイヤレスサービスのキ
ャリアにより維持されているようなモバイル加入者特徴112のデータベースから取得する
ことが可能である。このため、暗黙的クエリ204は、同様の年収の所得による検索、又は
該年収についての人口統計学的な特徴に適するよう設計された検索についての結果を提示
することが可能である。例えば、中間所得の個人には、中堅の価値に基づく自動車につい
ての結果を提示することが可能であり、一方、高所得の個人には、高級品や休暇等につい
ての結果を提示することが可能である。年収に基づいて、非曖昧化設備204はクエリに関
する曖昧さを解決することが可能であり、検索機能は結果の取り出し、ソート、提示、又
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はルーティングを行うことが可能である。例えば、クエリ「boat」は、中間所得の個人に
は、通勤用の船のスケジュールについてクエリを実行し又は結果を公開することが可能で
あり、一方、高所得の個人には、ヨットについてクエリを実行し又は結果を公開すること
が可能である。
【０２０３】
年収に適合化された検索の場合と同様に、一実施形態では、所得層に基づいて検索機能
が適合化される。所得層に適合化された検索機能は、暗黙的クエリ、アクティブクエリ、
非曖昧化動作、読み出し機能、フィルタリング機能、提示機能、ルーティング機能、又は
、検索の開始、処理、又は完成に関する他の機能又は動作とすることが可能である。
【０２０４】
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一実施形態では、検索機能は、購入したアイテムに基づいて適合化される。購入アイテ
ムに適合化された検索機能は、暗黙的クエリ、アクティブクエリ、非曖昧化動作、読み出
し機能、フィルタリング機能、提示機能、ルーティング機能、又は、検索の開始、処理、
又は完成に関する他の機能又は動作とすることが可能である。購入アイテムは、モバイル
通信設備102を使用して行われる取引を示すような、キャリアにより維持されているデー
タベースから取得することが可能である。例えば、取引履歴に基づいて、暗黙的クエリを
実行して結果を提示することが可能であり、例えば、コンピュータ等を最近購入した個人
に対して周辺機器及びソフトウェアアプリケーションに関する結果を提示することが可能
である。同様に、ユーザが購入したアイテムに基づいて、クエリの非曖昧化を行い、又は
、検索結果を取り出し、ソートし、提示し、又はルーティングすることが可能である。例
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えば、自動車を最近購入し及びユーザインタフェイスに「自動車」を入力したユーザは、
その自動車の登録や保険の取得等に関する情報を受信することが可能であり、一方、最近
買い物をしたが自動車を購入していないユーザは、自動車の人気度を示す結果を受信する
ことが可能である。
【０２０５】
一実施形態では、検索機能142は、友人及び家族情報（モバイル加入者特徴112のデータ
ベースに格納されている上述のタイプのあらゆる情報を含む）に基づいて適合化すること
が可能である。友人及び家族情報に適合化された検索機能142は、暗黙的クエリ164、アク
ティブクエリ、非曖昧化動作、読み出し機能、フィルタリング機能、提示機能、ルーティ
ング機能、又は、検索の開始、処理、又は完成に関する他の機能又は動作とすることが可
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能である。例えば、家族のメンバ又は友人のクエリ結果と同様の暗黙的クエリ164結果を
ユーザに提示することが可能である。友人及び家族情報に基づいて、ユーザクエリの非曖
昧化を行い、又は、検索結果の取り出し、ソート、提示、又はルーティングを行うことが
可能である。例えば、ユーザインタフェイスに「sister」を入力したユーザは、姉妹の最
も最近の検索により取得された結果を受信することが可能であり、一方、友人及び家族を
有さないユーザは、修道女に関する結果を受信することが可能である。
【０２０６】
一実施形態では、検索機能142は、請求金額に基づいて適合化することが可能である。
請求金額に適合化された検索機能142は、暗黙的クエリ164、アクティブクエリ、非曖昧化
動作、読み出し機能、フィルタリング機能、提示機能、ルーティング機能、又は、検索の
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開始、処理、又は完成に関する他の機能又は動作とすることが可能である。例えば、請求
金額が減少しているユーザには、より多くのモバイルサービスを取得するための提案を提
示することが可能であり、一方、請求金額が極めて高いユーザは、ワイヤレスサービスの
費用を低減させることになる選択を行うことに関する情報を受信することが可能である。
【０２０７】
一実施形態では、検索機能142は、平均請求総額に基づいて適合化することが可能であ
る。平均請求総額に適合化された検索機能142は、暗黙的クエリ164、アクティブクエリ、
非曖昧化動作、読み出し機能、フィルタリング機能、提示機能、ルーティング機能、又は
、検索の開始、処理、又は完成に関する他の機能又は動作とすることが可能である。例え
ば、現在の請求金額が平均を超えているユーザには、倹約に関する結果を提示することが
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可能であり、一方、現在の請求金額が平均よりも低いユーザには、他のサービス又はコン
テンツ（ウォールド・ガーデン・コンテンツ132等）を購入する機会を提示することが可
能である。
【０２０８】
一実施形態では、検索機能142は、支払履歴に基づいて適合化することが可能である。
支払履歴に適合化された検索機能142は、暗黙的クエリ164、アクティブクエリ、非曖昧化
動作、読み出し機能、フィルタリング機能、提示機能、ルーティング機能、又は、検索の
開始、処理、又は完成に関する他の機能又は動作とすることが可能である。例えば、遅延
なく支払をしているユーザは、更なるサービスの提案を受信することが可能であり、一方
、支払が遅延しているユーザは、催促を受信することが可能であり、又は債務管理に関す

10

る結果を受信することが可能である。同様に、支払履歴が好ましいユーザには、より高価
な商品及びサービスに関する結果を提示することが可能である。
【０２０９】
一実施形態では、検索機能142は、定時支払履歴に基づいて適合化することが可能であ
る。定時支払履歴に適合化された検索機能142は、暗黙的クエリ164、アクティブクエリ、
非曖昧化動作、読み出し機能、フィルタリング機能、提示機能、ルーティング機能、又は
、検索の開始、処理、又は完成に関する他の機能又は動作とすることが可能である。例え
ば、定時に支払いを行っている極めて良好な記録を有するユーザには、該ユーザの支払い
が好ましい状態であり続けるという予測に基づき、更なる提案（報奨又は昇格等）を提示
することが可能である。
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【０２１０】
一実施形態では、検索機能142は、オンライン利用額に基づいて適合化することが可能
である。オンライン利用額に適合化された検索機能142は、暗黙的クエリ164、アクティブ
クエリ、非曖昧化動作、読み出し機能、フィルタリング機能、提示機能、ルーティング機
能、又は、検索の開始、処理、又は完成に関する他の機能又は動作とすることが可能であ
る。該利用額は、ワイヤレスサービスプロバイダにより維持されているデータベースから
取得することが可能である。オンライン利用額を使用して暗黙的クエリ164の結果を生成
することが可能である。例えば、ヘビーユーザには、他のヘビーユーザと同様の結果（よ
り専門的な種類の結果等）を提示することが可能であり、非ヘビーユーザには、より一般
的な結果（ニュースヘッドライン等）を提示することが可能である。オンライン利用額に
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基づいて、クエリの非曖昧化を行い、又は、結果を取り出し、ソートし、提示し、又はル
ーティングすることが可能である。例えば、「blog」を入力したヘビーオンラインユーザ
には、その日の最も人気のあるブログを送ることが可能であり、一方、ライトユーザには
、ブログ現象について説明したより一般的な結果を提示することが可能である。
【０２１１】
一実施形態では、検索機能142は、オンライン対話期間に基づいて適合化することが可
能である。該期間に適合化された検索機能142は、暗黙的クエリ164、アクティブクエリ、
非曖昧化動作、読み出し機能、フィルタリング機能、提示機能、ルーティング機能、又は
、検索の開始、処理、又は完成に関する他の機能又は動作とすることが可能である。例え
ば、暗黙的クエリ164 204では、長い対話の履歴を有するユーザに一層複雑な又は広範な
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結果を提示することが可能であり、一方、短い対話の履歴を有するユーザに基本的な情報
のみを提示することが可能である。例えば、非曖昧化設備204、又は結果の取り出し、ソ
ート、提示、若しくはルーティングを行う検索機能142は、かかる処理をオンライン対話
の期間に基づいて行うことが可能である。例えば、対話が長いユーザには、長い記事や科
学的研究等を提示することが可能であり、一方、対話期間が短いユーザには、ニュースヘ
ッドライン等のみを提示することが可能である。同様に、例えば、「football」を入力し
た短期間のユーザは、その日のスコアを受信することが可能であり、長期間のユーザは、
フットボールに関する記事を受信することが可能である。
【０２１２】
一実施形態では、検索機能142は、オンライン対話回数に基づいて適合化することが可
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能である。該対話に適合化された検索機能142は、暗黙的クエリ164、アクティブクエリ、
非曖昧化動作、読み出し機能、フィルタリング機能、提示機能、ルーティング機能、又は
、検索の開始、処理、又は完成に関する他の機能又は動作とすることが可能である。例え
ば、暗黙的クエリ204では、多くの対話の履歴を有するユーザに一層多くの結果を提示す
ることが可能であり、一方、少ない対話の履歴を有するユーザに最も関連する結果のみを
提示することが可能である。同様に、非曖昧化設備204、又は結果の取り出し、ソート、
提示、若しくはルーティングを行う検索機能142は、かかる処理を、ワイヤレスプロバイ
ダ108のデータベースにより示されるようなオンライン対話の回数又は頻度に基づいて行
うことが可能である。例えば、対話が多いユーザには、長い結果セットを提示することが
可能であり、一方、対話が少ないユーザには、最も関連する結果のみを提示することが可

10

能である。同様に、例えば、「Peter」を入力した高頻度のユーザは、その日のニュース
でその名前の使用に関連する情報のみを受信することが可能であり、一方、低頻度の訪問
者は、Peter the GreatからPete Townsend及びPeter Rabbitにわたる、より一般的な結果
を受信することが可能である。
【０２１３】
一実施形態では、検索機能142は、家族状態及び家族情報に基づいて適合化することが
可能である。該家族情報に適合化された検索機能142は、暗黙的クエリ164、アクティブク
エリ、非曖昧化動作、読み出し機能、フィルタリング機能、提示機能、ルーティング機能
、又は、検索の開始、処理、又は完成に関する他の機能又は動作とすることが可能である
。例えば、暗黙的検索は、独身のユーザに対してデート又は恋愛関係に関する結果を提示
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することが可能であり、一方、既婚のユーザは子供の養育に関する結果を受信することが
可能である。同様に、非曖昧化処理210、又は結果の取り出し、ソート、提示、若しくは
ルーティングを行う検索機能142は、家族状態及び家族情報を使用することが可能である
。例えば、「love」を入力した独身ユーザは、デート及び恋愛関係に関する結果を受信す
ることが可能であり、一方、既婚ユーザは、記念日に関する情報を受信することが可能で
ある。
【０２１４】
一実施形態では、検索機能142は、子供の数に基づいて適合化することが可能である。
該子供の数に適合化された検索機能142は、暗黙的クエリ164、アクティブクエリ、非曖昧
化動作、読み出し機能、フィルタリング機能、提示機能、ルーティング機能、又は、検索
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の開始、処理、又は完成に関する他の機能又は動作とすることが可能である。子供の数は
、ワイヤレスプロバイダ108により維持されているようなモバイル加入者特徴112のデータ
ベースから取得することが可能である。暗黙的クエリ204は、子供の数に基づいて実行す
ることが可能である。例えば、子供のいないユーザは、他の因子に基づく結果を受信する
ことが可能であり、一方、４人の子供がいるユーザは、子育て又は教育資金商品に関する
暗黙的クエリ204の結果を受信することが可能である。同様に、子供の数に基づいて、ク
エリの非曖昧化を行い、又は、結果を返し、格納し、提示し、又はルーティングすること
が可能である。例えば、「cold」を入力した子供のいるユーザは、風邪の発症に関する健
康関連情報を受信することが可能であり、一方、子供のいないユーザは、一般的な天気情
報を受信することが可能である。
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【０２１５】
一実施形態では、検索機能142は、買物の習慣（例えば、Mobile Lime等の技術を使用し
て行う商品及びサービスの参照又は購入）に基づいて適合化することが可能である。該買
い物の習慣に適合化された検索機能142は、暗黙的クエリ164、アクティブクエリ、非曖昧
化動作、読み出し機能、フィルタリング機能、提示機能、ルーティング機能、又は、検索
の開始、処理、又は完成に関する他の機能又は動作とすることが可能である。例えば、音
楽に関する買い物を頻繁にするユーザには、暗黙的検索204で音楽向けコンテンツを提示
することが可能であり、一方、該暗黙的検索は、買い物の習慣が異なる他のユーザに、異
なるアイテムを提示することが可能である。同様に、買い物の習慣に基づいて、クエリの
非曖昧化を行い、又は、結果を返し、ソートし、提示し、又はルーティングすることが可
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能である。例えば、頻繁に書籍を購入する者には、クエリインタフェイスに「King」が入
力された際にStephen Kingの本を提示することが可能であり、一方、頻繁に音楽を購入す
る者にはElvis Presleyに関する結果を提示することが可能である。
【０２１６】
一実施形態では、検索機能142は、クリックストリーム情報に基づいて適合化すること
が可能である。該クリックストリーム情報に適合化された検索機能142は、暗黙的クエリ1
64、アクティブクエリ、非曖昧化動作、読み出し機能、フィルタリング機能、提示機能、
ルーティング機能、又は、検索の開始、処理、又は完成に関する他の機能又は動作とする
ことが可能である。クリックストリーム情報は、モバイル通信設備102上に格納すること
が可能であり、又は、ワイヤレスプロバイダ108又は該ワイヤレスプロバイダ108に代わっ

10

て活動している団体により維持されているデータベース又はサーバといったリモートロケ
ーションに格納することが可能である。クリックストリームに適合化された検索機能142
は、過去の挙動に基づいて暗黙的クエリ204を実行する（例えば、ユーザが最近モバイル
通信設備102を使用して自動車を見ている場合には新車に関するクエリを実行する）こと
が可能である。同様に、クリックストリーム情報に基づいて、クエリの非曖昧化を行い、
又は、結果を返し、ソートし、提示し、又はルーティングすることが可能である。例えば
、クエリ設備に部分的なURLを入力したユーザは、最近訪問したウェブサイトへ導くこと
が可能であり、一方、その他のユーザは、曖昧さを解決するための処理へ導くことが可能
である。クリックストリーム情報は、広範な挙動及び特徴を推論するために使用すること
が可能である。このため、本書に記載する他の実施形態は、クリックストリーム情報から
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の１つ又は２つ以上のモバイル加入者特徴112の導出処理と連携して行うことが可能であ
る。例えば、ユーザが20歳の女性向けのサイトを訪問していることをクリックストリーム
情報が示している場合には、該情報を使用してユーザの性別を推論することができ、その
後、本書に記載する性別に適合化された検索機能142の様々な実施形態を利用することが
可能となる。
【０２１７】
一実施形態では、検索機能142は、装置タイプに基づいて適合化することが可能である
。該装置タイプに適合化された検索機能142は、暗黙的クエリ164、アクティブクエリ、非
曖昧化動作、読み出し機能、フィルタリング機能、提示機能、ルーティング機能、又は、
検索の開始、処理、又は完成に関する他の機能又は動作とすることが可能である。例えば
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、装置のタイプに適した結果を取り出すと共に他の結果をフィルタリング除去するように
暗黙的クエリを実行することが可能である。例えば、モバイル通信設備102がビデオレン
ダリング能力を有していない場合には、ビデオ関連の結果をプロセスからフィルタリング
除去することができる。同様に、装置タイプに基づいて、クエリの非曖昧化を行い、又は
、結果を取り出し、ソートし、提示し、又はルーティングすることが可能である。例えば
、装置と互換性のあるウォールド・ガーデン・コンテンツ132の結果をユーザに提示する
ことが可能である。クエリの入力時に、ユーザは、装置で見ること／ダウンロードするこ
とが可能なコンテンツアイテムを含むと共に他のコンテンツを除外するようにフィルタリ
ングされた結果を受信することが可能である。モバイル加入者特徴112のデータベースか
ら取得することが可能な装置タイプは、他のアイテムを推論するために使用することも可
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能である。例えば、特定の装置が特定の年齢又は性別のユーザに最も人気がある場合があ
り、この場合、本書に記載した年齢に適合化された検索機能142と同様の態様で結果を適
合させることができる。
【０２１８】
一実施形態では、検索機能142は、装置バージョンに基づいて適合化することが可能で
ある。該装置バージョンに適合化された検索機能142は、暗黙的クエリ164、アクティブク
エリ、非曖昧化動作、読み出し機能、フィルタリング機能、提示機能、ルーティング機能
、又は、検索の開始、処理、又は完成に関する他の機能又は動作とすることが可能である
。装置バージョンは、ワイヤレスプロバイダ108により維持されているようなモバイル加
入者特徴112のデータベースから取り出すことが可能である。例えば、暗黙的クエリは、
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特定のバージョンの装置に適した結果を取り出すと共にその他の結果をフィルタリング除
去するよう実行することが可能である。例えば、モバイル通信設備102がビデオレンダリ
ング能力を有していない場合には、ビデオ関連の結果をプロセスからフィルタリング除去
することができる。同様に、装置バージョンに基づいて、クエリの非曖昧化を行い、又は
、結果を取り出し、ソートし、提示し、又はルーティングすることが可能である。例えば
、装置の正しいバージョンと一致するウォールド・ガーデン・コンテンツ132の結果をユ
ーザに提示することが可能である。クエリの入力時に、ユーザは、装置のバージョンで見
ること／ダウンロードすることが可能なコンテンツアイテムを含むと共に他のコンテンツ
を除外するようにフィルタリングされた結果を受信することが可能である。モバイル加入
者特徴112のデータベースから取得することが可能な装置バージョンは、他のアイテムを
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推論するために使用することも可能である。例えば、特定の装置バージョンが特定の年齢
又は性別のユーザに最も人気がある場合があり、この場合、本書に記載した年齢に適合化
された検索機能142に関して説明したのと同様の態様で結果を適合させることができる。
【０２１９】
一実施形態では、検索機能142は、装置特徴に基づいて適合化することが可能である。
該装置特徴に適合化された検索機能142は、暗黙的クエリ164、アクティブクエリ、非曖昧
化動作、読み出し機能、フィルタリング機能、提示機能、ルーティング機能、又は、検索
の開始、処理、又は完成に関する他の機能又は動作とすることが可能である。装置特徴は
、ワイヤレスプロバイダ108により維持されているようなモバイル加入者特徴112のデータ
ベースから取り出すことが可能である。特徴は、装置のタイプ、装置上で実行しているア
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プリケーション（例えば、写真を表示し、ビデオをレンダリングし、音楽を再生する能力
）を含むことが可能である。例えば、暗黙的クエリは、特定のバージョンの装置の特定の
特徴に適した結果を取り出すと共にその他の結果をフィルタリング除去するよう実行する
ことが可能である。例えば、モバイル通信設備102が写真画像化能力を有していない場合
には、写真関連の結果をプロセスからフィルタリング除去することができる。同様に、装
置特徴に基づいて、クエリの非曖昧化を行い、又は、結果を取り出し、ソートし、提示し
、又はルーティングすることが可能である。例えば、装置の正しい特徴と一致するウォー
ルド・ガーデン・コンテンツ132の結果をユーザに提示することが可能である。クエリの
入力時に、ユーザは、装置の特徴のために見ること及び／又はダウンロードすることが可
能なコンテンツアイテムを含むと共に他のコンテンツを除外するようにフィルタリングさ
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れた結果を受信することが可能である。例えば、.mp3ファイルを再生する装置を有するユ
ーザは、「bruce」に関するクエリの入力時に音楽ファイルを受信することが可能であり
、一方、音楽能力を有さないユーザは、Bruce Springsteenに関するウェブ検索結果を受
信することが可能である。モバイル加入者特徴112のデータベースから取得することが可
能な装置特徴は、他のアイテムを推論するために使用することも可能である。例えば、特
定の装置特徴が特定の年齢又は性別のユーザに最も人気がある場合があり、この場合、本
書に記載した年齢に適合化された検索機能142に関して説明したのと同様の態様で結果を
適合させることができる。
【０２２０】
一実施形態では、検索機能142は、使用パターン（ロケーション、時刻、又はその他の
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変数に基づくものを含む）に基づいて適合化することが可能である。該使用パターンに適
合化された検索機能142は、暗黙的クエリ164、アクティブクエリ、非曖昧化動作、読み出
し機能、フィルタリング機能、提示機能、ルーティング機能、又は、検索の開始、処理、
又は完成に関する他の機能又は動作とすることが可能である。例えば、ユーザが週末にレ
ストランを頻繁に検索している場合には、暗黙的クエリ204が週末にレストラン検索を行
うことが可能である。同様に、同じクエリ、例えば「rest」は、週末にはレストラン関係
の結果を返し、業務時間中には（特にユーザがソフトウェアエンジニアであることを使用
パターンが示している場合には）再構成されたテキストに関する結果を提示することが可
能である。このため、非曖昧化処理210、又は結果の取り出し、ソート、提示、又はルー
ティングを行うための検索機能142は、使用パターンを用いてそれらの機能を達成するこ
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とが可能である。使用パターンは、ワイヤレスプロバイダ108により維持されているよう
なモバイル加入者特徴112のデータベースから取得することが可能である。広範な使用パ
ターンを使用して（暗黙的及び明示的）クエリの形成及び結果の取り出し及び編成を支援
することが可能である。アルゴリズム設備144は、かかる機能を支援するために使用パタ
ーンを解析するのに適した１つ又は２つ以上のモジュール又はエンジンを含むことが可能
である。例えば、アルゴリズム設備144は、時刻、曜日、月日、通日、営業日パターン、
休日パターン、分、トランザクションを取り巻くパターン、かかってくる電話又はかける
電話を取り巻くパターン、クリック及びクリックスルーのパターン、通信（例えば、イン
ターネット、E‑mail、及びチャット）のパターン、及びワイヤレスプロバイダ108又はイ
ンターネットサービスプロバイダにより収集されるデータから識別することができる他の
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あらゆるパターンに基づいて、使用パターンを解析することが可能である。使用パターン
は、回帰法（最小二乗法等）、ニューラル・ネット・アルゴリズム、学習エンジン、ラン
ダム・ウォーク法、モンテカルロ・シミュレーション等といった、様々な予測アルゴリズ
ムを使用して解析することが可能である。例えば、使用パターンは、ユーザが休日中に多
数の業務関連の電話をかけていることを（例えばユーザが職場にいて一日中電話している
ことを判定することにより）示すことが可能である。かかるユーザには好適には、休暇に
関連するコンテンツを提示することが可能であり、例えば、暗黙的クエリ204で、ホテル
、レンタカー、又は空の旅のプロモーションを示すこと、又は明示的クエリ（非曖昧化さ
れる部分クエリ又は曖昧なクエリを含む）に応じてかかるアイテムを優先的に提示するこ
とが可能である。例えば、かかるユーザは、部分クエリ「hot」を入力したことに応じて
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ホテル情報を受信することが可能であり、一方、他のユーザは、天気情報を受信すること
が可能である。かかる一実施形態では、検索機能142は、電話の使用に基づいて適合化す
ることが可能である。該電話の使用に適合化された検索機能142は、暗黙的クエリ164、ア
クティブクエリ、非曖昧化動作、読み出し機能、フィルタリング機能、提示機能、ルーテ
ィング機能、又は、検索の開始、処理、又は完成に関する他の機能又は動作とすることが
可能である。
【０２２１】
一実施形態では、検索機能142は、装置及び／又は加入者の一意の識別子に基づいて適
合化することが可能である。該識別子に適合化された検索機能142は、暗黙的クエリ164、
アクティブクエリ、非曖昧化動作、読み出し機能、フィルタリング機能、提示機能、ルー
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ティング機能、又は、検索の開始、処理、又は完成に関する他の機能又は動作とすること
が可能である。ここで、使用パターンに適合化された検索機能142の場合のように、該識
別子を使用して検索設備142のユーザを識別して、ターゲットを絞ったクエリ、非曖昧化
、及び結果を実施できるようにすることが可能である。
【０２２２】
ワイヤレス検索プラットフォーム100は、該ワイヤレス検索プラットフォーム100に直接
識別子を提示したユーザへ情報を提供するために使用することが可能である。直接識別子
に関連するモバイルコンテンツを提供する方法は、直接識別子の入力を受容するようにモ
バイル通信設備102をユーザが制御すること、及び該ユーザのモバイル通信設備102上に表
示するために該直接識別子の入力を使用してモバイルコンテンツ又は該モバイルコンテン
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ツに関連する情報を受信することを含むことが可能である。
【０２２３】
モバイル通信設備102は、携帯電話、セルラー電話、又はGSM電話等の電話機、又は本書
に際するその他のモバイル通信設備102とすることが可能である。モバイル通信設備102を
使用して直接識別子を取得することが可能である。
【０２２４】
直接識別子は、様々な方法で取得することが可能である。モバイル通信設備102のユー
ザは、該モバイル通信設備102のユーザインタフェイスを介して直接識別子を表すテキス
トを入力することが可能である。該ユーザは、代替的に、直接識別子を表す文字及び／又
は数字をモバイル通信設備102のマイクに向かって聞こえるように（例えば話して）入力
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することが可能である。ユーザは、直接識別子の全てのテキスト、文字、及び／又は数字
、又はそれらの一部（例えば可視部分）を入力することが可能である。
【０２２５】
モバイル通信設備102は、本書に記載するカメラ付き電話のようにカメラを含むことが
可能である。ユーザは、電話機のカメラを使用して直接識別子のイメージを捕捉するため
に、モバイル通信設備102上で実行されている直接識別子入力アプリケーションを用いる
ことが可能である。
【０２２６】
代替的に、直接識別子のイメージは、ワイヤレス通信設備104を介してモバイル通信設
備102により受信することが可能である。モバイル通信設備102が直接識別子を含むイメー
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ジを受信することが可能な例は、EMSピクチャメッセージ、ピクチャID、ビデオメッセー
ジ、又はビデオ通話を含む。代替的に、直接識別子のイメージは、メモリ拡張スロット、
赤外線ポート、又はUSBポートを含む本書に記載するようなモバイル通信設備102上の適当
なポートを介して、及びPicBridgeを介して、入力することが可能である。モバイル通信
設備102が直接識別子のイメージを受信することができる他のソースは、モバイルサービ
スプロバイダ108（ワイヤレス通信設備104を介して）、モバイル加入者特徴データベース
112、及びモバイル検索ホスト設備114、又はインターネット等からのストリーミングマル
チメディアを含む。直接識別子は、新規に取得することが可能であり、又はモバイル通信
設備102のハードディスクドライブ等の記憶装置から読み出すことが可能である。
【０２２７】
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モバイル通信設備102は、バーコードスキャナ、２Dコード又は３Dコードスキャナ、又
はRFIDスキャナを備えることが可能である。モバイル通信設備102のユーザは、本書に記
載するようなスキャナを使用して直接識別子を取得することが可能である。
【０２２８】
代替的に、直接識別子を取得してそれをモバイル通信設備102へ転送することを目的と
して、カメラ又は任意のスキャナをモバイル通信設備102に対してリモートに接続するこ
とが可能である。
【０２２９】
モバイル通信設備102により取得される直接識別子は、幾つかのフォーマット及び実施
形態のうちの１つ又は２つ以上を選択することが可能である。直接識別子は、二次元コー
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ド等のバーコード、３Dコード（例えば「凸凹」コード）、３DIコード（例えば円形の３D
Iコード）とすることが可能である。バーコードは、アレイタグ、Aztecコード、スモール
Aztecコード、Codablock、Code 1コード、Code 16Kコード、Code 49コード、CP Codeコー
ド、DataGlyphコード、Data Matrixコード、Datastrip Codeコード、Dot Code Aコード、
hueCodeコード、Intacta.Codeコード、MaxiCodeコード、MiniCodeコード、PDF 417コード
、Micro PDF 417コード、QRコード、SmartCodeコード、Snowflack Codeコード、SuperCod
eコード、Ultracodeコード、マルチカラーコード、Quick Responseコード、又はUPCコー
ドを含むグループから選択することが可能である。
【０２３０】
代替的に、直接識別子は、RFIDとすることが可能である。RFIDは、EPC Gen 2、EPC Cla
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ss 0+、EPC Class 1、UCODE EPC 1.19、ISO 18000‑6b、I‑CODE1、I‑CODE SLI、My‑d(HF)
、ISO 15693、Picotag、Tag‑It、Tag‑it HF、Tagsys、EPC(HF)、及びTag‑it HF‑1等のフ
ォーマットを含むことが可能である。バーコード及びRFIDタグの他のフォーマット及び実
施形態が存在することが可能であり、及び（カスタムフォーマット及び実施形態を含めて
）実施可能である。本書で開示するフォーマット及び実施形態は、典型的な例を意図した
ものであり、このため、かかる他のフォーマット及び実施形態もまた本書に含まれるもの
とする。
【０２３１】
モバイル通信設備102は、直接識別子をデコードすることが可能であり、又は、直接識
別子（又は直接識別子を含むイメージ）をサーバ134、モバイル検索ホスト設備114、ワイ
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ヤレスプロバイダ108等へ送信してデコードさせることが可能である。直接識別子を部分
的に又は完全にデコードして、モバイルコンテンツを送るための直接識別子の主体に関す
る情報、又はモバイル通信設備102のユーザインタフェイスが表示するためのモバイルコ
ンテンツに関する情報を、十分な量だけ見出すことが可能である。モバイル通信設備102
は、直接識別子の一部をデコードして、該一部を、該一部及び該直接識別子を、又は該一
部及び該直接識別子を含むイメージを、送信することが可能である。
【０２３２】
直接識別子は、該直接識別子の主体に関する一次出所情報を含むことが可能である。該
一次出所情報は、製品名、型番、シリアル番号、メーカー名、所有者名、バンド名、スポ
ーツイベント、公開イベントタイトル、日付、ロケーション、招待コード、映画タイトル
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、URL等を（制限なく）含むことが可能である。一次出所情報は、省略し、要約し、圧縮
し、又はエンコードすることが可能である。
【０２３３】
直接識別子はまた、直接識別子の主体に関する二次出所情報を含むことが可能である。
該二次出所情報は、製品カテゴリ、製品価格範囲、又は直接識別子の主体に関連する製品
のリスト、前座、会場、音楽タイトルのリスト等を含むことが可能である。その関係は、
カテゴリ、価格、消費者購入データ、音楽ジャンル等に基づくものとすることが可能であ
る。
【０２３４】
直接識別子の一次及び／又は二次出所情報を使用して、該直接識別子の主体に関する更
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なる情報を受信することが可能である。これは、望ましいものであり、また、直接識別子
の一次及び／又は二次出所情報がモバイルコンテンツに関する情報と比較するには不十分
なものである場合に必要となる。直接識別子の主体に関する情報は、次の１つ又は２つ以
上に関連する情報を含むモバイルウェブサイトを含むことが可能である：製品説明、製品
レビュー、現在のロケーションでの在庫リスト、現在のロケーションでの価格、オンライ
ンロケーションでの価格、ローカルオフラインロケーションでの価格、オンラインロケー
ションでの在庫リスト、又はローカルオフラインロケーションでの在庫リスト、公開イベ
ント、個人イベント、有名人、政党、法律等。
【０２３５】
直接識別子の一次及び／又は二次出所及び／又は関連する情報は、モバイルコンテンツ
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に関する情報と比較することが可能である。該比較は、モバイル通信設備102において生
じることが可能であり、又は、サーバ134若しくはモバイル検索ホスト設備114において生
じることが可能である。該比較の結果として、比較した情報の一致が生じ得る。該情報は
、正確に又は部分的に一致する可能性があり、又は該情報の一部が、正確に又は部分的に
一致する可能性がある。
【０２３６】
モバイルコンテンツに関する情報は、モバイル通信設備102内に格納することが可能で
あり、又は、モバイル通信設備102の特徴、ユーザ特徴、ロケーション、現在のイベント
、及び他のユーザの最近の比較活動に基づいて、動的にダウンロードすることが可能であ
る。一例として、モバイル通信設備102を携行している第１のユーザが駅の近くにいる場
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合がある。ワイヤレス通信設備104の他のユーザ、又はサーバ134、又は該第１のユーザに
関連するモバイル検索ホスト設備114は、前記駅でポストされた直接識別子を最近取得し
比較している可能性がある。他のユーザにより取得された直接識別子に関する情報と一致
するモバイルコンテンツに関する情報は、前記第１のユーザのモバイル通信設備102へダ
ウンロードすることが可能である。よって、該第１のユーザが他のユーザと同じ直接識別
子を取得する場合には、一致する情報が第１のユーザのモバイル通信設備102上で入手可
能となり、これにより該第１のユーザの該情報へのアクセスがスピードアップされる。こ
れはまた、直接識別子を取得する時点でのワイヤレス通信設備104のダウンロード帯域幅
に関する瞬時的な要求を低減させるものとなる。
【０２３７】
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モバイルコンテンツに関する情報は、モバイルウェブサイトから送ることが可能であり
、又は、サマリ、キーワードのリスト、直接識別子の主体に関する情報の検索クエリの結
果、コンテンツ・ウォールド・ガーデン情報132、少なくとも１つの類似した特徴を有す
る製品のリスト、互換性のある製品又はサービスのリスト等とすることが可能である。例
えば、ユーザは、プラズマTVについての直接識別子を取得することが可能である。該直接
識別子に関連する情報の比較の結果として、プラズマTVに関するメーカーのウェブページ
をモバイル通信装置102上に表示させることが可能である。しかし、該比較の結果として
、異なる機種のプラズマTV等の関連製品、サラウンドシステム等のアクセサリ、延長保証
の提案、娯楽設備、TV壁取付用マウント、プラズマTVのレビュー、プラズマTV技術に関す
るホワイトペーパー等を提示することが可能である。
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【０２３８】
ユーザに提示するためのモバイルコンテンツ関連情報の選択は、直接識別子の主体に関
する情報への関連性に少なくとも部分的に基づくものとすることが可能である。一例とし
て、直接識別子に関連する情報は、Chrysler等のメーカー名とすることが可能である。こ
の結果として、メーカー名Chryslerを共有するモバイルコンテンツに関する情報を提示す
ることが可能となる。別の例では、直接識別子の主体に関連する情報は、ビーチチェア等
の製品や該ビーチチェアの小売価格を含むことが可能である。この例では、ユーザへ提示
されるモバイルコンテンツに関する情報は、同程度の小売価格の代替的なビーチチェア、
又はビーチチェアの代替的な地元の供給元、又はそれらの組み合わせを含むことが可能で
ある。別の例では、直接識別子の主体に関連する情報は、イエローページのカテゴリに合
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わせることが可能であり、該イエローページのカテゴリでリストアップされている他の製
品のモバイルコンテンツに関連する情報をユーザに提示することが可能である。別の例で
は、ユーザが電子製品の小売店にいる。該ユーザは、ポータブルDVDプレーヤの直接識別
子を取得し、該DVDプレーヤの製品レビューが該ユーザに提示される。
【０２３９】
ユーザにモバイルコンテンツに関連する情報を提示することに加えて、該ユーザにモバ
イルコンテンツを提示することが可能である。該モバイルコンテンツは、広告、スポンサ
ードリンク、スポンサードコール、ダウンロード可能コンテンツ、オーディオストリーム
、ビデオ、又はグラフィック要素とすることが可能である。一例では、ユーザは、主体が
カントリー及びウェスタン・バンドである直接識別子を取得することが可能である。該ユ
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ーザには、該バンドの近日中に行われるコンサートツアーのチケットを注文するための電
話番号を提示することが可能である。代替的に、該ユーザは、該直接識別子の主体に関す
る更なる情報についての電話を受けることが可能である。該電話は、自動的に情報を提供
し、自動情報システムとの対話を可能とし、又は前記バンドに関する情報についてのオペ
レータとすることが可能である。
【０２４０】
一実施形態では、検索機能142は、コンテンツ参照履歴に基づいて適合化される。該コ
ンテンツ参照履歴に適合化された検索機能142は、暗黙的クエリ164、アクティブクエリ、
非曖昧化動作、読み出し機能、フィルタリング機能、提示機能、ルーティング機能、又は
、検索の開始、処理、又は完成に関する他の機能又は動作とすることが可能である。参照

40

履歴は、携帯電話上のデータベース又はキャッシュ等のモバイル通信設備102上のローカ
ル設備により取得することが可能であり、又は、インターネットサーバ等の中央設備もし
くは電話サービスの中央局で取得することが可能である。かかるデータは、例えば、モバ
イル加入者特徴112のデータベースから取り出すことが可能である。参照履歴は、実施形
態では、アルゴリズム設備144により解析されて、例えば、コンテンツの参照パターンに
基づいて挙動が推論される。実施形態では、参照履歴は、モバイル通信設備102を使用し
て参照したコンテンツを含むことが可能である。他の実施形態では、参照履歴は、ワイヤ
レスプロバイダ108である同一団体により提供される他のコンテンツに関する履歴を含む
ことが可能である。例えば、かかるプロバイダは、DSL又はケーブルを介してテレビコン
テンツを、インターネットコンテンツを、又はその他のコンテンツを提供することが可能
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である。かかるコンテンツに関する参照履歴を解析して、検索機能142の改善に資する（
暗黙的クエリの開発、明示的クエリを用いた曖昧さの解決、及び、検索結果の取り出し、
ソート、フィルタリング、提示、及びルーティングに関する支援を含む）ことが可能であ
る。例えば、特定の参照者が「２４」の最初の６話を見たが第７話を見損ねたことをモバ
イル加入者特徴112のデータベースが示す場合には、要素「２４」に関する検索により第
７話のオンラインソースを取り出すことが可能であり、一方、同様のクエリを入力した他
のユーザは、その番組の一般的な情報もしくは24時間営業のフィットネスセンターに関す
る情報を受信することが可能である。参照履歴は、全てのタイプのコンテンツ（例えば、
テキスト、データ、音楽、オーディオ、サウンドファイル、ビデオ、ブロードキャストコ
ンテンツ）との全てのタイプのやりとり（例えば、ダウンロード、聴取、クリックスルー

10

、サンプリング）を含むものとして理解されるべきである。
【０２４１】
一実施形態では、検索機能142は、ユーザにより参照され／参照されなかった提示され
たコンテンツに基づいて適合化される。該拒否されたコンテンツに適合化された検索機能
142は、暗黙的クエリ164、アクティブクエリ、非曖昧化動作、読み出し機能、フィルタリ
ング機能、提示機能、ルーティング機能、又は、検索の開始、処理、又は完成に関する他
の機能又は動作とすることが可能である。拒否されたコンテンツに関する情報は、例えば
、ワイヤレスプロバイダ108により維持されているようなモバイル加入者特徴112のデータ
ベースから取得することが可能であり、該ワイヤレスプロバイダ108は、例えば、コンテ
ンツを見るためのオプションが明示的に拒否されることにより、又は（該コンテンツを見

20

る機会が繰り返し生じた場合等に）コンテンツが暗黙的に拒否（無視）されることにより
、提示され拒否された他の様々なコンテンツソースのプロバイダとすることも可能である
。ワイヤレスプロバイダ108は、かかる参照履歴へ頻繁にアクセスすることができる。こ
れは、同じキャリアがテレビ、インターネット、及びその他のコンテンツソースも提供す
るからである。拒否されたコンテンツをアルゴリズム設備144で解析して、暗黙的クエリ
の形成や明示的クエリの解決を支援し、及び、結果の取り出し、ソート、フィルタリング
、提示、及びルーティングを支援することが可能である。例えば、ユーザが音楽向け番組
コンテンツを（携帯電話で、TVで、又はインターネットで）一貫して拒否する場合又は見
ることができなかった場合には、語「U2」に関するクエリは、ソビエト時代の偵察機に関
する情報を返すことが可能であり、他のユーザには、かかるクエリは、ロックグループU2
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に関するコンテンツを返すことになる。使用パターンを解析する場合のように、広範なア
ルゴリズム（学習アルゴリズム、回帰分析、ニューラルネット等を含む）を使用して、ク
エリ及び結果の操作に資する拒否されたコンテンツのパターンを理解することが可能であ
る。
【０２４２】
一実施形態では、検索機能142は、ダウンロードされたコンテンツ及びプログラムに基
づいて適合化される。該ダウンロード履歴に適合化された検索機能142は、暗黙的クエリ1
64、アクティブクエリ、非曖昧化動作、読み出し機能、フィルタリング機能、提示機能、
ルーティング機能、又は、検索の開始、処理、又は完成に関する他の機能又は動作とする
ことが可能である。ダウンロードされたコンテンツ及びプログラムは、例えば、形態電話

40

の使用、テレビの視聴、インターネットの使用、E‑mailの使用に基づいて、モバイル加入
者特徴112のデータベースから判定することが可能である。かかるコンテンツ及びプログ
ラムは、その解析を行って、使用パターンに適合化された検索機能142について上述した
態様で使用することが可能である。かかる一実施形態では、検索機能142は、聞かれ及び
／又はダウンロードされたビデオ、音楽、及びオーディオに基づくものとなる。この場合
も、コンテンツアクションに適合された検索機能142は、暗黙的クエリ164、アクティブク
エリ、非曖昧化動作、読み出し機能、フィルタリング機能、提示機能、ルーティング機能
、又は、検索の開始、処理、又は完成に関する他の機能又は動作とすることが可能である
。別のかかる実施形態では、検索機能142は、見られたテレビに基づいて適合化される。
該テレビ鑑賞に適合化された検索機能142は、暗黙的クエリ164、アクティブクエリ、非曖
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昧化動作、読み出し機能、フィルタリング機能、提示機能、ルーティング機能、又は、検
索の開始、処理、又は完成に関する他の機能又は動作とすることが可能である。別のかか
る実施形態では、検索機能142はテレビ加入に基づいて適合化される。該加入に適合化さ
れた検索機能142は、暗黙的クエリ164、アクティブクエリ、非曖昧化動作、読み出し機能
、フィルタリング機能、提示機能、ルーティング機能、又は、検索の開始、処理、又は完
成に関する他の機能又は動作とすることが可能である。かかる一実施形態では、検索機能
142は、鑑賞／ダウンロードのタイミング及び期間に基づいて適合化される。該鑑賞／ダ
ウンロードのタイミング及び期間に適合化された検索機能142は、暗黙的クエリ164、アク
ティブクエリ、非曖昧化動作、読み出し機能、フィルタリング機能、提示機能、ルーティ
ング機能、又は、検索の開始、処理、又は完成に関する他の機能又は動作とすることが可

10

能である。
【０２４３】
一実施形態では、検索機能142は、モバイルコンテンツ用に特に調整された大容量でス
ケーラブルで冗長な検索エンジンとすることが可能である。該エンジンは、Javaで実施す
ることが可能であり、及び二重アーキテクチャで配置することが可能であり、この場合、
提示ロジックがウェブサーバ上で実行され、該ウェブサーバが、検索サーバに対して実際
の検索要求を渡すことにより返された結果をフォーマットする。検索サーバは、フルテキ
ストメタデータインデックスからの結果をサードパーティ（パートナー）のAPIからの結
果とブレンドする独自のアルゴリズムを使用することが可能である。該検索エンジンには
、クエリAPIを介してアクセスすることが可能である。クエリは、一組のワードであり、

20

おそらくは特定のフィールドに制限され、コンテンツタイプ、カテゴリ、及びフォーマッ
ト関する制限と結合される。
【０２４４】
実施形態では、検索設備142は、ランキングアルゴリズムを使用することが可能であり
、該ランキングアルゴリズムは、フルテキスト関連性（例えば、TFIDF（Term Frequency
/ Inverse Document Frequency）又はその変種又は強化版を用いたもの）、ワード順及び
近接性スコア、（しきい値を用いた）複数の語一致スコア、（全体的な又は層内の）人気
、編集ブースト、及びフィールド毎ブーストのうちの１つ又は２つ以上を含む、複数の特
徴を含むことが可能である。ワイヤレスプロバイダ108は、編集ブーストを制御すること
が可能である。

30

【０２４５】
本発明の一態様では、モバイルコンテンツを再考して、該コンテンツをモバイル通信設
備102へ提示すべきか否かを判定するために使用することができる関連性を生成すること
が可能である。代替的に、該関連性を使用して、モバイル通信設備102へ提示されたコン
テンツの少なくとも幾つかの部分をモバイル通信設備102のユーザへ提示すべきか否かを
判定することが可能である。モバイルコンテンツは、ブログ、スポーツ、ギャンブル、ソ
ーシャルネットワーキング、旅行、ニュース、コミュニティ、教育、製品、サービス、政
府等のうちの１つ又は２つ以上に関連することが可能である。一例では、公務員により使
用されるモバイル通信設備102へギャンブルに関連するモバイルコンテンツが提示される
のを防止することが可能である。

40

【０２４６】
モバイルコンテンツの再考は、アルゴリズム的な再考とすることが可能である。該アル
ゴリズム的な再考は、モバイルコンテンツへのインバウンドリンク、モバイルコンテンツ
からのアウトバウンドリンク、モバイルコンテンツのテキスト、モバイルコンテンツのキ
ーワード、モバイルコンテンツのリンク構造、モバイルコンテンツに関連するメタデータ
、及び本書に記載するモバイルコンテンツのその他の特徴の再考を含むことが可能である
。
【０２４７】
アルゴリズム的再考の一部としてモバイルコンテンツ内のアウトバウンドリンクを再考
して関連性を判定することが可能である。アウトバウンドリンクは、ブラックリストに載
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っており、ホワイトリストに載っており、又は未だ再考されていない、モバイルコンテン
ツへのリンクとすることが可能である。ブラックリストに載っているコンテンツへのアウ
トバウンドリンクは、モバイル通信設備102へ提示された該リンクがディセーブルされる
ように編集することが可能である。代替的に、該リンクをモバイル通信設備102へ提示し
ないことが可能である。アウトバウンドリンクがホワイトリストに載っているモバイルコ
ンテンツに対するものである場合には、該リンクを、モバイル通信設備102へ提示される
コンテンツに含めることが可能である。ブラックリストに載っているコンテンツへのアウ
トバウンドリンクを有するモバイルコンテンツを再考する結果として、該再考されたモバ
イルコンテンツをブラックリストに載せることが可能である。
【０２４８】

10

再考されたモバイルコンテンツのアウトバウンドリンクが未だ見ていないモバイルコン
テンツを指している場合には、該アウトバウンドリンクに続いて該リンクされているコン
テンツを再考できるようにすることが可能である。該リンクされているコンテンツが不適
切なもの又はブラックリストに載っているものであると判定された場合には、該アウトバ
ウンドリンクを含むモバイルコンテンツをブラックリストに載せることが可能である。
【０２４９】
アルゴリズム的再考の一部としてモバイルコンテンツ内のテキストを再考して関連性を
判定することが可能である。テキストをパースしワード及びフレーズのリストと比較して
、関連性を判定することが可能である。Microsoft Natural Language Processorにより用
いられているような言語処理技術を使用してテキストを処理して、テキストのコンテキス

20

トを導出することも可能である。該導出されたコンテキストを既知のコンテキストと比較
して関連性を判定することが可能である。モバイルコンテンツのテキストのアルゴリズム
的な再考に様々な既知の検索アルゴリズムを適用して該テキストの関連性を判定すること
が可能である。モバイルコンテンツのテキストのアルゴリズム的な再考には、ワード・ス
タビング、ワード・エイリアシング、ミススペリングの変種等の技術を適用することが可
能である。
【０２５０】
アルゴリズム的再考の一部としてモバイルコンテンツのキーワード又はメタデータを再
考して関連性を判定することが可能である。キーワード及び／又はメタデータは、検索エ
ンジン及びウェブクローラにとって可視的なものとすることが可能であるため、コンテン
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ツの重要な特徴を表すことが可能なものである。一例として、急進的な政治的能動主義に
関連する１つ又は２つ以上のキーワードを含むウェブサイトを、それらキーワードを探索
するアルゴリズム的な再考により検出することが可能である。ウェブサイトは、かかるキ
ーワードの照合に基づいて、ブラックリストに載せ、ホワイトリストに載せ、又は関連性
スコアを割り当てることが可能である。
【０２５１】
モバイルコンテンツの再考から生成された関連性は、所定範囲内の数字等のスコアによ
り表すことが可能である。関連性スコアの範囲は、ホワイトリストに載っているコンテン
ツからブラックリストに載っているコンテンツまでとすることが可能であり、該関連性ス
コアは、ホワイトリストに載せるのを妨げる特徴をモバイルコンテンツが含んでいる程度

40

を示すものとなる。ブラックリストに載っているモバイルコンテンツがモバイル通信設備
102へ提示されるをの防ぐことが可能である。ホワイトリストに載っているモバイルコン
テンツは、モバイル通信設備102へ完全に提示できるようにすることが可能である。
【０２５２】
関連性スコアは、モバイルコンテンツの１つ又は２つ以上の特徴の再考を複合したもの
とすることが可能である。例えば、各特徴を再考して、例えばホワイトリストに載ってい
る特徴には「０」、ブラックリストに載っている特徴には「１」といった値を割り当てる
ことが可能である。参照したウェブサイトの10個の特徴に関する例では、関連性スコア「
２」を有する第１のモバイルコンテンツは、ホワイトリストに載せることができない幾つ
かの特徴を有するモバイルコンテンツを示し、一方、関連性スコア「８」を有する第２の
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モバイルコンテンツは、ブラックリストに載っている特徴を高いパーセンテージで有して
いるモバイルコンテンツを示すことが可能である。ユーザは、モバイル通信設備102へ提
示されるべきモバイルコンテンツに関する最大関連性スコアを識別することが可能である
。この例では、ユーザが、モバイルコンテンツの提示に関する最大関連性スコアを４に設
定した場合、第１のモバイルコンテンツは提示され、第２のモバイルコンテンツは提示さ
れないことになる。更に、ユーザは、モバイル通信設備102へ提示するためにホワイトリ
ストに載せるべきコンテンツに関する最大関連性スコアを指示することが可能である。ユ
ーザが、ホワイトリスト用の最大関連性スコアを２に設定した場合には、第１のモバイル
コンテンツはホワイトリストに載せられることになる。しかし、ユーザが、ホワイトリス
ト用の最大関連性スコアを１に設定した場合には、第１及び第２のモバイルコンテンツは

10

何れもホワイトリストに載せられないことになる。
【０２５３】
モバイル通信設備102のユーザは、どのモバイルコンテンツをモバイル通信設備102へ提
示することが可能であるかの判定に関連するポリシー又はプリファレンスを識別すること
が可能である。ワイヤレスプロバイダ108は、この個人的ポリシー又はプリファレンスを
、ユーザのモバイル通信設備102へ提示するためのモバイルコンテンツを再考する際に、
適用することが可能である。一例として、個人的ポリシー又はプリファレンスは、モバイ
ル通信設備102へ提示されることになる検索結果から除外すべき外国語のモバイルコンテ
ンツを識別することが可能である。
【０２５４】

20

ワイヤレスプロバイダ108は、モバイル通信設備102へ提示すべきモバイルコンテンツの
適切性を判定するコンテンツポリシーを有することが可能である。該コンテンツポリシー
は、ユーザのモバイル通信設備102へ提示されるモバイルコンテンツに適用されるべき適
切性の１つ又は２つ以上の特徴を該モバイル通信設備102の該ユーザが選択できるように
することが可能である。一例として、ユーザは、成人向けの内容に関する適当性の特徴を
選択することが可能である。該例では、大人向けの内容を含むモバイルコンテンツは、モ
バイル通信設備10への提示が防止されることになる。このため、不適切であると判定され
たコンテンツは、ワイヤレスプロバイダ108を介してモバイル通信設備102へ提示されない
ことが可能となる。
【０２５５】

30

モバイルコンテンツの編集的再考をアルゴリズム的再考に組み合わせることが可能であ
る。編集的再考は、リンク、イメージ、ビデオ、オーディオ、及びその他の特徴といった
、モバイルコンテンツの特徴を識別することが可能である。モバイルコンテンツは、アル
ゴリズム的再考及び編集的再考の組み合わせにより判定された関連性に基づいてモバイル
通信設備102へ提示することが可能である。モバイルコンテンツの編集的再考は、ワイヤ
レスプロバイダ108又は他の何らかの団体により実行することが可能である。
【０２５６】
編集的再考はまた、モバイル通信設備102の有用性を改善することが可能な置換を含む
ことが可能である。一例では、表示特性が故に特定のモバイル通信設備102への提示に適
さない関連するコンテンツを有するウェブサイトへのリンクを、モバイル通信設備102へ

40

の提示に適した関連するコンテンツを有するウェブサイトへのリンクに置換することが可
能である。
【０２５７】
一実施形態では、検索機能142は、例えば、部分ワード照合、提案、及びモバイル通信
設備102の互換性を使用することにより、モバイル入力方法に関して最適化することが可
能である。部分ワード照合を人気スコアと組み合わせることにより、考え得る最善の結果
をユーザに提供することが可能である。部分ワード照合は、複数のワードフレーズにも有
効なものである。このため、「ro st」に関する検索は、「Rolling Stones」と一致する
結果を提案することが可能である。提案は、推薦される検索ストリングである。例えば、
クエリストリング「piz」の場合、提案は「pizza」とすることが可能である。提案は、最
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も少ない文字数を有する所望の検索タームをユーザが入力することを可能にする。提案は
、エンジンにより提供することが可能であり、及び性能向上のためローカルにキャッシュ
することが可能である。
【０２５８】
実施形態では、モバイル通信設備102は、該モバイル通信設備102の能力に合わせて検索
エンジンの結果をカスタマイズすることが可能である。例えば、検索エンジンは、装置に
とって不適切な検索結果（例えば、互換性のない着信音）を提示しないことが可能である
。互換性情報を判定することができない場合には、特定のハードウェア又はソフトウェア
を必要とする結果を一層低いランキング又はスコアで受信することが可能である。推薦エ
ンジンも、または推薦エンジンが代わりに、推薦を算出する際の属性の１つとして装置タ

10

イプを使用することが可能である。
【０２５９】
実施形態では、ユーザが検索経験を入力した場所に基づいて検索設備142がコンテキス
トクエリを選択することが可能となるようにコンテンツを分離させることが可能である。
例えば、着信音領域から検索を入力したユーザは、着信音に制限された結果を受信するこ
とが可能である。更に、ワイヤレスプロバイダ108は、多数のコンテンツパートナーを有
することが可能であり、及び特定の状況で特定のコンテンツパートナーに検索を制限する
ことを望む可能性がある。例えば、ワイヤレスプロバイダ108は、特定のパートナーから
のコンテンツしか検索しないエンターテイメントセクション内の検索ボックスを提供する
ことを望む場合があり、この場合、旅行セクション内の検索ボックスは異なるコンテンツ
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を検索することになる。検索設備142は、特定の１パートナー又は一組のパートナーに結
果を制限することが可能である。
【０２６０】
実施形態では、コンテンツインデックスを構築するためにエンドユーザに発見サービス
を提供することが可能である。このインデックスは、コンテンツ要素の明示的なデータフ
ィードにより、又はコンテンツに関するメタデータを含むウェブ又はWAPサイトのスパイ
ダリングにより、データを投入することが可能である。データフィードは、規則的にスケ
ジューリングされたワイヤレスプロバイダ108からのデータ転送により提供することが可
能である。フィードは、コンテンツ、分類法、及びトランザクション履歴データからなる
ことが可能である。コンテンツは、ハンドセットの能力、プレビュー、価格、アーティス
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ト、大きさ、購入場所その他に関するメタデータを含む１アイテムにつき１レコードを含
むことが可能である。分類法は、データ要素について使用するカテゴライズシステムの記
述を含むことが可能である。（コンテンツ及び分類法データは、場合によっては別個に分
配され、場合によっては１つのデータファイルへと混合される。）トランザクション履歴
は、一意の加入者をその者が対話したコンテンツ要素に関連づけるデータを含むことが可
能である。コンテンツ及び分類法のフィードを処理して各要素に関連するメタデータを抽
出することが可能である。このメタデータから検索インデックスを構築することが可能で
ある。データフィードは、所定時刻に実行されるようスケジューリングすることが可能で
あり、又は要求に応じてトリガすることが可能である。ワイヤレスプロバイダ108が複数
の言語でコンテンツを供給する場合には、言語固有のコンテンツの各集合は、別個のデー
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タフィードとして設定することが可能である。コンテンツデータフィードは、１アイテム
につき１レコードを含む単一のXML又はCSVファイルとすることが可能である。
【０２６１】
実施形態では、アイテムの編集的なカテゴライズを生成するキャリアの場合に、コンテ
ンツデータフィードを分類法データフィードとブレンドすることが可能である。分類法デ
ータフィードは、ワイヤレスプロバイダ108のコンテンツの特定の分類法を記述すること
が可能である。例えば、Britney Spearsの「Oops, I did it again」の着信音は、カテゴ
リ「Pop」及び「Female Vocalists」内に存在する可能性がある。分類法フィードは、単
一のXML又はCSVファイルからなることが可能である。
【０２６２】
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ワイヤレス検索プラットフォーム100は、モバイルコンテンツのインデクシングのため
の方法に関連づけることが可能である。この場合、モバイルコンテンツは、モバイル通信
設備102へ配信され、提示され、及び／又は提示されるよう適合化されることが可能な、
あらゆるコンテンツを指すことが可能なものである。このモバイルコンテンツは、本書に
記載され及び／又は本書で引用した文献に記載されているあらゆるコンテンツを含むこと
が可能である。制限なく、このモバイルコンテンツは、ウォールド・ガーデン・コンテン
ツ132、追加の又はリモートのサーバ132及び／又はそのデータベース138により提供され
るコンテンツ、ワイヤレスプロバイダのデータ設備124（本書では「別のデータ設備124」
とも称す）からのコンテンツ及び／又は該データ設備124に格納されているコンテンツ等
を含むことが可能である。モバイルコンテンツのインデクシング法の具体的かつ明確な結

10

果はモバイルコンテンツのインデックスであり、この場合には、モバイルコンテンツにモ
バイル通信設備の互換性の指示が関連づけされる。該互換性の指示は、特定のモバイル通
信設備、モバイル通信設備のタイプ、モバイル通信設備のメーカー、オペレーティングシ
ステム、オーディオシステム、表示システム、ビデオシステム、テキスト再生システム、
又は本書に記載するような他のパラメータとの、コンテンツの互換性の指示とすることが
可能である。
【０２６３】
モバイルコンテンツは、ワイヤレス検索プラットフォーム100の観点からすれば、ウェ
ブページを出所とすることが可能である。この開示では、用語「ウェブページ」は、デー
タの全ての事例、フォーマット、タイプ、及び変種を含むよう可能な限り広範に解釈され
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るべきである。このため、ウェブページは、例えば、及び制限なく、HTML又はDHTMLファ
イル、（例えばSOAP又はRPC‑XMLを介した）ウェブサービスによりコンピューティング装
置へ提供される結果、RSSフィードを介して受信した情報、IMAP,POP3,SMTP等のE‑mailプ
ロトコルを介して受信したデータ、ピア・ツー・ピア・情報共有設備を介して受信したコ
ンテンツ、SMSメッセージ、リレーショナルデータベースのテーブル、その中のエントリ
、モバイル通信設備102により受信され、生成され、提示され、及び／又は提示されるよ
う適合化されることが可能な情報等を含むことが可能である。ウェブページ識別子は、ウ
ェブページを識別することが可能である。例えば、及び制限なく、この識別子は、名称、
URL、URI、DOI、パーマリンク、メッセージ識別子、一意の識別子、一時的な識別子、永
続的な識別子等とすることが可能である。

30

【０２６４】
モバイルコンテンツのインデクシングのための方法の第１ステップは、コンテンツを含
むウェブページを発見することからなることが可能である。この発見プロセスは、一度、
定期的に、時々、手動入力に応じて、又は自動的に、実行することが可能である。実施形
態では、一例としての追加の又はリモートのサーバ134が、該発見プロセス及び／又はウ
ェブページを提供することが可能である。一般に、ワイヤレス検索プラットフォーム100
に関連するあらゆるコンピューティング装置が、発見プロセス及び／又はウェブページを
提供することが可能である。発見プロセスが手動入力を伴う場合には、発見プロセスのプ
ロバイダは、人のユーザを有すると共に該ユーザにユーザインタフェイスを提供すること
が可能であり、この場合、該ユーザは、そのユーザインタフェイスを介して手動入力を提
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供する。ウェブページの発見の具体的かつ明確な最終的な結果は、該発見プロセスのプロ
バイダでの１つ又は２つ以上のウェブページ識別子の受信とすることが可能である。
【０２６５】
実施形態では、発見プロセスはスパイダリングからなることが可能である。自律エージ
ェント又はソフトウェアエージェントはスパイダリングを提供することが可能である。こ
のエージェントは、ウェブクローラ、ウェブスパイダ、アント等とすることが可能である
。例えば、スパイダリングは、エージェントが既知のURLのウェブページを読み出すこと
から開始することが可能である。そのウェブページは、他のウェブページへのハイパーリ
ンク又は参照を含むことが可能である。スパイダリングは、該エージェントが他のウェブ
ページを読み出すことを続行することが可能であり、該他のウェブページもまた他のウェ
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ブページへのハイパーリンク又は参照を含み得るものである。スパイダリングは、それら
のウェブページを読み出すエージェントが該エージェントにより同様に処理されることを
続行することが可能である。スパイダリングの多くの他の例及び実施形態がこの開示から
理解され、及び例及び実施形態を本発明に包含させることが意図されている。
【０２６６】
実施形態では、発見プロセスは、ゲートウェイデータ（例えばWAPゲートウェイデータ
、モバイルサーバ・ゲートウェイデータ、サーバ・ゲートウェイデータ、及び／又はワイ
ヤレスプロバイダ・ゲートウェイデータ）の処理を含むことが可能である。ゲートウェイ
データは、WAPゲートウェイ、又は他のかかる設備、ワイヤレス通信設備１０４、追加の
又はリモートのサーバ134、又はワイヤレス検索プラットフォーム100に関連する他のあら

10

ゆるサーバ又は設備に関連づけることが可能である。ゲートウェイデータは、モバイル通
信設備102と、設備、サーバ、又はデータソースとの間で通信される、あらゆるメッセー
ジを含むことが可能であり、この場合には、該通信中に、例えばWAPデータフォーマット
とHTTPデータフォーマットとの間で、メッセージが変換される。ゲートウェイデータはま
た、WAPゲートウェイに関連するあらゆるデータを含むことが可能である。かかるデータ
は、制限なく、コンフィギュレーション、アップタイム、能力、ネットワーク、プロトコ
ル、ワイヤレスプロバイダ108、ワイヤレス通信設備104、モバイル通信設備102、モバイ
ル検索ホスト設備114、追加の又はリモートのサーバ134等に関連づけることが可能である
。発見プロセスにより受信され又は送信された情報の一部又は全てをWAPゲートウェイデ
ータとすることが可能である、ということが理解されよう。このため、コンテンツを含む

20

ウェブページの発見は、WAPゲートウェイデータを処理することにより達成することが可
能である。
【０２６７】
実施形態では、発見プロセスは、自己提出を含むことが可能である。ウェブページのプ
ロバイダは、該ウェブページの識別子を発見プロセスのプロバイダへ提出することが可能
である。この自己提出は、手動入力を伴うことが可能であり、この場合、ウェブページの
プロバイダのユーザがウェブページのためのウェブページ識別子を該プロバイダのユーザ
インタフェイスに入力する。代替的に、該自己提出は、自動的なものとすることが可能で
あり、この場合には、ウェブページのプロバイダが、発見プロセスのプロバイダへウェブ
ページ識別子を自動的に提出する。加えて、又は代替的に、ウェブページのプロバイダは
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、一組の識別子を提出することが可能である。例えば、該一組は、１つのサイトマップか
ら構成することが可能であり、該サイトマップは、１つのウェブサイトに関連づけられた
複数のウェブページの識別子を含むことが可能である。ウェブページのプロバイダは、こ
れらウェブページの何れでも提供することが可能である。前記一組の識別子は、平坦な配
列、階層的な配列、相関的な配列、オブジェクトに関係する配列、又はその他の配列で、
表すことが可能である。制限なく、該一組の識別子は、フラットファイル、XMLファイル
、又はその他のファイル又はデータ表現として実施することが可能である。自己提出の他
の多くの例が理解されよう。
【０２６８】
自己提出を含む発見プロセスの特定の実施形態では、発見プロセスのプロバイダへ１つ
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のウェブページ識別子又は一組のウェブページ識別子を提供することに支払いを関連づけ
ることが可能である。特に、ウェブページのプロバイダに関連する企業又は事業体は、発
見プロセスのプロバイダに関連する企業又は事業体へ支払いを提供することが可能である
。この支払いは、無制限の提出を可能にする一時払い、特定数の提出を可能にする一時払
い、提出が行われる度に発生し及び提出の特徴に応じて変動し得る使用毎支払い、限られ
た期間中に無制限の提出を可能にする定期又は加入指向支払い、限られた期間中に特定数
の提出を可能にする定期又は加入指向支払い等とすることが可能である。該支払いは、随
意選択、要求、プリペイド、延納、完済、部分、信用取引、借方記入、交渉、定額、可変
額とすることが可能である。一例では、支払いは、モバイルコンテンツのインデックスを
作成する有料加盟サービスに関するものとすることが可能であり、この場合、該モバイル
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コンテンツは、支払いに関する提出で識別されるウェブページを出所とするものである。
【０２６９】
発見プロセスがウェブページ識別子を受信した後、該発見プロセスは、識別されたウェ
ブページを出所とするモバイルコンテンツを記録することが可能である。この記録は、UR
I、MIMEタイプ、ファイルサイズ、解像度、忠実度、圧縮フォーマット、ファイルフォー
マット、ディジタル著作権管理（DRM）の制限、又はモバイルコンテンツの他のあらゆる
特徴又は側面、の判定及び格納を含むことが可能である。この記録の具体的かつ明確な結
果は、これら特徴及び側面の指示を含むデータ要素であるモバイルコンテンツプロファイ
ルとすることが可能である。
【０２７０】

10

モバイルコンテンツは、スポンサードリンク、スポンサードコール、ダウンロード可能
コンテンツの例、オーディオストリーム、ビデオファイル、ビデオストリーム、グラフィ
ック要素、検索クエリの結果等とすることが可能である。コンテンツが検索クエリの結果
である場合、該検索クエリは、モバイル通信設備102（これは、制限なく、電話の一種、
携帯電話、セルラー電話、GSM電話等とすることが可能なものである）により開始するこ
とが可能である。
【０２７１】
モバイルコンテンツのインデクシング方法における次のステップは、モバイル通信設備
102のタイプに基づいてモバイルコンテンツの互換性を判定することからなることが可能
である。互換性の判定は、該モバイルコンテンツのインデクシング方法の判定プロセスに
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より提供することが可能である。該判定プロセスは、モバイルコンテンツが発見された際
にその発見プロセスに続いて実行することが可能である。この場合には、発見プロセス中
の１ステップが、モバイルコンテンツに関するモバイルコンテンツプロファイルを、判定
プロセスに提供することが可能である。代替的に、判定プロセスは、個々のアイテムが発
見されるや否やその時々に実行され、それ以外の場合には発見プロセスと特定の時間的な
関係を有さないことが可能である。この場合、発見プロセス中の１ステップは、モバイル
コンテンツに関するモバイルコンテンツプロファイルを待ち行列に入れることが可能であ
る。この待ち行列から、判定プロセス中の１ステップが、モバイルコンテンツプロファイ
ルを取り出すことが可能である。実施形態では、追加の又はリモートのサーバ134が判定
プロセスを提供することが可能である。一般に、ワイヤレス検索プラットフォーム100に
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関連するあらゆるコンピューティング設備が、判定プロセスを提供することが可能である
。判定プロセスを提供するコンピューティング設備（又は追加の又はリモートのサーバ13
4）は、判定プロセスを提供する同設備又はサーバ134と同じであっても同じでなくても良
い。
【０２７２】
判定プロセスは、モバイルコンテンツプロファイルを、モバイル通信設備102のタイプ
に関連する能力及び特徴と比較することが可能である。これら能力及び特徴は、モバイル
コンテンツプロファイル又はその要素に関連づけることが可能である。該能力及び特徴は
、データ要素として実施することが可能であり、これは、追加の又はその他のサーバ134
、そのデータベース138、ワイヤレスプロバイダのデータ設備124、追加のデータ設備170
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、データ設備118、又はその他のデータ設備、コンピューティング設備、又はワイヤレス
検索プラットフォーム100の要素により提供することが可能である。モバイルコンテンツ
プロファイルを能力及び特徴と比較する場合、判定プロセスは、能力及び特徴の全てがモ
バイルコンテンツプロファイルと一致するかを確認する試験を行うことが可能である。こ
の試験の結果が否定である場合には、判定プロセスは、該プロファイルに関連する種類の
モバイルコンテンツを、第２のプロファイル（前記能力及び特徴の全てに一致するもの）
に関連する第２の種類のモバイルコンテンツに適合化するための方法が存在するかを確認
する試験を行うことが可能である。この試験の結果が否定である場合には、判定プロセス
は否定的な結果を返すことが可能である。この試験の結果が肯定である場合には、判定プ
ロセスは、肯定的な結果を返すことが可能である。適合化可能である場合、肯定的な結果
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は、コンテンツを適合化するための方法のコードその他の指示から構成される。いずれに
せよ、肯定的な結果はモバイルコンテンツプロファイルを構成する。判定プロセスの具体
的かつ明確な結果が、返される結果となる。
【０２７３】
モバイルコンテンツプロファイルに関連する能力及び特徴は、MIMEタイプに関連づける
ことが可能である。MIMEタイプは、RFC1521、RFC1522、RFC1550、RFC1590、RFC1847、RFC
2045、RFC2046、RFC2049、RFC2387、RFC3023、又はこれらRFCを廃れさせる後続のあらゆ
るRFCに準拠したものとすることが可能である。MIMEタイプは、モバイルコンテンツが、
過去、現在、又は未来のIANAに登録されたMIMEメディアタイプ（要求されたが認可されて
いないものを含む）の何れかから構成されていることを示すことが可能である。IANAに登

10

録されたMIMEメディアタイプの全てについては、ウェブサイトhttp://www.iana.org/assi
gnments/media‑types/に記載されている。実施形態では、MIMEタイプは、text/vnd.wap.w
ml.又はtext/HTMLのコンテンツタイプを示すことが可能である。
【０２７４】
モバイルコンテンツプロファイルに関する能力及び特徴は、モバイル通信設備の識別子
（ブラウザ識別ストリング、モバイル加入者特徴、又はユーザエージェントストリング等
）に関連づけることが可能である。実施形態では、ユーザエージェントストリングは、モ
バイル通信設備102のブランド及び／又は機種識別子、アプリケーションの名称及び／又
はバージョン、ホストオペレーティングシステムの名称及び／又はバージョン、ホストオ
ペレーティング言語、互換性フラグ、バージョントークン、プラットフォームトークン等

20

を、テキスト又はバイナリ表現にしたものとすることが可能である。
【０２７５】
実施形態では、ブラウザ識別ストリングは、モバイル通信設備102内のウェブブラウザ
又はWAP対応アプリケーションを識別することが可能であり、モバイル加入者特徴は、モ
バイル通信設備102に関連づけされたモバイル加入者の通話履歴とすることが可能であり
、ユーザエージェントストリングは、モバイル通信設備102内のユーザエージェント（例
えばE‑mailエージェント又はクライアント）を識別することが可能であり、アプリケーシ
ョンの名称及び／又はバージョンは、モバイル通信設備102内のアプリケーションのそれ
らとすることが可能であり、ホストオペレーティングシステムの名称及び／又はバージョ
ンは、モバイル通信設備102内のオペレーティングシステムのそれらとすることが可能で
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あり、互換性フラグ、バージョントークン、及びプラットフォームトークンは、ユーザエ
ージェントストリングの構造要素とすることが可能である。
【０２７６】
モバイルコンテンツプロファイルに関する能力及び特徴は、WURFL（Wireless Universa
l Resource File）又はそこで指定されているあらゆる基準、ブラウザ、オペレーティン
グシステム、ユーザビリティの要素等に関連づけることが可能である。
【０２７７】
実施形態では、ユーザビリティの要素は、W3Cモバイルコンテンツ規格、XHTMLのサポー
ト、メタデータガイドライン（タイトル、記述、キーワード等とすることが可能）の順守
、テキスト強調ルール（ボールド体テキスト要素、イタリック体テキスト要素、アンダー
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ラインテキスト要素等とすることが可能）、イメージ使用ガイドライン（イメージ高さ、
イメージ幅、イメージ解像度、複数のイメージ内のイメージの数、イメージフォーマット
、一組のイメージの逐次イメージダウンロード順等とすることが可能）、ページ重さルー
ル（10又は数Kbyteへの総ページサイズの縮小、ページに関するコメントを削除すること
によるテキストの縮小、タブ又はスペースもしくは段落区切り文字を挿入することによる
ページ構成の最小化、ファイル名の短縮、CSSクラス名の短縮、及びCSS ID名の短縮等に
関するものとすることが可能）とすることが可能である。
【０２７８】
モバイルコンテンツのインデクシングを行うための方法の最終ステップは、モバイルコ
ンテンツのインデックスを生成することからなることが可能である。インデックスの生成
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は、モバイルコンテンツのインデクシングを行うための方法のインデックス生成プロセス
により提供することが可能である。該インデックス生成プロセスは、判定プロセスが肯定
的な結果を返したときに該判定プロセスに続いて実行することが可能である。この場合、
判定プロセス中の１ステップがインデックス生成プロセスに該肯定的な結果を提供するこ
とが可能である。代替的に、インデックス生成プロセスは、判定プロセスが肯定的な結果
を返すや否やその時々に実行され、それ以外の場合には生成プロセスと特定の時間的な関
係を有さないことが可能である。この場合、判定プロセス中の１ステップは、該肯定的な
結果を待ち行列に入れることが可能である。この待ち行列から、インデックス生成プロセ
ス中の１ステップが、該肯定的な結果を取り出すことが可能である。実施形態では、追加
の又はリモートのサーバ134の例がインデックス生成プロセスを提供することが可能であ

10

る。一般に、ワイヤレス検索プラットフォーム100に関連するあらゆるコンピューティン
グ設備が、インデックス生成プロセスを提供することが可能である。インデックス生成プ
ロセスを提供するコンピューティング設備（又は追加の又はリモートのサーバ134）は、
発見プロセス又は判定プロセスを提供する同設備又はサーバ134と同じであっても同じで
なくても良い。
【０２７９】
該肯定的な結果に少なくとも部分的に基づいて、インデックス生成プロセスは、該肯定
的な結果のモバイルコンテンツプロファイルに関連するモバイルコンテンツのインデック
スを自動的に生成することが可能である。様々な実施形態において、例えば及び制限なく
、このデータ要素は、以下のものを表し又はそれらに関連するものとすることが可能であ
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る：ハッシュ値、優先順位、関連性、市場、カテゴライズ、分類、レーティング、格付け
、ランキング、指定、査定、評価、鑑定、マーク、スコア、値、参照、色、コード、アイ
コン、位置、プリファレンス、提案、ヒント、手掛かり、相互参照、モバイルコンテンツ
プロファイルに関連するモバイルコンテンツの代替的な実施形態、かかる実施形態への参
照、かかる実施形態を提供するウェブサービスへの参照、モバイルコンテンツプロファイ
ルのURIのための代替的なURI、階層内の位置、階層、互換性フラグ、フラグ、タグ、キー
ワード、翻訳、音訳、同義語、反意語、同音異義語、尺度、使用統計、人気、ピア・レビ
ュー、採点（10段階評価等）、星評価（五つ星評価等）、値、将来の値、過去の値、見積
もり、予測、専門家でないものの用語、業界用語、口語表現、好適な名称、ニックネーム
、正式名、出所、宛先、ロケーション、時刻、日付、作成者、修正者、サイズ、ファイル
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サイズ、解像度、色相、色、強度、ビット深度、ファイルタイプ、プロトコル、要件、ア
イテム、アクション、ロケーション、理由、方法等。
【０２８０】
複数のインデックスを生成することが可能である。実施形態によっては、複数のインデ
ックスを、該インデックスの値に基づいて順序づけすることが可能である。一例では、該
値はをランクであり、該ランクに基づいて複数のインデックスが順序づけされる。
【０２８１】
モバイルコンテンツのインデックスは、ワイヤレス検索プラットフォーム100に関連す
るあらゆるデータベース又はデータ設備等（但しこれには限定されない）のデータベース
又はデータ設備に格納することが可能である。モバイルコンテンツのインデックスは、一

40

元化され又は分散された態様で格納することが可能である。モバイルコンテンツのインデ
ックスは、複製され、アーカイブされ、圧縮され、解凍され、送信され、受信され、解釈
され、処理され、利用され、又はワイヤレス検索プラットフォーム100のあらゆる要素に
関連づけることが可能である。一例では、モバイルコンテンツのインデックスは、モバイ
ル通信設備102のユーザにより又は該ユーザに代わって提出されたクエリに応じて該ユー
ザに提供される関連情報を表すことが可能である。
【０２８２】
コンテンツのインデクシングのための処理の多数の実施形態を実施し得ることが理解さ
れよう。これら実施形態は、モバイルコンテンツのインデクシング方法全体を実施するも
のであってそのプロセスの全てを含むモノリシックコンピュータプログラムの単一の例、
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おそらくは負荷平衡又はフェイルオーバー構成で配置されるモノリシックコンピュータプ
ログラムの複数の例、複数のモジュール式コンピュータプログラムの各々の例であって、
各コンピュータプログラムが全てではなく幾つかのプロセスを実施するがそれらプログラ
ムが全体として全プロセスを実施するもの、複数のモジュール式コンピュータプログラム
の各々の少なくとも１つの例であって、同じプログラムの複数の例が負荷平衡又はフェイ
ルオーバー構成で配置されているもの、複数のモジュール式コンピュータプログラムの各
々の例であって、それらの例が同一の設備又はサーバ134上に存在するもの、複数のモジ
ュール式コンピュータプログラムの各々の例であって、それらの例のうちの一部又は全て
が異なる設備又はサーバ134上に存在するもの、複数のモジュール式コンピュータプログ
ラムの各々の少なくとも１つの例であって、該例が同一の設備又はサーバ134上に存在す

10

るもの、複数のモジュール式コンピュータプログラムの各々の少なくとも１つの例であっ
て、それらの例の一部又は全てが異なる設備又はサーバ134上に存在するもの、モノリシ
ックコンピュータプログラムの複数の例であって同一の設備又はサーバ134上に存在する
もの、モノリシックコンピュータプログラムの複数の例であって、該例の一部又は全てが
異なる設備又はサーバ134上に存在するものを含む（但しこれらには限定されない）。
【０２８３】
実施形態では、モバイルコンテンツのモバイル通信設備との互換性に少なくとも部分的
に基づいて該モバイル通信設備にウェブコンテンツが提示される。該互換性は、モバイル
通信設備に関する情報（例えば、モバイル加入者特徴、ワイヤレスプロバイダにより格納
されている情報、又はモバイル通信設備上にローカルに格納されている情報）の試験を介

20

して判定することが可能である。モバイル通信設備に関する情報が判定されると、モバイ
ル通信設備に関する情報とモバイルコンテンツとの間の比較を判定することが可能となる
。モバイルコンテンツが互換性を有するものである場合には、該モバイルコンテンツをモ
バイル通信設備へ配信することが可能となる。モバイルコンテンツの配信は、モバイル通
信設備へのコンテンツの配置に関するオークションの結果とすることが可能であり、この
場合、コンテンツのスポンサーである広告主が互換性のあるコンテンツの配信についての
支払いを行うことになる。この方式は、その互換性の可能性の高さが故に、モバイルコン
テンツの予測されるコンバージョンレートを改善するために使用することが可能である。
【０２８４】
上記で特定し説明した様々なステップは変更することが可能であり、それらステップの
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順序は、本書で開示する技術の適当な用途に合わせて変更することが可能である、という
ことが理解されよう。全てのかかる変更及び修正は、本開示の範囲内に含めることが意図
されている。このため、様々なステップの順序の描写及び／又は説明は、特定の用途によ
って必要とされない限り、明言しない限り、又は文脈から明らかでない限り、それらステ
ップの特定の順序が必要であるように理解されるべきではない。
【０２８５】
実施形態では、トランザクション履歴データが、特定のユーザに関する特定の挙動につ
いて列挙するものとなる。これは、人気情報を計算するために使用することが可能であり
、及び推薦エンジンへの入力として使用することが可能である。このデータフィードは、
コンテンツのインデックスが通常のデータフィードを介して又はスパイダリングによって

40

構築されているか否かにかかわらず使用することが可能である。この情報のための一般的
なフォーマットは、Apacheログフォーマット（Apache Log Format）である。
【０２８６】
実施形態では、フルテキスト関連性がTFIDFメトリックを計算することが可能であり、
この場合には、全体的なアイテムセット内のワードの頻度が関連性スコアに影響を与える
。実施形態では、「ストップワード」を使用して検索結果の関連性を改善することが可能
である。ストップワードは、ドキュメントの全体的なランキングに寄与せず、検索されず
、又はクエリの策定に使用されない、ワードとすることが可能である。ストップワードを
明示的に使用しない検索設備142は、それにもかかわらず、他のワードよりも関連性に与
える影響が一層小さい特定のワードを指定することが可能である。実施形態では、検索設
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備142は、クエリ解析を使用して、特定のコンテキストにおける特定のクエリを用いた特
定のバーティカルを識別することが可能である。このため、「ice cream」に関する検索
は一般的なウェブページに対してローカルなリスト結果を選ぶことが可能である。
【０２８７】
一実施形態では、検索機能142は、キャリアから購入したサービス（例えば、電話回線
、テレビパッケージ、ワイヤレスサービス、DSL、ケーブルサービス、ブロードバンドサ
ービス、データサービス、及びその他のサービス）に基づいて適合化される。該キャリア
のサービスに適合化された検索機能142は、暗黙的クエリ164、アクティブクエリ、非曖昧
化動作、読み出し機能、フィルタリング機能、提示機能、ルーティング機能、又は、検索
の開始、処理、又は完成に関する他の機能又は動作とすることが可能である。かかる情報

10

は、ワイヤレスプロバイダ108（様々な他のサービスのプロバイダとすることも可能）に
より格納されているような、モバイル加入者特徴112のデータベースから取り出すことが
可能である。該他のサービスを例えばアルゴリズム設備144により解析して、検索機能142
（暗黙的クエリの提示、曖昧なクエリの解決、又は結果の取り出し、ソート、フィルタリ
ング、提示、若しくはルーティングを含む）を実行する際のユーザの意図に関する情報を
推論することが可能である。例えば、ユーザが、DSLを有しており、プレミアムスポーツ
テレビパッケージを購入しており、及びスポーツ関連サイトとブックマークしている場合
には、該ユーザに、その日のスポーツ結果を取り出す暗黙的クエリを提示することが可能
である。同様に、「Jason」を入力した場合、かかるユーザは、Red Sox又はVaritekに関
する結果を受信することが可能であり、他のユーザは、「Friday the 13th」シリーズの

20

映画又は「JASON foundation」に関する情報を受信することが可能である。この場合も、
アルゴリズム設備144は、広範な技術（単純なカテゴリベースの推論、学習アルゴリズム
、ニューラルネット、回帰分析、及びその他の統計的な技術を含む）を使用して、クエリ
形成に関連する様々なサービスを如何に購入するかについての推論を引き出すことが可能
である。かかる技術は、ユーザの嗜好が同様の特徴を有する他のユーザとどのように協調
するかを判定するための（本書の他の部分や引用した文献に記載されているような）協調
フィルタリング技術を含むことが可能である。
【０２８８】
一実施形態では、検索機能142は、トランザクション履歴に基づいて適合化される。該
トランザクション履歴に適合化された検索機能142は、暗黙的クエリ164、アクティブクエ
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リ、非曖昧化動作、読み出し機能、フィルタリング機能、提示機能、ルーティング機能、
又は、検索の開始、処理、又は完成に関する他の機能又は動作とすることが可能である。
【０２８９】
一実施形態では、検索機能142は、例えば、被呼者の電話番号又は識別子、市外局番等
の電話番号の一部、又は交換機を使用して発呼された電話の履歴に基づいて適合化される
。該発呼履歴に適合化された検索機能142は、暗黙的クエリ164、アクティブクエリ、非曖
昧化動作、読み出し機能、フィルタリング機能、提示機能、ルーティング機能、又は、検
索の開始、処理、又は完成に関する他の機能又は動作とすることが可能である。
【０２９０】
一実施形態では、検索機能142は、例えば、被呼者の電話番号又は識別子、市外局番等
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の電話番号の一部、又は交換機を使用して受信された電話に基づいて適合化される。該電
話の受信に適合化された検索機能142は、暗黙的クエリ164、アクティブクエリ、非曖昧化
動作、読み出し機能、フィルタリング機能、提示機能、ルーティング機能、又は、検索の
開始、処理、又は完成に関する他の機能又は動作とすることが可能である。
【０２９１】
一実施形態では、検索機能142は、ユーザに電話した者又はユーザが電話した者のモバ
イル加入者特徴112に基づいて適合化される。これは、例えば、使用パターン、使用プラ
ン、モバイル装置タイプ、ファームウェア、能力等、並びに、入手可能な範囲で及び概略
的に上述したように、その者に関する人口統計学的な情報やその他の情報を含むことが可
能である。該特徴に適合化された検索機能142は、暗黙的クエリ164、アクティブクエリ、
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非曖昧化動作、読み出し機能、フィルタリング機能、提示機能、ルーティング機能、又は
、検索の開始、処理、又は完成に関する他の機能又は動作とすることが可能である。
【０２９２】
一実施形態では、検索機能142は、通話時間に基づいて適合化される。該通話時間に適
合化された検索機能142は、暗黙的クエリ164、アクティブクエリ、非曖昧化動作、読み出
し機能、フィルタリング機能、提示機能、ルーティング機能、又は、検索の開始、処理、
又は完成に関する他の機能又は動作とすることが可能である。
【０２９３】
一実施形態では、検索機能142は、電話を介して行われた通信の履歴に基づいて適合化
される。該通信履歴に適合化された検索機能142は、暗黙的クエリ164、アクティブクエリ
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、非曖昧化動作、読み出し機能、フィルタリング機能、提示機能、ルーティング機能、又
は、検索の開始、処理、又は完成に関する他の機能又は動作とすることが可能である。
【０２９４】
一実施形態では、検索機能142は、インターネットの使用に基づいて適合化される。こ
れは、例えば、URL又は特定のIPアドレスの履歴、並びにそれらに関する局所的又は意味
的な情報を含むことが可能である。該インターネットの使用に適合化された検索機能142
は、暗黙的クエリ164、アクティブクエリ、非曖昧化動作、読み出し機能、フィルタリン
グ機能、提示機能、ルーティング機能、又は、検索の開始、処理、又は完成に関する他の
機能又は動作とすることが可能である。
【０２９５】
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一実施形態では、検索機能142は、E‑mailの使用に基づいて適合化される。該E‑mailの
使用に適合化された検索機能142は、暗黙的クエリ164、アクティブクエリ、非曖昧化動作
、読み出し機能、フィルタリング機能、提示機能、ルーティング機能、又は、検索の開始
、処理、又は完成に関する他の機能又は動作とすることが可能である。
【０２９６】
一実施形態では、検索機能142は、インスタントメッセージングに基づいて適合化され
る。この適合化（及び本書で論じるその他の適合化）は、特定の装置、特定の時刻、特定
の曜日、特定の季節等に固有のかかる使用に基づくものとすることが可能であり、又は、
他の因子にかかわらずユーザに関連する全てのトラフィックに基づくものとすることが可
能である。該インスタントメッセージングの使用に適合化された検索機能142は、暗黙的
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クエリ164、アクティブクエリ、非曖昧化動作、読み出し機能、フィルタリング機能、提
示機能、ルーティング機能、又は、検索の開始、処理、又は完成に関する他の機能又は動
作とすることが可能である。
【０２９７】
一実施形態では、検索機能142は、チャット（及びこれらの技術により通信した団体）
に基づいて適合化される。該チャットの使用に適合化された検索機能142は、暗黙的クエ
リ164、アクティブクエリ、非曖昧化動作、読み出し機能、フィルタリング機能、提示機
能、ルーティング機能、又は、検索の開始、処理、又は完成に関する他の機能又は動作と
することが可能である。
【０２９８】
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一実施形態では、検索機能142は、各通話時に地理的／ロケーション情報とリンクして
行われた通話の履歴に基づいて適合化される。該ロケーション及び通話履歴に適合化され
た検索機能142は、暗黙的クエリ164、アクティブクエリ、非曖昧化動作、読み出し機能、
フィルタリング機能、提示機能、ルーティング機能、又は、検索の開始、処理、又は完成
に関する他の機能又は動作とすることが可能である。
【０２９９】
一実施形態では、検索機能142は、電話番号のログに基づいて適合化される。該電話番
号のログに適合化された検索機能142は、暗黙的クエリ164、アクティブクエリ、非曖昧化
動作、読み出し機能、フィルタリング機能、提示機能、ルーティング機能、又は、検索の
開始、処理、又は完成に関する他の機能又は動作とすることが可能である。
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【０３００】
一実施形態では、検索機能142は、クリック及びクリックスルー（又はその他のキース
トローク若しくはそれと等価なユーザインタフェイス（ボイス起動式アクションを含む）
）の履歴に基づいて適合化される。該ユーザのアクションの履歴に適合化された検索機能
142は、暗黙的クエリ164、アクティブクエリ、非曖昧化動作、読み出し機能、フィルタリ
ング機能、提示機能、ルーティング機能、又は、検索の開始、処理、又は完成に関する他
の機能又は動作とすることが可能である。
【０３０１】
図６は、本発明の原理によるモバイル通信検索設備142を示している。この実施形態で
は、ワイヤレスプロバイダ108は、ボイスゲートウェイ602を介してモバイル通信設備102
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からのボイスアクセスを容易化する。該ボイスゲートウェイ602は、例えば、電気通信ル
ータとすることが可能である。モバイル通信設備102により発信され又は受信されたボイ
ス電話に関する情報は、アクセス情報データベース608に格納することが可能である。ア
クセス情報データベース608にボイスアクセス情報が格納されると、該情報は、個人用フ
ィルタ144により取り出すことが可能となり、該個人用フィルタ144は、ボイス起動情報を
処理して、該アクセスに関する更なる情報を取得することが可能である。例えば、個人用
フィルタ144は、モバイル通信設備102により受信され又は該モバイル通信設備102から発
信された通話について逆電話番号プロセスを実行して、通話した施設及び個人に関する情
報を判定することが可能である。かかる情報はまた、該通話をした時刻、該通話の時間、
該通話を開始した者等と組み合わせることが可能である。ボイス電話に関する情報を更に
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処理することが可能であり、又はユーザの嗜好を示す情報から推論を行うことが可能であ
る。例えば、ユーザが、ランチタイムにほぼ毎日テイクアウトレストランに電話をかけて
いる場合には、該ユーザが、昼食のためにテイクアウトできるところに一層多くの電話を
かけようとしていると推論することが可能である。同様に、ユーザが、過去２週間で異な
る新車ディーラーに10回電話をかけている場合には、該ユーザが自動車を買いたがってい
ると推論することが可能である。該情報を協調フィルタ（個人用フィルタ144内の１プロ
セス）と連携して使用して、他の人々の同様の挙動に基づいて将来の挙動又は好き嫌いを
予測することも可能である。
【０３０２】
アクセス情報は、インターネットゲートウェイ604を介したインターネット活動に基づ
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いて収集することも可能である。検索クエリやクリックスルー等を追跡し、個人用フィル
タ144からの取り出しに備えてアクセスデータベース608に格納することが可能である。ボ
イス情報の場合のように、ウェブ対話データを操作して将来の挙動や好き嫌いを予測する
ことが可能である。インターネット挙動の監視では、ガーデン内及びガーデン外の活動を
追跡することが可能である。
【０３０３】
ロケーション情報及び時刻情報もまた追跡してロケーション情報データベース612に格
納することが可能である。ボイス情報及びウェブ対話情報の場合のように、ロケーション
及び時刻情報もまた個人用フィルタ144により使用することが可能である。
【０３０４】
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個人情報、又はワイヤレスプロバイダ108にユーザアカウントを設定するために使用さ
れる情報といった、ユーザ情報112は、個人用フィルタ144によりアクセスすることが可能
なデータベース内に保持することが可能である。
【０３０５】
該個人用フィルタ144は、モバイル通信設備102から検索クエリを受信し、データベース
612,112,608の各々から情報を抽出し、該情報の全てを最適化アルゴリズムを介して処理
し、該最適化された検索を実行して結果を得ることが可能である。同様に、結果を取得し
、個人用フィルタ144を使用して該結果を他のモバイル通信関連情報と共に処理し、及び
モバイル通信設備102に対してフィルタリングされた結果を生成することが可能である。
【０３０６】
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データベース612,112,608は、別個のデータベースとして示したが、それらを組み合わ
せてリレーショナルデータベース等の１つ又は２つ以上のデータベースにすることが可能
である、ということが理解されよう。個人用フィルタ144は、ワイヤレスプロバイダ108の
ドメイン内に存在するものとして示したが、個人用フィルタ144は、モバイル通信設備102
上や他の関連する設備内を含め、他の場所に存在することが可能である、ということが理
解されよう。
【０３０７】
図７Ａ−７Ｃは、本書に記載するシステムと共に使用することが可能な様々なフォーム
ファクタのモバイル通信設備を示している。図７Ａは、チョコバー型又は開放型の携帯電
話を示している。図７Ｂは折り畳み式電話を示しており、図７Ｃはスライド式電話を示し
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ている。
【０３０８】
図８Ａ−８Ｃは、本書に記載するシステムと共に使用することが可能な様々なフォーム
ファクタのモバイル通信設備を示している。図８Ａは、タッチスクリーン及びフルQWERTY
キーボードを有するPDA電話を示している。図８Ｂは、２文字／キーのキーパッドを有す
るPDA電話を示している。図８Ｃは、キーボードが現れるスライド式電話を示している。
【０３０９】
図９Ａ−９Ｄは、モバイル通信設備102上での検索に関連するユーザインタフェイス画
面400の進行を示している。該ユーザインタフェイス画面は、上述したクライアントアプ
リケーションインタフェイスにより生成することが可能である。スクリーンショット９Ａ
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で開始し、クエリ入力設備120が提供される。該画面には、ロゴ902をラベル付けすること
が可能であり、提案ボックス908を提供することが可能である。このインタフェイスに基
づく一例として、省略された検索クエリ「Br Sp」を検索クエリ入力設備120内にタイプす
ることが可能である。非曖昧化設備140（同図には図示せず）は、個人用フィルタ144と協
働して、該部分的に入力されたタームの非曖昧化を行う。更に、提案設備は、部分的に入
力された検索クエリに対する提案が検索ボックス908内に提示されるように動作する（同
図には図示せず）ことが可能である。提案の最初のページが所望の検索クエリを含まない
場合には、下矢印924を動かすことにより、更なる結果を表示させることが可能である。
ナビゲーション設備910（例えば、モバイル通信設備102の表面上の多方向ジョイスティッ
ク型キーパッド、タッチスクリーン、キーパッド等）を配設することが可能である。該ナ
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ビゲーション設備910を（暗い矢印で示す下位置で）使用して「Britney Spears」を強調
表示させることが可能である。「Britney Spears」が強調表示されると（910）、ナビゲ
ーション設備912を（暗い中央の正方形で示すように）使用して選択して（暗い右側の矢
印で示すように）そのカテゴリを拡張させることが可能である。提案「Britney Spears」
が選択されて拡張されると、検索結果のカテゴリ914を提示することが可能である。
【０３１０】
実施形態では、ワイヤレス検索プラットフォーム100のユーザは、モバイル通信設備102
にクエリを入力することが可能である。ユーザがこのクエリを入力すると、ワイヤレス検
索プラットフォーム100の方法が、モバイル通信設備102が受容した該クエリの部分を処理
する。この処理は、該クエリに関連するコンテキストを考慮に入れることが可能である。

40

この処理に基づいて、ワイヤレス検索プラットフォーム100は、検索バーティカルに関連
し得る期待される検索クエリの順序づけされたリストを生成する。該順序づけされたリス
トは、モバイル通信設備、ユーザ特徴、ユーザ履歴、ユーザトランザクション、地理的ロ
ケーション、ユーザ装置、時刻、及び／又はモバイル通信設備の特徴、に関連する情報等
の因子に少なくとも部分的に基づいて順序づけすることが可能である。この因子に基づく
順序づけは、関連性（例えば関連性スコア）又はモバイルコンテンツと因子との間の関連
を表すために使用することが可能な他の何らかの値に少なくとも部分的に基づいて実行す
ることが可能である。順序づけされたリストは、モバイル通信設備のユーザへ検索クエリ
の提案を提示するための提案辞書として使用することが可能である。
【０３１１】
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例えば、晩にボストンにいるユーザが、フレンチレストランを探したい場合がある。該
ユーザは、検索バーティカル「レストラン」をモバイル通信設備上で入力し、該検索バー
ティカルに関連する検索ボックス内に「フレンチ」をタイプ入力することが可能である。
ワイヤレス検索プラットフォーム100は、提案辞書内にある考え得る提案のうち該ユーザ
の検索クエリに適したものとなり得るものを判定するためにモバイル通信設備に関連する
因子を使用することが可能である。これらの因子は、「時刻＝午後８時」、「場所＝ボス
トン」を含むことが可能である。提案辞書は、「時刻」及び「ボストン」の各々の関連性
に少なくとも部分的に基づいて検索バーティカル「レストラン」内のモバイルコンテンツ
に割り当てられた関連性スコアを有することが可能である。ボストンにあるレストランに
は高い関連性を割り当てることが可能である。ミズーリにあるレストランには低い関連性
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を割り当てることが可能である。同様に、午後８時に営業しているレストランには高い関
連性を割り当てることが可能であり、午後８時に顧客対応をしないレストランには低い関
連性を割り当てることが可能である。モバイル通信設備に関連する複数の因子及びモバイ
ルコンテンツとの多数の関連性を考慮した累積的な関連性を判定するために関連性スコア
を組み合わせることが可能である。引き続き上記の例において、提案辞書から導出された
、ユーザへ提示するためのコンテンツの順序づけされたリストは、以下のレストランを、
ユーザに対する累積的な関連性が高い順にランク付けすることが可能である：（i）午後
８時に営業しているボストンにあるレストラン；午後８時に営業していないボストンにあ
るレストラン。前記プラットフォームは、ボストンにない（それ故、該ユーザとの関連性
が最小である）レストランを全て省略すること、又は提示される検索結果の極めて低い階
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層に提示することが可能である。提案される検索クエリの順序づけされたリストを提示す
る方法及びシステムの他の多くの例及び実施形態が本開示から理解され、かかる例及び実
施形態を本発明の範囲に含めることが意図されている。
【０３１２】
モバイル通信設備102の現在のロケーションに関する情報を、モバイル検索アプリケー
ションにより使用して、該ロケーションに関連するモバイルコンテンツを含む検索結果を
受信することが可能である。モバイル通信設備102が第２のロケーションを入力すると、
モバイル検索結果が、該第２のロケーション情報に少なくとも部分的に基づいて更新され
、及び該第２のロケーションに関連する検索結果を提示するために使用される。実施形態
では、モバイル検索アプリケーションは、モバイル通信設備の追跡、第１のロケーション

30

に少なくとも部分的に基づく検索結果の提示、及び第２のロケーションに少なくとも部分
的に基づく更新された検索結果の提示を含むことが可能である。
【０３１３】
モバイルコンテンツは、スポンサードコンテンツ、スポンサードリンク、スポンサード
コール、ダウンロード可能コンテンツ、オーディオストリーム、ビデオ、又はグラフィッ
ク要素とすることが可能である。検索結果は、モバイル通信設備102（電話、携帯電話、
セルラー電話、及び／又はGSM電話を含む）により開始することが可能である。
【０３１４】
実施形態では、モバイル通信設備102のロケーションは、該モバイル通信設備102に関連
する一意の識別子に従って判定することが可能である。一意の識別子は、電話番号、電話
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番号の市外局番、請求書送付先住所、及び／又は請求書送付先住所の郵便番号とすること
が可能である（但しこれらには限定されない）。
【０３１５】
実施形態では、モバイル通信設備102のロケーションは、特定のモバイル通信設備102の
ロケーション座標に従って判定することが可能である。該ロケーション座標は、GPS、三
角測量、及び／又はWiFi三角測量を介して判定することが可能である。該ロケーションは
また、ユーザにより入力されたロケーション又は複数のロケーション（例えば、１つ又は
２つ以上の州又は１つ又は２つ以上の市を含む地理的領域）により判定することが可能で
ある。
【０３１６】
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実施形態では、モバイル通信設備102のロケーションは、指定されたロケーションから
の距離により判定することが可能である。
【０３１７】
例えば、モバイル通信設備102のユーザは、第１のロケーションから「レストラン」と
題するテキスト検索クエリを開始させることが可能である。ワイヤレスプロバイダ、ワイ
ヤレスオペレータ、及び／又は電気通信プロバイダは、ユーザのモバイル通信設備102に
関する情報に基づいて該モバイル通信設備102の位置を特定することが可能である。ユー
ザの自宅住所がマサチューセッツ州,ボストン,ハノーバーストリートであるとする。GPS
ロケーション、三角測量、及びWiFI三角測量は、該ユーザが現在マサチューセッツ州,ボ
ストン,ハノーバーストリートの近くにいることを示すことが可能である。該ユーザは、
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該ユーザがマサチューセッツ州,ボストン,ハノーバーストリートの近くにいることと一致
する、ボストンにある携帯電話の基地局から特定の距離に位置することが可能である。代
替的に、該ユーザは、自分の現在のロケーションを、ハノーバーストリートにいるものと
して自分で入力することが可能である。このロケーション情報を使用して、マサチューセ
ッツ州,ボストン,ハノーバーストリート又はその近くにあるレストランに関する検索結果
を、専ら、又はハノーバーストリートから離れた場所にある他のレストランに優先して、
提示することが可能である。引き続きこの例において、夜遅くに該ユーザが第２のロケー
ションに移動しており、及び夕食のためのレストランを探したい場合がある。この場合も
、モバイル通信設備102のクエリ入力設備120にテキスト入力「レストラン」が入力される
。上述のモバイル通信設備102のロケーションを判定するための同手段のうちの１つ又は

20

全てを使用して、検索結果は、ユーザの第２のロケーションの近くにあるレストランに関
する情報を表示することが可能である。
【０３１８】
実施形態では、本書で開示するモバイル検索アプリケーションは、モバイル通信のロケ
ーションを受信すること、及び予測された将来のロケーションに基づいてモバイル通信設
備に検索結果を提示することを含むことが可能である。モバイル通信設備のロケーション
は、以前の複数のロケーションの関係に少なくとも部分的に基づく予測された将来のロケ
ーションにより判定することが可能である。該複数のロケーションの関係は、移動軌跡を
予測するために使用することが可能である。該移動軌跡は、時刻に関する情報と結合させ
ることが可能である。将来の複数のロケーションにおける滞在のタイミング及びそれらの
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関係を使用して移動速度を予測し、次いで該移動速度を使用して、予測される将来のロケ
ーションへの到着時刻を予測することが可能である。予測された将来のロケーションへの
予測された到着時刻を使用して、モバイル通信設備のキャッシュにモバイルコンテンツを
予めロードして、該予測された将来のロケーション又はその近くに到着したときに表示さ
せることが可能である。
【０３１９】
実施形態では、モバイル通信設備のロケーションは、経路との関連性に少なくとも部分
的に基づいて判定することが可能である。経路は、ストリート、ハイウェイ、鉄道線路、
地下鉄線路、バス経路、飛行経路、レクリエーションコース等とすることが可能である。
経路は、反復により確立することが可能であり、及びモバイル通信設備のユーザに関連づ

40

けることが可能である。かかる反復される経路は、職場への通勤、職場からクライアント
の職場への移動、友人の住居への移動、家族の住居への移動、営業所（例えば食料品店）
への移動等を含むことが可能である（但しこれらには限定されない）。
【０３２０】
例えば、州間ハイウェイ上を移動する者は、近づきつつある出口にあるレストランを探
したい可能性がある。ワイヤレスプラットフォーム100は、上述した方法の何れかを使用
して、モバイル通信設備102のロケーションを一定の時間間隔で記録して、モバイル通信
設備102のユーザが現在従っている動線又は軌跡を確立することが可能である。この軌跡
は、上述したような既知の経路と比較することが可能である。この場合、ユーザの経路は
、州間ハイウェイ経路と一致することが可能である。この情報を使用して、モバイル通信
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設備の将来のロケーションを予測することが可能である。ロケーションが一定の時間間隔
で取得されるため、この情報を各ロケーション間を移動した距離と組み合わせて移動速度
を予測することが可能である。該予測された移動速度は、予測された将来のロケーション
と相まって、州間ハイウェイにいる旅行者により入力された「レストラン」に関する検索
結果が、該ユーザが移動している経路に沿っているレストランを、専ら又は優先的に提示
することを可能とする。移動方向も既知であるため、旅行者に距離的には近いがその出口
を該旅行者が既に通過してしまったレストランを除外し、又は一層低い優先順位で提示す
ることが可能である（単純に近づきつつある出口にあるレストランを訪問するよりも出口
を通過してしまったレストランへ戻る方が困難であるため）。
【０３２１】

10

実施形態では、予測された将来のロケーションへの予測された到着時刻を使用して、モ
バイル通信設備のキャッシュにモバイルコンテンツを予めロードして該予測された将来の
ロケーション又はその近くに到着したときに表示させることが可能である。
【０３２２】
ワイヤレス検索プラットフォーム100は、期待される検索クエリの順序づけされたリス
トを作成し、該リストを提案される検索クエリとしてユーザへ提示するための方法に関連
づけることが可能である。提案される検索クエリは、モバイル通信設備102へ配信され、
モバイル通信設備102により提示され、及び／又はモバイル通信設備102へ提示されるよう
適合化されることが可能な、あらゆるクエリを称するものであることが可能である。これ
らのクエリは、本書及び／又は本書で引用するドキュメントに記載されたあらゆるクエリ

20

を含むことが可能である。これらのクエリは、クエリ入力システム120、ボイス入力シス
テム122、検索設備142、アルゴリズム設備144、及びワイヤレス検索プラットフォーム100
の他のあらゆる要素を含み又はそれらに関連づけることが可能なものである。この方法の
具体的かつ明確な結果は、検索クエリの順序づけされたリストのユーザへの提示である。
【０３２３】
期待される検索クエリはモバイル検索提案辞書に関連づけることが可能である。該辞書
は、期待される検索クエリを論理的及び／又は物理的にグループ化したものとすることが
可能である。該辞書は、追加の又はリモートのサーバ134、そのデータベース138、又はワ
イヤレス検索プラットフォーム100に関連する他のあらゆるデータベース又はデータ記憶
設備（モバイル通信設備102の記憶装置を含むが、これには限定されない）内に存在する
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ことが可能である。該辞書は、自動的に又は手作業で作成することが可能である。該辞書
内の期待される検索クエリは、設備による迅速な取り出し又は検索のために、インデック
スが作成され、又はその他の態様で順序づけされ、ソートされ、又は関連づけされること
が可能である。期待される検索クエリは、部分的なクエリの完成、クエリに対する修正（
例えばスペルミスの修正）、及びクエリに概念的に関連するクエリ等、に関連するものと
することが可能である。
【０３２４】
実施形態では、ユーザは、モバイル通信設備102のクエリ入力システム120を介してのテ
キストストリングとしてクエリ入力を提供することが可能である。ユーザがクエリ入力を
提供している間に、該クエリ入力のうち、ワイヤレス通信設備102に既に提供されている

40

部分は、サブストリングクエリ入力と呼ばれる。最終的に、ユーザは、クエリの入力を終
え、その時点では該サブストリングクエリ入力及びクエリ入力は同じことである。また、
ユーザは、ボイス入力システム122を介してクエリ入力を声で行うことが可能である。こ
の場合には、「サブストリングクエリ入力」は口頭でのクエリのうち該ボイス入力システ
ム122により既に受信されている部分であることが理解されよう。
【０３２５】
実施形態では、ワイヤレス検索プラットフォーム100のユーザは、モバイル通信設備102
へクエリを入力することが可能である。該ユーザがクエリを入力したとき、又はクエリが
提出された際に、ワイヤレス検索プラットフォーム100の方法は、該クエリのうち、モバ
イル通信設備102が既に受信している部分を処理することが可能である。この処理は、該
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クエリが完全な形態のクエリでないことを判定することが可能である。この処理に基づい
て、ワイヤレス検索プラットフォーム100は、該部分的に形成されたクエリを含む検索ク
エリのリストを生成することが可能である。これらの生成された検索クエリは、例えば、
関連性スコア又はその他の何らかの値といった、少なくとも１つの因子に従ってリスト内
で順序づけすることが可能である。次いで、該リストは、検索タームのリストとしてユー
ザに提示することが可能となる。ユーザは、該クエリの残りを入力する代わりにそのうち
の１つを選択することが可能である。一例では、ユーザはフレンチレストランを見つける
ことを望んでいる。該ユーザは、モバイル通信設備102のクエリ入力フィールドに「F」、
「r」、「e」を入力することが可能である。該ユーザが更なる文字を入力する機会を得る
前に、ワイヤレス検索プラットフォーム100は、それらの文字（部分的に形成されたクエ

10

リ）を処理して、完成した検索タームのリストを生成することが可能であり、該リストは
アルファベット順にする（すなわち因子に基づいて順序づけする）ことが可能である。シ
ステムは次いで、該完成した検索タームのリストをユーザへ提示することが可能である。
制限ではなく例示のため、このリストは、「French Market」、「French Restaurant」、
「French Wine」である。１文字ずつクエリを完成させる代わりに、ユーザは、該リスト
から「French Restaurant」を選択することが可能である。提案される検索クエリの順序
づけされたリストを提示するための方法及びシステムの多くの他の例及び実施形態を本開
示から理解することが可能であり、かかる例及び実施形態を本発明に含めることが意図さ
れている。
【０３２６】

20

ワイヤレス検索プラットフォーム100は、モバイル通信設備102から部分的な検索クエリ
を受信し、完成した検索タームの順序づけされたリストを生成し、該リストを選択のため
にユーザへ提示する、という方法に関連づけることが可能である。完成した検索タームは
、モバイル通信設備102へ配信され、モバイル通信設備102により提示され、及び／又はモ
バイル通信設備102へ提示されるよう適合化されることが可能な、あらゆるタームとする
ことが可能である。これらの検索タームは、本書及び／又は本書で引用するドキュメント
に記載されたあらゆる検索タームを含むことが可能である。
【０３２７】
検索クエリは、クエリ入力フィールド（例えば、名前フィールド、住所フィールド、日
付フィールド、製品名フィールド、製品番号フィールド、数字フィールド、ボイス認識フ
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ィールド、バイオメトリックフィールド、グラフィックフィールド等（但しこれらには限
定されない））に関連づけることが可能である。モバイル通信設備102への完成した検索
タームの提示は、クエリ入力フィールドに関連づけることが可能である。例えば、ユーザ
が住所フィールドにクエリを入力している場合に、該住所フィールドに視覚的及び機能的
に関連づけられたドロップダウンリストが、完成した検索タームのリストを表示すること
が可能である（但しこれには限定されない）。
【０３２８】
実施形態では、ユーザは、モバイル通信設備102のクエリ入力システム120（クエリ入力
フィールドとすることも可能）を介してテキストストリングとしてクエリ入力を提供する
ことが可能である。ユーザがクエリ入力を提供している間に、クエリ入力のうち、ワイヤ

40

レス通信設備102に既に提供されている部分は、サブストリングクエリ入力と呼ばれる。
最終的に、ユーザは、クエリの入力を終え、その時点では該サブストリングクエリ入力及
びクエリ入力は同じことである。該サブストリングクエリ入力は、不完全な又は完全に形
成されなかった検索クエリとすることが可能である。
【０３２９】
実施形態では、ユーザは、ボイス入力システム122を介してクエリ入力を声で入力する
ことが可能である。この場合、「サブストリングクエリ入力」は、口頭でのクエリのうち
該ボイス入力システム122により既に受信されている部分であることが理解されよう。
【０３３０】
実施形態では、ユーザは、バーコード、イメージ、スキャンされた値、又はクエリ入力
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システム120により受容することが可能な他のあらゆる入力としてクエリ入力を提供する
ことが可能である。この場合、クエリは、１つ又は２つ以上のバーコード、１つ又は２つ
以上のイメージ、１つ又は２つ以上のスキャンされた値、及び／又は１つ又は２つ以上の
他の値とすることが可能である。クエリ入力が提供されている際に、クエリ入力システム
120は、一連のバーコード、イメージ、スキャンされた値、及びその他の値を受容する。
この場合、「サブストリングクエリ入力」は、クエリ入力システム120により受容された
ものであることが理解されよう。
【０３３１】
検索クエリは、ブラウザベースの（WAP）対話又はクライアントアプリケーションベー
スの対話から導出することが可能である。クライアントアプリケーションベースの対話は

10

、BREWアプリケーション又はJavaアプリケーションとすることが可能である。
【０３３２】
生成された検索クエリの順序づけは、モバイル通信設備102に関する情報に少なくとも
部分的に基づくものとすることが可能である。モバイル通信設備102に関する情報は、年
齢、性別、人種、宗教、市外局番、郵便番号、自宅住所、勤務先住所、請求書送付先住所
、信用情報、家族情報、所得情報、誕生日、出生地、使用者、肩書、及び就労日数等から
なるグループから選択されたユーザ特徴とすることが可能である。代替的に、又は追加的
に、該情報は、ワイヤレスオペレータにより提供され、ワイヤレスサービスプロバイダに
より提供され、及び電気通信サービスプロバイダにより提供される、ユーザ履歴、ユーザ
トランザクション、地理的ロケーション、ユーザ装置、時刻、モバイル通信設備の特徴、
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とすることが可能である。モバイル通信設備の特徴は、表示能力、表示サイズ、表示解像
度、処理速度、オーディオ能力、ビデオ能力、キャッシュサイズ、ストレージ能力、及び
メモリ容量等からなるグループから選択することが可能である。
【０３３３】
モバイル通信設備102は、電話、携帯電話、セルラー電話、及びGSM電話等からなること
が可能である。モバイル通信設備102に関する情報は、ワイヤレスオペレータ、ワイヤレ
スサービスプロバイダ108、及び電気通信サービスプロバイダ等により提供することが可
能である。
【０３３４】
上記で特定し説明した様々なステップは変更することが可能であり、各ステップの順序

30

は本書で開示する技術の特定の用途に合うよう変更することが可能である、ということが
理解されよう。かかる変更及び修正は、本開示の範囲内に含まれることが意図されている
。このため、様々なステップの順序の描写及び／又は説明は、特定の用途によって必要と
されない限り、明示的に言及しない限り、又は文脈から明らかでない限り、それらのステ
ップにとって特定の実行順が必要であると理解されるべきではない。
【０３３５】
代替的な実施形態では、ユーザは、バーコード、イメージ、スキャンされた値、又はク
エリ入力システム120により受容することが可能な他のあらゆる入力として、クエリ入力
を提供することが可能である。この場合、クエリは、１つ又は２つ以上のバーコード、１
つ又は２つ以上のイメージ、１つ又は２つ以上のスキャンされた値、及び／又は１つ又は
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２つ以上の他の値とすることが可能である。クエリ入力が提供されている際に、クエリ入
力システム120は、一連のバーコード、イメージ、スキャンされた値、及びその他の値を
受容する。この場合、「サブストリングクエリ入力」は、クエリ入力システム120により
受容されたものであることが理解されよう。
【０３３６】
実施形態では、ワイヤレス検索プラットフォーム100の方法又はシステムは、ワイヤレ
ス通信設備102のユーザがクエリを提供した際に、モバイル検索提案辞書にアクセスする
ことが可能である。ここで、該モバイル検索提案辞書へのアクセスは、クエリ入力に関連
する期待される検索クエリのリストの作成に向けて行われ、該クエリ入力は、クエリ入力
システム120に関連するモバイル通信設備102上で実行されているクライアントアプリケー
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ションを介してワイヤレス検索プラットフォーム100へ提供することが可能である。該ク
ライアントアプリケーションは、検索アプリケーション、ロケーションベースの検索アプ
リケーション、WAPアプリケーション、モバイルアプリケーション、又はモバイル通信設
備102に関連する他のあらゆるアプリケーションを含むことが可能である。他の実施形態
では、ワイヤレス検索プラットフォーム100の方法は、ユーザがクエリの提供を完了した
ときにモバイル検索提案辞書にアクセスすることが可能である。いずれにせよ、該方法又
はシステムは、期待される検索クエリをモバイル検索提案辞書から受容する。これは、ク
エリ入力だけでなく、該入力に関連する因子も考慮に入れることが可能である。実施形態
では、これは、コンテンツの分類法内での分類とすることが可能な、検索バーティカルと
することが可能である。該因子は、時刻、日付、ロケーション、又は他のあらゆる時間的
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、地理的、物理的、若しくは概念的なコンテキスト、モバイル通信設備に関する情報、ユ
ーザ特徴、ユーザ履歴、ユーザトランザクション、ユーザ装置、及び／又はモバイル通信
設備の特徴とすることが可能である。該因子を考慮に入れることにより、該方法又はシス
テムは、クエリ入力に関連する因子及びモバイルコンテンツの両方に関連する期待される
検索クエリをモバイル検索提案辞書から抽出することが可能となる。これは、次いで、ユ
ーザが提供しているサブストリングクエリ入力と同じコンテキストに関連する提案される
検索クエリをもたらす。
【０３３７】
検索バーティカルは、コンテンツの分類法に関連づけることが可能であり、一般的な検
索とすることが可能であり、又は、着信音、イメージ、ゲーム、イエローページ、天気、
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ホワイトページ、ニュース・ヘッドライン、WAPサイト、ウェブサイト、映画開演時刻、
スポーツスコア、株価、フライト時刻、地図、方向、価格比較、WIFIホットスポット、貨
物追跡、ホテル料金、ファンタジースポーツ通算成績、占星術、回答、辞書、市外局番、
郵便番号、エンターテイメント、ブログ等の検索に関するものとすることが可能である。
【０３３８】
期待される検索クエリのリストの順序づけは、検索クエリの人気又はモバイル通信設備
102に関する情報といった因子に基づくものとすることが可能である。
【０３３９】
モバイル通信設備102に関する情報は、年齢、性別、人種、宗教、市外局番、郵便番号
、自宅住所、勤務先住所、請求書送付先住所、信用情報、家族情報、所得情報、誕生日、

30

出生地、使用者、肩書、及び就労日数等からなるグループから選択されたユーザ特徴とす
ることが可能である。代替的に又は追加的に、該情報は、ワイヤレスオペレータにより提
供され、ワイヤレスサービスプロバイダにより提供され、及び電気通信サービスプロバイ
ダにより提供される、ユーザ履歴、ユーザトランザクション、地理的ロケーション、ユー
ザ装置、時刻、モバイル通信設備の特徴とすることが可能である。モバイル通信設備の特
徴は、表示能力、表示サイズ、表示解像度、処理速度、オーディオ能力、ビデオ能力、キ
ャッシュサイズ、ストレージ能力、及びメモリ容量等からなるグループから選択すること
が可能である。
【０３４０】
提案される検索クエリは、人の言語に関連するものとすることが可能であり、ハンドセ

40

ットに関連するものとすることが可能であり、入力ボックスに関連するものとすることが
可能であり、モバイル通信設備のタイプに関連するものとすることが可能であり、WAPク
エリとすることが可能であり、Java文字シーケンスとすることが可能であり、BREW文字シ
ーケンスとすることが可能である。人の言語は、英語、スペイン語、ドイツ語、フランス
語、イタリア語、ポルトガル語、日本語、中国語、ロシア語、ヒンディー語、ウルドゥー
語等とすることが可能である（但しこれらには限定されない）。入力ボックスは、住所ボ
ックス、名前ボックス、E‑mailボックス、テキストボックス、数字ボックス、英数字ボッ
クス、検索エンジン、曲名ボックス等とすることが可能である（但しこれらには限定され
ない）
モバイル通信設備は、電話、携帯電話、セルラー電話、及びGSM電話、又はその他の形
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態のワイヤード又はワイヤレス通信装置とすることが可能である。
【０３４１】
提案される検索クエリ又はそのリストの提示は、クエリ入力、サブストリングクエリ入
力、ボイスクエリ、又はクライアントアプリケーションに入力された文字によって、開始
させることが可能である。
【０３４２】
上記で特定し説明した様々なステップは変更することが可能であり、該ステップの順序
は、本書で開示する技術の特定の用途に合うよう変更することが可能である、ということ
が理解されよう。かかる変更及び修正は、本開示の範囲内に含まれることが意図されてい
る。このため、様々なステップの順序の描写及び／又は説明は、特定の用途によって必要

10

とされない限り、明示的に言及しない限り、又は文脈から明らかでない限り、それらのス
テップにとって特定の実行順が必要であると理解されるべきではない。
【０３４３】
上記のプロセス及びそのステップは、ハードウェア、ソフトウェア、又は特定の用途に
適するそれらの組み合わせで実施することが可能である、ということが理解されよう。該
ハードウェアは、汎用コンピュータ及び／又は専用のコンピューティング装置を含むこと
が可能である。該プロセスは、１つ又は２つ以上のマイクロプロセッサ、マイクロコント
ローラ、埋め込み型マイクロコントローラ、プログラム可能なディジタル信号プロセッサ
、又はその他のプログラム可能な装置、並びに内部及び／又は外部メモリで実施すること
が可能である。該プロセスはまた、代替的に、特定用途向け集積回路、プログラマブルゲ

20

ートアレイ、プログラマブルアレイロジック、又は電子的な信号を処理するよう構成する
ことが可能な他のあらゆる装置で実施することが可能である。更に、該プロセスは、Ｃ等
の構造化プログラミング言語、Ｃ＋＋等のオブジェクト指向プログラミング言語、又は他
のあらゆる高級又は低級プログラミング言語（アセンブリ言語、ハードウェア記述言語、
及びデータベースプログラミング言語及び技術を含む）を使用して作成されたコンピュー
タ実行可能コードとして実現することが可能であり、該コンピュータ実行可能コードは、
上記装置のうちの１つ、並びに、複数のプロセッサ及びプロセッサアーキテクチャの異種
の組み合わせ、又は異なるハードウェア及びソフトウェアの組み合わせにおいて実行する
ように、格納され、コンパイルされ、又は翻訳されることが可能なものである、というこ
とが理解されよう。同時に、処理は、多数の方法でワイヤレス検索プラットフォーム及び
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／又はコンピュータにわたって分散させることが可能であり、又は、機能の全てを専用の
スタンドアロン装置又はその他のハードウェアに統合させることが可能である。全てのか
かる順列及び組み合わせは、本開示の範囲内とすることが意図されている。
【０３４４】
また、上述のプロセスに関連するステップを実行するための手段は、上記のハードウェ
ア及び／又はソフトウェアをどれでも含むことが可能なものである、ということが理解さ
れよう。別の側面では、各プロセスは、上記の個々のプロセスステップ及びその組み合わ
せを含めて、１つ又は２つ以上のコンピューティング装置上で実行された際にそのステッ
プを実行する、コンピュータ実行可能コードで実施することが可能である。
【０３４５】

40

以下の議論では、用語「デッキ」は、ガーデン内コンテンツを指すために、又は随意選
択的に、明示的に相関づけされたコンテンツアイテムの別個のグループを指すために、一
般に使用されるが、「モバイルウェブ」はWAPサイトを一般に指し、「ウェブ」は公開さ
れたウェブ検索結果を一般に指している。このため、以下の説明では、ガーデン内コンテ
ンツ、一般的なモバイル装置コンテンツ、及び一般的なウェブコンテンツが区別されるよ
う努力している。しかし、これらの区別は、必ずしも排他的なものではなく、及び以下の
議論に厳密に従うものではなく、このため、それら用語の何れについても、文脈が、その
意味を広くし又は狭くすることを示唆し又は必要とするものとなる、ということが理解さ
れよう。
【０３４６】
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ナビゲーション設備により示したように、カテゴリ「Deck」が選択され拡張されて、該
カテゴリ「Deck」に関連するサブカテゴリ920が現れる。この場合も、ユーザは、該サブ
カテゴリ選択して（この実施形態では「Music」が選択される）更なるカテゴリ又は結果
へと掘り下げることができる。
【０３４７】
図１０Ａ及び図１０Ｂは、モバイル通信設備102のユーザインタフェイスからの検索に
関連する画面の進行の幾つかの更なるスクリーンショットを示している。検索結果が選択
され(1002)（この場合には「Britney Spears」に関連する歌曲）、歌曲が選択されると、
配信に関するオプションをユーザに提示することが可能である。例えば、歌曲を視聴する
ためのプレビューオプション1004をユーザに提示することが可能である。コンテンツに関

10

連するオプションをユーザに提示することも可能であり、コンテンツの用途1008を示すと
、これにより、該コンテンツを適切にフォーマットし、インストールし、及び適当な１つ
又は２つ以上のアプリケーション又は１つ又は２つ以上の装置に関連づけることができ、
及び／又は、異なるファイルタイプ1010のオプションをユーザに提示することが可能であ
る。
【０３４８】
実施形態では、結果は、該結果が取り出される際に、その結果セット全体が取り出され
るのを待つことなく、モバイル通信設備102へ提示することが可能である。実施形態では
、他の結果が提示及び表示プロセスの最中である間に、特定の結果を提示し及び表示する
ことが可能である。この結果のバックグランド処理は、モバイル通信設備102に結果を提

20

示することができる速度を増大させることが可能である。実施形態では、特定のカテゴリ
の結果を他のカテゴリの前にモバイル通信設備102へ提示することが可能である。例えば
、イメージは、着信音に比べて、そのダウンロード、処理、及び／又は収集により多くの
時間を要するため、イメージ結果又はイメージカテゴリが提示のためにローカルにロード
される前またはそのロード中に、着信音のカテゴリ又は個々の着信音をモバイル通信設備
102へ提示することが可能である。
【０３４９】
図１１は、モバイル通信設備102のユーザ1104が該ユーザのモバイル通信設備102を使用
して関連する検索結果を取得したい場合のシナリオを示している。検索を行う前に、該ユ
ーザの風貌、該ユーザの容姿、該ユーザの電話習慣、該ユーザのウェブ習慣、他の人々の
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習慣に関する情報、オプションが提示された際の他の人々の挙動についての推論に関する
情報、及びこの特定のユーザ1104に対する結果の開発で使用することが可能な他の情報が
、既に存在する。例えば、ユーザは、ワイヤレスサービスプロバイダ108と直接に又は他
の設備を介して接続することが可能である。ワイヤレスサービスプロバイダ108と対話す
ることにより、ユーザは、公開コンテンツ138、ワイヤレスサービスプロバイダ108のドメ
インの境界内の情報、ウォールド・ガーデン・コンテンツ132、キャリアルール130、モバ
イル加入者特徴情報112、スポンサー情報128、時刻（例えば、現地時刻、又は他の地域に
関する時刻）、及びロケーション設備110により示され又はロケーション設備110を介して
提供されるロケーション情報といった情報をインターネットを介して取得することが可能
である。この情報の一部又は全てをモバイル検索ホスト設備114内の個人用フィルタ144（
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例えば協調フィルタ）を介して処理して、検索クエリ又は（フィルタ）結果を、モバイル
通信設備102のユーザ1104へ提示される前にリファインすることが可能である。
【０３５０】
図１に関して示したように、モバイル検索ホスト設備114は、個人用フィルタ144（例え
ば協調フィルタ）を含むことが可能である。該個人用フィルタ144は、関連する複数のデ
ータベースのうちの１つからの情報及び／又はそのロケーション情報と共に、モバイル通
信設備102から入力され送信された検索クエリに関連して使用することが可能である。個
人用フィルタ144は、他の検索者から収集した情報（例えば協調フィルタリング）並びに
ユーザに関する情報（例えばデータベース112からのモバイル加入者特徴情報又はロケー
ション情報）に基づいて望ましい結果を予測するアルゴリズムを使用することが可能であ
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る。
【０３５１】
図１１の図示に関する暗黙的検索のシナリオは以下の通りである。人1104が午後7:00に
通りを歩いている。モバイル通信設備102のロケーションは、GPSシステムを使用して（す
なわちロケーション設備110に関連して）判定される。次いで、該ロケーションが格納さ
れる。暗黙的検索は、次の何れかの理由により開始される：定期的な暗黙的検索の時刻に
なった；ユーザが結果をすぐに探そうとしていることをユーザ習慣が示している；広告の
配信に関心のある広告主174が存在する；その地の売り出しが存在する；近くで活動が存
在する；又は他の一時的な活動が存在する；又は暗黙的検索を開始させるための他の理由
。検索が開始されると、格納されたロケーション情報をモバイル検索ホスト設備へ送信す

10

ることが可能である。モバイルホスト検索設備142はまた、他の関連するソース（例えば
モバイル加入者特徴112データベース112、スポンサー情報データベース128、キャリアル
ール130）から情報を収集することが可能である。モバイル検索ホスト設備は、ユーザの
ロケーション、時刻、及び／又はモバイル検索ホスト設備114に対して利用可能となる幾
つかのデータソース（例えば、モバイル加入者特徴情報112データベース112、スポンサー
データベース128、コンテンツ132、キャリアルール130、及び公開ウェブコンテンツ138）
に関する他の情報に関連して、モバイル検索ホスト設備114内の個人用フィルタに基づい
て検索を実行する準備が今や整っている。情報の全ては、これがユーザ1104が夕食を食べ
る通例の時刻であることを示すことが可能であり、このため、モバイル検索ホスト設備11
4は、夕食に関連する結果をモバイル通信設備102へ提供することが可能である。これらの

20

結果において、スポンサーは、ユーザのモバイル通信設備102への該ユーザの情報を獲得
するために検索マーケティングオークションに参加している可能性がある。例えば、ビル
1102C内にあるレストランが、ユーザ1104が位置している別のビル1102Cから約８ｍ（５マ
イル）以内の夕食に関するキーワードオークションの最高入札者である場合には、該レス
トランがスポンサーとなってモバイル通信設備102上に表示することを望んだ情報は、該
ユーザ1104が提示されたレストラン情報と対話した場合に表示されることになる。該情報
は、ユーザが、かつて生じていない可能性のある検索結果を見ることを決心するまで提示
されない。ユーザ1104が、モバイル通信設備102へダウンロードされたスポンサー提供の
結果と対話しない場合には、スポンサーは、該スポンサードコンテンツのためにワイヤレ
スサービスプロバイダ108へ料金を支払っても支払う必要がなくても良い。ユーザ1104が
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、モバイル通信設備102へダウンロードされたレストラン情報と対話した場合、該レスト
ランは、ワイヤレスサービスプロバイダ108へ料金を支払っても支払う必要がなくても良
い。
【０３５２】
引き続き、この暗黙的検索のシナリオにおいて、ユーザは、モバイル通信設備102にお
いて結果モード又は検索モードに入ることが可能である。結果モードでは、検索を必要と
することなく結果が現れることが可能である。このモードでは、ユーザについて分かって
いる以前の情報（例えば、ロケーション、時刻、及びモバイル加入者情報）が全て与えら
れている場合には、該ユーザが関心を示し得る情報を該ユーザに単純に提示することが可
能である。検索モードでは、ユーザは、検索クエリを入力することが可能であり、該検索
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クエリと以前にダウンロードした結果との間に関連性が存在する場合には、該以前にダウ
ンロードした結果を提示することが可能である。該検索結果がローカルメモリから提示さ
れるため、ユーザはこれを非常に速い検索又は広帯域幅接続としてとらえる可能性がある
。
【０３５３】
提示された以前にダウンロードした結果は、レストランからのスポンサードリンクを含
むことが可能であり、ユーザは、該スポンサードリンクを（例えばそれをクリックするこ
とにより）アクティブにすることが可能である。アクティブにされ、又はクリックされ、
又は対話が行われると、レストランに関する情報をユーザに提示することが可能となる。
該情報は、連絡先情報（例えば、電話、住所、E‑mail、URL）並びにレストランの説明を
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含むことが可能である。ユーザには、該レストランのウェブサイトの一般的な部分、又は
ユーザ1104専用の空間を提示することが可能である。例えば、レストランは、ユーザが一
定時間内にレストランに到着した場合にクーポン又はその他の特売を提示することが可能
である。ユーザが近辺にいることを知り、及びレストランの人の出入りの量を知ることに
より、該レストランは、よりターゲットを絞った販売提案を提供することが可能となる。
【０３５４】
同様に、ビル1102B内の書店は、ユーザ1104が近辺にいてamazon.com等の検索履歴を有
しているため、該ユーザに広告を行いたい場合がある。該レストランは、該書店が開店し
ている時間内にビル1102Bの近辺にいる人々であって書籍の購入に関連する活動（例えば
、amazon.comの検索、オンラインでの書籍の購入、又は頻繁に旅行すること）の履歴を有

10

する人々に関するモバイル通信設備102の広告スペースのオークションに入会して参加し
ている場合がある。
【０３５５】
ビル1102D内の花屋は、同様の技法を用いて、近辺にいる適当なユーザをターゲットに
することが可能である。
【０３５６】
暗黙的検索を伴う実施形態について図１１に関して説明したが、同一または同様の技法
を明示的検索に適用することが可能であることが理解されよう。例えば、ユーザ1104が、
オフィスビル1102Aの近辺にいて、該オフィスビル1102Aを探している場合がある。該ユー
ザ1104は、該オフィスビル1102ABの名称を用いて検索クエリを入力することが可能であり
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、該オフィスビル1102の名称を該ユーザのロケーション及び時刻と結びつけて、より良い
ターゲット検索結果をユーザへ提供することが可能である。
【０３５７】
図１１の実例に関連する明示的検索のシナリオは、次のようなものとすることが可能で
ある。人1104が午後７時に通りを歩いている。モバイル通信設備102のロケーションは、G
PSシステムを使用して（すなわちロケーション設備110に関連して）判定される。次いで
、該ロケーションが格納される。明示的検索はユーザ1104により開始させることが可能で
ある。検索が開始されると、格納されたロケーション情報をモバイル検索ホスト設備へ送
信することが可能である。モバイルホスト検索設備142はまた、他の関連するソース（例
えばモバイル加入者特徴データベース112、スポンサー情報データベース128、又はキャリ
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アルール130）から情報を収集することが可能である。モバイル検索ホスト設備は、ユー
ザのロケーション、時刻、及びモバイル検索ホスト設備114に対して利用可能となる幾つ
かのデータソース（例えば、モバイル加入者特徴112データベース112、スポンサーデータ
ベース128、コンテンツ132、キャリアルール130、及び公開ウェブコンテンツ138）に関す
る他の情報に関連して、モバイル検索ホスト設備114内の個人用フィルタに基づいて検索
を実行する準備が今や整っている。該検索は、個人用フィルタ及びその他の関連するフィ
ルタリング情報と関連して実行して、結果を取得することが可能である。これらの結果に
おいて、スポンサーは、ユーザのモバイル通信設備102への該ユーザの情報を獲得するた
めに検索マーケティングオークションに参加している可能性がある。例えば、ビル1102C
内にあるレストランが、該ビル1102Cから約８ｍ（５マイル）以内の夕食に関するキーワ

40

ードオークションの最高入札者であり、このため、該レストランがスポンサーとなってモ
バイル通信設備102上に表示することを望んだ情報は、該ユーザ1104が提示されたレスト
ラン情報と対話した場合に表示されることになる。ユーザ1104が、モバイル通信設備102
へダウンロードされたスポンサー提供の結果と対話しない場合には、スポンサーは、ポス
トする権利のためにワイヤレスサービスプロバイダ108へ料金を支払っても支払う必要が
なくても良い。ユーザ1104が、モバイル通信設備102へダウンロードされたレストラン情
報と対話した場合、該レストランは、ワイヤレスサービスプロバイダ108へ料金を支払っ
ても支払う必要がなくても良い。
【０３５８】
提示された以前にダウンロードした結果は、レストランからのスポンサードリンクを含
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むことが可能であり、ユーザは、該スポンサードリンクを（例えばそれをクリックするこ
とにより）アクティブにすることが可能である。アクティブにされ、又はクリックされ、
又は対話が行われると、該リンクは、レストランに関する情報をユーザに提示することが
可能となる。該情報は、連絡先情報（例えば、電話、住所、E‑mail、URL）並びにレスト
ランの説明を含むことが可能である。一実施形態では、該情報は、予約をするためのフォ
ーム又はアクティブコントロール（ボタン等）を含むことが可能である。ユーザには、該
レストランのウェブサイトの一般的な部分、又はユーザ1104専用の空間を提示することが
可能である。例えば、レストランは、ユーザが一定時間内にレストランに到着した場合に
クーポン又はその他の特売を該ユーザに提示することが可能である。ユーザが近辺にいる
ことを知り、及びレストランの人の出入りの量を知ることにより、該レストランは、より

10

ターゲットを絞った販売提案を提供することが可能となる。
【０３５９】
同様に、ビル1102B内の書店は、ユーザ1104が近辺にいてamazon.com等の検索履歴を有
しているため、該ユーザに広告を行いたい場合がある。該レストランは、該書店が開店し
ている時間内にビル1102Bの近辺にいる人々であって書籍の購入に関連する活動（例えば
、amazon.comの検索、オンラインでの書籍の購入、又は頻繁に旅行すること）の履歴を有
する人々に関するモバイル通信設備102の広告スペースのオークションに入会して参加し
ている場合がある。
【０３６０】
実施形態では、検索結果は、モバイル通信設備102のユーザ1104、モバイル通信設備102

20

、又はロケーションに関する情報、及び／又は個人用フィルタに関連して本書で説明した
ような他の情報に基づいて、該ユーザをターゲットとして該ユーザへ提示される。実施形
態では、該情報はまた、より良いターゲット広告のために使用することが可能であり、ス
ポンサーにより提供される広告は、オークション広告機構への支払いを介してモバイル通
信設備102へ提供することが可能である。かかる機構は、Google,Inc（Mountain View,CA
）によるデスクトップ機能Google AdWords及びAdSenseと類似したものとすることが可能
である。
【０３６１】
図１１に関連する別の例によれば、ユーザ1104は、ペイ・パー・コール・リンクを含む
検索結果を受信することが可能であり、この場合、その電話に関連するベンダ（典型定期
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には電話を受ける会社）は、ペイ・パー・コール番号を介して電話を受けた際に料金を支
払う。例えば、ユーザ1104は、花に関する結果を求めて検索を行い、ビル1102D内にある
花屋に関する電話番号及びおそらくは他の連絡先情報を受信することが可能である。該リ
ンクは、（図１１に関して例示した暗黙的検索の例及び明示的検索の例で示したように）
ユーザ、モバイル通信設備102、及び／又はモバイル加入者特徴情報に関する情報と相ま
って個人用フィルタを伴うプロセスを介した検索の処理結果として提供されることが可能
である。ユーザが花屋の電話番号をアクティブにすると、該花屋は、報酬を得るべく該電
話を受けることが可能であり、又は該電話を拒否することが可能である。
【０３６２】
ワイヤレス検索プラットフォーム100は、モバイル通信設備102の検索クエリからのキー

40

ワード、及び該ワイヤレス検索プラットフォーム100内に格納されている情報を使用して
、ユーザに関連するスポンサー提供のモバイルコンテンツをモバイル通信設備上に表示さ
せることが可能である。ワイヤレス検索プラットフォーム100内に格納されている情報は
、個人的なユーザ情報、モバイル通信設備を用いたユーザの挙動パターン、モバイル通信
設備の特徴等を含むことが可能である。かかるユーザ情報へのアクセスは、検索クエリの
キーワード内容と相まって、ユーザへのモバイルコンテンツ配信の関連性を増大させ、及
びユーザがスポンサー提供のモバイルコンテンツと対話する蓋然性を高めることが可能で
ある。スポンサー提供のモバイルコンテンツは、電話番号と共にモバイル通信設備102上
に表示することが可能であり、これにより、表示されたコンテンツについて更に知るため
、購入するため、又は他の何らかの電話ベースの活動をするために、ユーザが該電話番号
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に電話することが可能となる。次いで、ユーザ対話を追跡することが可能であり、次いで
、サービスプロバイダは、対話毎ベースでの収入源として、モバイルコンテンツのスポン
サー及び／又はサービスのユーザに課金することが可能である。
【０３６３】
スポンサー提供のモバイルコンテンツは、広告又はその他の形態のスポンサードコンテ
ンツとすることが可能である。広告は、ワイヤレス検索プラットフォーム100のスポンサ
ーにより提供されるサービス（例えば、新しい携帯電話機種、追加サービス、アクセサリ
等、又は、電子機器、家庭用品、自動車、化粧品等の消費者製品、又は、不動産、大学の
授業料、タイム・シェア、休暇等）に関するものとすることが可能である。他の形態のス
ポンサードコンテンツは、政治的な広告、宗教的なメッセージ、地域活動等とすることが
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可能である。スポンサードコンテンツは、入札プロセスと関連づけることが可能である。
ワイヤレス検索プラットフォーム100は、ユーザについて収集された情報を検索クエリ内
のキーワードと共に使用して、ユーザに最も関連するモバイルコンテンツを判定すること
が可能である。
【０３６４】
ユーザとの関連性は、検索クエリ中のキーワードに少なくとも部分的に基づくものとす
ることが可能である。キーワードとの関連性の例として、自動車ショーに関する検索クエ
リの結果として、自動車に関する広告が生じ、日焼けの手当に関する検索クエリの結果と
して、日焼け用乳液に関する広告が生じ、又はスキーコンディションについての情報に関
する検索クエリの結果として、山中にあるタイム・シェア・コンドミニアムに関する広告

20

が生じ、又は選挙結果に関する検索クエリの結果として、政党に関するスポンサードコン
テンツが生じることが可能である。
【０３６５】
実施形態では、ユーザとの関連性は、モバイル通信設備に関する情報に少なくとも部分
的に基づくものとすることが可能であり、例えば、年齢、性別、人種、宗教、市外局番、
郵便番号、自宅住所、勤務先住所、請求書送付先住所、信用情報、家族情報、所得情報、
誕生日、出生地、使用者、肩書、及び就労日数等のユーザ特徴；モバイルコンテンツとの
過去の対話、ウェブサイトの訪問、及び電話の使用形態等のユーザ履歴；購入及びサービ
スに関するユーザトランザクション；地理的ロケーション；時刻及び使用時間；表示能力
、ビデオ能力、キャッシュサイズ、ストレージ能力、及びメモリ容量等のモバイル通信設
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備の特徴；又はその他のかかる情報を含むことが可能である。モバイル通信設備に関する
情報との関連性の例として、自動車ショーに関する検索クエリの結果として、該ユーザが
若くて女性でスポーツカーを購入する余裕のある収入を有しているためスポーツカーが該
ユーザに一層関連するものとなり得ることを該ユーザに関する個人情報が示すため、スポ
ーツカーに関する広告が生じ、又は、関節炎の治療に関する検索クエリの結果として、該
ユーザが高齢者であり該ユーザが睡眠を助けるものを最近検索しており及び病院から電話
していることを該ユーザについての情報が示すため、電動リクライニングベッドに関する
広告が生じ、又は、インテリア設計に関する検索クエリの結果として、該ユーザが若くて
女性で自宅に住んでおり最近大学を検索し訪問していることを該ユーザについての情報が
示すため、インテリア設計に関する大学のプログラムに関するスポンサードコンテンツが

40

生じることが含まれ、更に、選択された関連する広告を一層高解像度の形式でモバイル通
信設備上に提示することが可能であり、これは、ユーザの携帯電話が高解像度形式の広告
を受容できる新型であることを該ユーザのモバイル通信設備の特徴が示しているためであ
る。
【０３６６】
ユーザがモバイルコンテンツにより提供される電話番号に電話をかけるよう説得された
際に、該ユーザは、ハイパーリンクをクリックし、手動で電話番号をダイヤルし、ボイス
コマンドを使用してモバイル通信設備に電話番号を入力し、又は他の何らかの方法を使用
して該提供された電話番号に電話をかけることが可能である。ハイパーリンクは、表示さ
れているコンテンツ上のハイパーリンクされた電話番号、又は表示されているコンテンツ
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上のハイパーリンクされたイメージをクリックすることを伴うことが可能である。ユーザ
は、表示されている電話番号を後に使用するために格納することを選択することが可能で
あり、又は該電話番号を手動でダイヤルすることが可能である。ユーザが電話をかけると
、ワイヤレス検索プラットフォーム100は次いでスポンサーであるエージェントに対する
後の請求のための対話を格納し追跡することが可能である。スポンサー提供のモバイルコ
ンテンツは、ユーザが該電話についての料金を支払うことを必要とすることが可能である
。ユーザが料金を支払う電話は、株式情報、ファンクラブ最新情報、スポーツ情報等とす
ることが可能である。ユーザが料金を支払う電話の場合には、ワイヤレス検索プラットフ
ォーム100は、スポンサーサービスに提供されるサービスの一部としてユーザのアカウン
トに直接請求することが可能である。

10

【０３６７】
モバイルペイ・パー・コール対話の別の例は、モバイル検索プラットフォーム100に格
納されているユーザの情報が、該ユーザが、42歳、男性、既婚で、3人の幼児をもち、家
を所有していることを示している、ユーザとすることが可能である。該ユーザのモバイル
通信設備102の情報は、該ユーザの装置が旧型で低解像度のモバイルコンテンツしか処理
できないことを示している。更に、最近のユーザの活動は、おもちゃについての検索クエ
リを示している。該ユーザは、次いで、テントのレンタルについての新しい検索クエリを
入力する。また、モバイル検索プラットフォーム100のデータベースは、サマータイムで
あることを示している。これらの情報が与えられると、モバイル検索プラットフォーム10
0は、幼児のための戸外での誕生日パーティーを支援するための供給物について高い関連

20

性を示す。モバイル検索プラットフォーム100は次いで、地元のパーティレンタル店から
の空気注入式のウォータースライドに関する広告をユーザのモバイル通信設備100へ配信
する。該広告は、ユーザの装置の能力に適合するよう低解像度で表示される。該広告内に
電話番号が提供され、該電話番号は、ユーザが後の使用に備えて格納し、直ちに電話する
ためにクリックし、手動でダイヤルする、といったものとすることが可能である。ユーザ
が電話をかけると、モバイル検索プラットフォーム100は、その対話を追跡し、該ユーザ
が前記表示された電話番号と対話したことについて前記パーティレンタル店に手数料を請
求することが可能である。
【０３６８】
モバイルペイ・パー・コール対話の別の例は、モバイル検索プラットフォーム100に格
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納されているユーザの情報が、該ユーザが、18歳、女性で、自宅に住んでいることを示し
ている、ユーザとすることが可能である。該ユーザのモバイル通信設備102の情報は、該
ユーザの装置が新型でビデオコンテンツを表示できることを示している。更に、最近のユ
ーザの活動は、様々なロックバンドのメンバーについての情報及びロックビデオのダウン
ロードを求めた検索クエリを示している。該ユーザは、次いで、Dave Matthew's Bandの
メンバーに関する情報についての新しい検索クエリを入力する。この情報が与えられると
、モバイル検索プラットフォーム100は、ロックバンドに関する新しい音楽及びコンサー
トについての広告に高い関連性を示す。モバイル検索プラットフォーム100は次いで、Dav
e Matthew'sの地方コンサートのチケットに関する広告をユーザのモバイル通信設備100へ
配信する。該コンサートの日時並びに該チケットがまだ入手可能であることを強調するオ
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ーディオ及びテキストと共に、短いミュージックビデオとしてモバイルコンテンツが配信
される。該モバイルコンテンツは、コンサートチケットの購入に関する更なる情報を得る
ためのハイパーリンクを電話番号と共に示す。ユーザは、この時点で、モバイルコンテン
ツを後の取り出しに備えて格納し、又は更なる情報を求めて直ちに接続することが可能で
ある。ユーザが電話をかけると、モバイル検索プラットフォーム100は、その対話を追跡
し、該ユーザが前記表示された電話番号と対話したことについて前記コンサートチケット
を販売している代理店に手数料を請求することが可能である。モバイル検索プラットフォ
ーム100はまた、モバイル・ペイ・パー・コール機能を使用してチケットを購入すること
についてのサービス手数料としてユーザのモバイルアカウントに直接手数料を請求するこ
とが可能である。

50

(88)

JP 5589163 B2 2014.9.17

【０３６９】
本発明の実施形態では、方法及びシステムは、モバイル通信設備のユーザインタフェイ
ス内にリンクを提示することを含むことが可能であり、この場合、該リンクは、コンピュ
ータネットワークを介して入手することが可能な市販品へのリンクとすることが可能であ
り、これにより関係者が該リンクのスポンサーとなることが可能となる。該リンクは、販
売用の商品又はサービスアイテム、宣伝、コンテンツアイテム、広告、又は商品又はサー
ビスのベンダ等の商業プロバイダの他の素材に対するものとすることが可能である。該リ
ンクは、例えば、ｅコマースサイト上のアイテム、オークションサイト、逆オークション
サイト、ニュースサイト、情報サイト、又は、ウェブコンテンツや他のネットワーク上に
あるコンテンツ等のコンピュータネットワーク上のその他のコンテンツに対するものとす

10

ることが可能である。該リンクは、様々なｅコマース機能（例えば、シングルクリック購
入、入札、ターゲット広告、即時購入（例えば「buy it now」）、クリック又はトランザ
クションの追跡、紹介の追跡、アフィリエイトプログラム機能等を可能にする機能を含み
又はそれらに関連づけることが可能である。実施形態では、該リンクは、携帯電話等のモ
バイル通信設備102のユーザインタフェイスでユーザへ提示されるスポンサードリンクで
ある。該スポンサードリンクは、暗黙的クエリ164と連携して提示すること（及びかかる
クエリに関連させること）が可能である。該スポンサードリンクは、明示的クエリの入力
（又はかかるクエリの部分的な入力）に応じて提示することが可能である。該スポンサー
ドリンクは、モバイル通信設備102のユーザが電話をかけた際又はその他の行動を行った
際に提示することが可能である。該スポンサードリンクは、例えば、クエリに応じて実行

20

された検索機能142に応じて、結果の取り出し、結果のソート、結果のフィルタリング、
結果の提示、又は結果のルーティングを行う際に、提示することが可能である。
【０３７０】
実施形態では、リンクのスポンサーとなる権利は、複数のスポンサー候補間での入札プ
ロセスを介して取得することが可能である。該入札プロセスは、自動化することが可能で
あり、これにより、入札（又は、入札価格積立金、最終競売価格等）を、リンクに関する
他のスポンサー候補により行われた他の入札とオークション形式で自動的に比較すること
が可能となる。他の実施形態では、入札は、受け入れるために必要とされる価格を満たす
ことしか必要としない。アルゴリズム設備144は、特定のリンクのスポンサーとなるため
の入札を「勝ち取る」ことに関係する１つ又は２つ以上のリンクを判定することが可能で
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ある。入札は、ユーザインタフェイス内の特定の位置で、又はナビゲーションシーケンス
の特定の時点で（例えば、ホームページで、検索画面で、電話をかけた後に、トランザク
ションを実行した後に、特定画面へのナビゲーションの後に、暗黙的クエリ164の提示時
に、明示的クエリの入力時に、結果の取り出し時に、結果のルーティング時に、及び／又
は取引完了時に）、リンクを提示するためのものとすることが可能である。入札は、リン
クを特定のコンテンツ（例えば、特定の形式のクエリ、特定の結果、又は特定のコンテン
ツアイテム）に関連づけるために行うことが可能である。例えば、ゴルフ用具を販売して
いるスポンサーは、暗黙的又は明示的クエリが用語「ゴルフ」、「ティー」、又は「パー
」を使用する場合に必ずリンクのスポンサーとなるために入札を行う可能性があり、一方
、ビデオコンテンツを販売しているスポンサーは、クエリが用語「映画」、「フィルム」

40

、「シネマ」、又は「ショー」を使用する場合にリンクのスポンサーになろうとする可能
性がある。実施形態では、入札プロセスは、リンクの提示と時間的に近接して発生する可
能性がある。
【０３７１】
実施形態では、広告は、モバイル通信設備のクエリ設備からウェブページ要求を受信し
、モバイル通信設備に関する情報を受信し、及び該モバイル通信設備に関する情報に少な
くとも部分的に基づいてウェブページに少なくとも１つの広告を関連づける、という各ス
テップに少なくとも部分的に基づいてモバイル通信設備へ提示することが可能である。例
えば、モバイル通信設備のユーザは、「Sonny Rollins」に関する検索クエリを開始する
ことが可能である。該ユーザのモバイル通信設備へ提示される可能性のある検索結果は、
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Sonny Rollinsの音楽ＣＤや彼のパフォーマンスのビデオ等のための広告及びウェブサイ
トを含むことが可能である。モバイル通信設備に関する情報（例えば、そのビデオストリ
ーミング能力）は、ユーザのモバイル通信設備へ成功裏に提示することができる広告／ウ
ェブページを判定するために使用することが可能である。この情報は、次いで、ユーザの
モバイル通信設備の表示装置で提示することができるウェブページ及び広告を対にするた
めに使用することが可能である。
【０３７２】
特定の実施形態では、リンクのスポンサーとなるための権利は、オークション（オンラ
インオークションとすることが可能）を介して取得される。
【０３７３】

10

実施形態では、リンクは、クエリの非曖昧化版に関連づけて、クエリの関連性が評価さ
れた後にのみリンクが現れるようにすることが可能である。
【０３７４】
実施形態では、スポンサードリンクは、モバイル通信設備102を使用して実行された検
索を介して取り出された結果に関連づけることが可能である。例えば、最高ランクの検索
結果のうちの１つがワード「ディジタルカメラ」を使用している場合にのみ、カメラのベ
ンダに関するリンクが現れることが可能である。
【０３７５】
実施形態では、スポンサードリンクは、モバイル通信装置を使用して実行された検索機
能142を介して取り出された結果のソートに関連づけることが可能である。例えば、関連

20

する結果がそのソート（例えばランク付け又は非曖昧化プロセスの結果としてソートされ
た場合等）後に十分に高くランク付けされた場合にのみ、リンクにスポンサーをつける（
入札プロセスの後を含む）ことが可能である。
【０３７６】
実施形態では、スポンサードリンクは、モバイル通信装置を使用して実行された検索機
能142を介して取り出された結果のフィルタリングに関連づけることが可能である。例え
ば、特定タイプの結果がフィルタリングにより除去された後にのみ、スポンサードリンク
が現れるようにすることが可能である。例えば、フランス・パリへの旅行のスポンサーは
、結果がユーザに提示される前にParis Hiltonに関する結果が除去される場合にのみ、リ
ンクのスポンサーとなるために入札することが可能である。

30

【０３７７】
実施形態では、スポンサードリンクは、モバイル通信装置を使用して実行された検索機
能142を介して取り出された結果の提示に関連づけることが可能である。例えば、特定の
結果が（例えば特定のコンテンツを提示するための特定の装置の能力に基づいて）修正さ
れ又はフィルタリングされる場合には、関連する結果をモバイル通信設備上に提示するこ
とができる場合にのみ、スポンサードリンクにスポンサーをつけることが可能である。例
えば、スポンサーは、サンプルビデオをレンダリングする能力のある装置への提示につい
てのみ、ヨガの指導ビデオへのリンクのスポンサーとなるために入札することが可能であ
る。
【０３７８】

40

実施形態では、スポンサードリンクは、モバイル通信装置を使用して実行された検索機
能142を介して取り出された結果のルーティングに関連づけることが可能である。例えば
、アルゴリズム設備144が特定タイプの結果をルーティングするルールを含む場合には、
スポンサードリンクをかかるルールの実行に関連づけることが可能である。例えば、ペア
レンタル・コントロール150に関するルールは、子供が不適切なコンテンツにアクセスし
ようとしていると思われた場合に、コンテンツ又はメッセージを両親にルーティングする
ことが可能である。スポンサードリンクは、ペアレンタル・コントロール・ソフトウェア
又はサービスの提供者が該ルーティングされた結果に関連づけされたリンクを提示するこ
とを可能にする。
【０３７９】
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実施形態では、まだリンクのスポンサーになっていない者の市販品に対してリンクを提
供することが可能である。次いでその者に該リンクを継続的に提示するスポンサーとなる
機会を提案することが可能である。実施形態では、継続して該リンクのスポンサーとなる
ための提案は、ユーザが該リンクを実行したのと同時に又はその際に営利団体に提示する
ことが可能である。実施形態では、かかる提案は、リンクの継続的なスポンサーシップの
ため、又は少なくとも１つの追加のリンクのスポンサーシップのための、オークション又
は入札プロセスに参加するための、営利団体に対する招待を含むことが可能である。
【０３８０】
実施形態では、営利団体へのリンクは、市販品の提供者に関する電話番号を含むことが
可能である。実施形態では該電話番号を専用の電話番号とすることが可能であり、該専用

10

の電話番号は、ユーザが該番号に電話をかけた際に、何らかの報酬（スポンサードリンク
ベース、オークションベース、ペイ・パー・コール・ベース等とすることが可能）を支払
うことを営利団体が同意することの引き換えにリンクを継続するという提案を含む仲介メ
ッセージを該営利団体へ伝えることが可能である。
【０３８１】
実施形態では、一般化されたプロセスを使用し、クエリ情報をモバイル加入者特徴112
データベース112からの少なくとも１つの要素と対にすることにより、ユーザクエリ入力1
20の非曖昧化を行うことが可能である。ユーザがモバイル通信設備102を介してクエリ入
力120を提出すると、該クエリは、ワイヤレス通信設備104へ、次いでワイヤレスプロバイ
ダ108へとワイヤレスでルーティングされる。該ワイヤレスプロバイダ108は、次いで、該

20

ユーザクエリ入力120に関連するモバイル加入者特徴112データベース112内に格納されて
いるデータを要約することが可能である。関連性は、語義的な類似、時間的な因子、クエ
リ入力120とモバイル加入者特徴112データベース112内で発見されたクエリ入力との間の
地理的及び／又は人口統計学的な一致に基づくものとすることが可能である。この情報が
リンクされると、非曖昧化設備140は、ユーザのクエリ入力120の考え得る最善の意味を解
明してその１つ又は２つ以上の結果をワイヤレスプロバイダ108及びワイヤレス通信設備1
04を介してモバイル通信設備102へ送り返してユーザに対して表示する(172)するよう処理
を行うことが可能である。
【０３８２】
モバイル加入者特徴112データベース112内に格納することが可能な代表的な要素として

30

、ロケーション、ユーザに関する個人情報、ウェブ対話、E‑mail対話、メッセージング対
話、請求履歴、支払履歴、典型的な請求金額、時刻、オンライン対話時間、オンライン対
話数、家族の状態、職業、取引、以前に入力した検索クエリ、ロケーションの履歴、電話
番号、装置識別子、以前にダウンロードしたコンテンツのタイプ、以前に見たコンテンツ
、及び訪問したサイトが挙げられる。
【０３８３】
同様に、クエリ入力120は、ユーザのモバイル通信設備102の特徴（例えば、一意の電話
番号、装置識別子、又はその他の一意の識別子）、モバイル通信設備102内に格納されて
いる情報（例えば、該装置のメモリ内に格納されている情報）、又はサーバに関連するデ
ータベース上に格納されている情報に基づいて、非曖昧化することが可能である。
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【０３８４】
実施形態では、モバイル検索ホスト設備114を使用して、モバイル通信設備102のユーザ
にクエリ入力120に基づく更なる関連する結果を提供することが可能である。例えば、モ
バイル通信設備102は、メモリのキャッシュ2300を有することが可能であり、該キャッシ
ュには、該モバイル通信設備102の特徴、ユーザのプロファイル、及びユーザ挙動履歴（
例えば、通話、訪問したウェブサイト、検索クエリ、クエリの頻度、コンテンツをダウン
ロードする頻度、イベントの頻度の変化、及び購入の頻度）といった、顕著な情報が格納
される。
【０３８５】
この情報は、設定された時間間隔でモバイル通信設備102からワイヤレス通信設備104へ
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、次いでユーザのワイヤレスプロバイダ108へ又はモバイル検索ホスト設備114へ直接に、
自動的にリフレッシュして送信することが可能である。モバイル検索ホスト設備114内で
、１つ又は２つ以上の結果セットにおいて更なる提案をユーザへ提供するためにクエリ内
容を精査するアルゴリズム設備144によって、クエリ内容をフィルタリングすることが可
能である。例えば、クエリ入力120でユーザにより使用されたタームの頻度をアルゴリズ
ム設備144により使用し、キーワードの同様の頻度のインデクシング、又はクエリターム
及び結果の人気に基づいて、関連する結果を提案することが可能である。ユーザがこのク
エリ入力120を修正すると、キャッシュ2300は、その内容を、非曖昧化設備140、検索設備
142、又はモバイル検索ホスト設備114内の他の設備におけるリアルタイム処理のために、
モバイル検索ホスト設備114へ暗黙的に送信することが可能である。

10

【０３８６】
モバイル検索ホスト設備114内の更なる設備を使用して、クエリ入力120に有意味性を追
加することが可能である。例えば、非曖昧化設備140は、キーワード、ワードの頻度、及
び／又はワードの組み合わせに基づいてクエリ入力120をカテゴライズすることが可能で
あり、これにより、タイトル、アーティスト、及びイエローページタイプのカテゴリ等の
カテゴリを結果的に得ることが可能となる。また、キャリアビジネスルール158、ペアレ
ンタル・コントロール150、及びスポンサーシップ設備162を使用して、それらの検索クエ
リ及びそれらに関連する検索クエリ及び／又は１つ又は２つ以上の結果セットについて提
案を生成することが可能である。
【０３８７】

20

モバイル通信設備102と非曖昧化ステップ210との間の対話的なプロセスを使用して一義
的なクエリ形成2400を行うことが可能である。ユーザがモバイル通信設備102へクエリ入
力120を提出する際に、訂正プロセス244は、分かり易くて有用な１つ又は２つ以上の結果
セットを生じさせるのに十分な一義的なクエリ形成2400のために必須のもの又はそれに資
するものとなることが可能である。該訂正プロセス244の一部として、モバイル通信設備1
02のタイプに固有の情報を使用することが可能であり、例えば、装置が独自の配信能力を
有する場合には、かかる能力と互換性のある結果セットを導出するためにクエリの訂正が
必要となる。また、モバイル加入者特徴データベース112又はペアレンタル・コントロー
ル設備150に格納されている情報は、訂正プロセス244と統合させることが可能である。実
施形態では、検索エンジンは、一般的なスペルミス（モバイル経験に特有のスペルミス（
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例えば「2nite」）を含む）に関する訂正を自動的に提案することが可能である。
【０３８８】
ユーザのクエリ入力120は、空の結果セット又は蓋然性の低い結果セットを返す可能性
がある。この場合には、検索設備142は、モバイル通信設備102と連携して、訂正プロセス
244を自動的にトリガし、空でない又は蓋然性の高い結果セットが配信されるまで、代替
的なクエリ入力120を繰り返し循環することが可能である。
【０３８９】
実施形態では、より最近追加され又は更新されたアイテムは、その新しさを示す優先順
位を受容することが可能である。
【０３９０】

40

実施形態では、モバイル通信設備102に関する情報に基づき、ユーザのクエリ入力120に
続いて更なる推薦を行うことが可能である。例えば、モバイル加入者特徴112、キャリア
ビジネスルール130、又はスポンサー情報は、クエリ入力120と連携して、ユーザのための
関連する推薦を提案することが可能である。該推薦は、クエリ入力120の検索結果と対に
することが可能であり、又は該検索結果の表示に先立ち又はその表示に続いて提示するこ
とが可能である。
【０３９１】
ユーザの以前の検索活動及び検索結果を使用して、該ユーザのための推薦を生成するこ
とも可能である。以前の検索活動は、トランザクション、検索クエリ、ウェブサイトへの
訪問、通話、及び／又はモバイル通信設備102でユーザが開始する他の活動を含むことが
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可能である。モバイル通信設備102の地理的なロケーションは、ユーザの現在の地理的な
近傍におけるスポンサー情報（例えば製品及びサービス）を含む推薦を生成することが可
能である。現在時刻を他の情報とは無関係に又は他の情報と共に使用して、ユーザ推薦を
生成することが可能である。例えば、正午であるという独立した事実は、ランチを提供す
るレストランに関する推薦を生成することが可能である。この情報をモバイル通信設備10
2のロケーションにより更にフィルタリングして、ユーザのすぐ近くにある前記レストラ
ンのみを推薦することが可能であり、及び加入者の特徴により更にフィルタリングして、
該ユーザのプロファイルに類似した人口統計学的なプロファイルを有するレストランの客
によって高い格付けを受けているユーザの近所にあるランチを提供するレストランの一部
のみを推薦することが可能である。上記のレストランの例の場合のように、意味のある推

10

薦を生成するための同様のプロセスを他のサービス及び製品に適用することが可能であり
、かかるサービス及び製品には、輸送（航海、タクシー、バス、列車、空港等）、食料及
び飲料（食料品店、ドライブスルーレストラン、バー等）、エンターテイメント（劇場、
スポーツ、映画、クラブ等）、ビジネス（会社、職場、銀行、郵便局、及びその他の郵送
及び輸送施設等）、消費者ニーズ（ガソリンスタンド、ドラッグストア又は衣料品店、ベ
ビーシッター、駐車場等）、及び現地特有の情報（方向、ロケーション、開始時刻、ニュ
ース等）が含まれる。
【０３９２】
実施形態では、検索カテゴリの分類は、モバイル通信設備102に関連する表示装置上の
検索クエリに関連して提示される。

20

【０３９３】
実施形態では、クエリ入力120は、クエリカテゴリの分類法及び分類スキーマ（例えば
、イエローページ電話帳の分類法）へとマッピングすることが可能である。
【０３９４】
実施形態では、結果は、モバイル通信設備102に関する情報と関係するクエリ入力120の
提出に基づいて取り出すことが可能である。この情報は、モバイル加入者特徴112、キャ
リアビジネスルール130、及びスポンサー情報を含むことが可能である。データベースに
格納されている更なる情報は、情報を省略し、情報を優先順位づけし（例えば他の全ての
前にスポンサーリンクを提示し）、検索結果セットの一部を強調表示し、又はスポンサー
オークションに基づいて情報の表示を順序づけする（すなわち、最高入札者を最初に提示
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する）ことにより検索クエリと１つ又は２つ以上の結果セットの表示とを制限する検索パ
ラメータを形成することが可能である。スポンサーオークションの場合、スポンサーは、
該スポンサー自身の製品、サービス、及びそれらへのリンクに関連づけたいキーワードに
ついて入札を行うことが可能である。
【０３９５】
実施形態では、結果は、モバイル通信設備102に関する情報に少なくとも部分的に基づ
くクエリ入力120に関連して順序づけすることが可能である。この情報は、モバイル加入
者特徴112、検索アルゴリズム設備144、ペアレンタル・コントロール150、キャリアビジ
ネスルール130、及び／又はスポンサー情報を含むことが可能である。スポンサー情報に
基づくクエリ入力120に関する結果の順序づけは、クエリ入力で使用したキーワードにス
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ポンサーを関連づけることにより、及び／又はスポンサーコンテンツにクエリ入力を関連
づけることにより、行うことが可能である。クエリ入力120がスポンサーの１つ又は２つ
以上のキーワード又はコンテンツと一致する場合、該スポンサーの情報を検索結果表示に
おいて優先的に表示し、強調表示し、又はその他の態様でクエリ入力120に関する他のコ
ンテンツよりも優位性を持たせることが可能である。スポンサーとのキーワードの関連づ
けは、キーワードとの唯一の関連づけ又は共有された頻度のキーワードの関連づけ（例え
ばキーワードの一回おきの発生）を入札者が競り合うオークションを介して生じることが
可能である。更に、該オークションプロセスは、結果的に得られるスポンサーコンテンツ
の表示のサイズ（例えばモバイル通信設備102におけるユーザの全表示スペースのパーセ
ンテージとして表されるサイズ）及び表示される結果に対するマルチメディアコンテンツ
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の追加（グラフィクス、オーディオ、又はビデオストリームの追加等）を決定するための
入札を含むことが可能である。
【０３９６】
クエリ結果はまた、モバイル通信設備102の能力に少なくとも部分的に基づいて順序づ
けすることが可能であり、この場合、該能力とは、オーディオ、ビジュアル、処理、又は
画面能力である。
【０３９７】
実施形態では、クエリ入力120は、モバイル通信設備102に関する情報（モバイル加入者
特徴112、検索アルゴリズム設備144、個人用フィルタ、ペアレンタル・コントロール150
、キャリアビジネスルール130、又はスポンサーシップ情報等）に少なくとも部分的に基

10

づいて予測テキストを生成することにより行うことが可能である。更に、予測テキストは
、モバイル通信設備102のSMS変換及び／又はキーパッドシーケンス変換に基づくものとす
ることが可能である。更に、T9エラーを修正することが可能である。例えば、ユーザが「
Britney」を探して2748639をダイヤルした場合、T9はそれを「Britney」ではなく「Argum
enw」と解釈する可能性がある。
【０３９８】
実施形態では、ボイスベースのクエリ入力120をモバイル通信設備102に関する情報（例
えばSMS変換に少なくとも部分的に基づくボイス解釈）に関連づけることが可能である。
【０３９９】
実施形態では、オークションをクエリ入力120に関連づけることが可能である。オーク
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ションの実行は、モバイル通信設備102に関する情報（例えば、モバイル加入者特徴112、
検索アルゴリズム設備144、個人用フィルタ、ペアレンタル・コントロール150、又はキャ
リアビジネスルール130）の使用を伴うことが可能である。１つ又は２つ以上の結果セッ
トの表示は、スポンサー提供の結果を優先し又は強調することが可能である。
【０４００】
実施形態では、検索クエリがモバイル通信設備102で入力されて結果が該モバイル通信
設備102に関する画面上に提示され、及びスポンサードリンクに関連してトランザクショ
ンが実行され、この場合、該スポンサードリンク上でのユーザのクリックにより、又はダ
ウンロード可能コンテンツの購入等の経済取引をユーザが行うことにより、該トランザク
ションが生じることが可能である。

30

【０４０１】
実施形態では、収集されたコンテンツをモバイル通信設備102へ提示することが可能で
ある。コンテンツは、スパイダを介して収集することが可能であり、例えば、着信音コン
テンツ、音楽コンテンツ、又はビデオコンテンツを含むことが可能である。該スパイダは
、モバイル通信設備102とのコンテンツの互換性を判定することが可能である。互換性は
、一連のモックモバイル通信設備102試行を実行し、その結果を使用して好ましさを基準
としてサイトから結果を抽出することにより、決定することが可能である。該好ましさを
基準とすることにより、WAP互換コンテンツサイトからの抽出が最初に提供され、又は、
モバイル通信設備102に関する情報に関連してコンテンツが収集されたコンテンツタイプ
サイトからの抽出が最初に提供されることになる。

40

【０４０２】
実施形態では、スパイダを使用して、コンテンツとモバイル通信設備の能力との互換性
を判定することが可能である。例えば、スパイダは、特定のタイプのモバイル通信設備と
コンテンツプロバイダにより提供されるコンテンツとの間の互換性のレベルを検出するた
めに、該特定のタイプのモバイル通信設備として該コンテンツプロバイダを訪問すること
が可能である。更に、モバイル店舗等のコンテンツプロバイダは、モバイル通信設備の各
タイプ又は各クラス毎に異なるコンテンツを提供することが可能である。スパイダは、コ
ンテンツプロバイダを訪問して、所与のプロバイダのコンテンツクラスとモバイル通信設
備のタイプ又はクラスとの関連性を判定することが可能である。
【０４０３】
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実施形態では、スパイダは、モバイル通信設備のタイプ又はクラスに固有であるウェブ
ページコンテンツ品質（例えば、HTMLタグ、色深度、イメージの数、イメージのサイズ等
）を検出することにより、モバイル通信設備のタイプとのコンテンツの互換性を判定する
ことが可能である。互換性データがスパイダにより編集されると、該データをデータベー
スに格納し、及び該データを検索エンジンと連携して使用して、互換性のあるコンテンツ
のみ、又は最も互換性の高い入手可能なコンテンツを、検索クエリを送信したモバイル通
信設備へ送ることにより、コンテンツの提示を最適化することが可能である。
【０４０４】
モバイルコンテンツは、それをモバイル通信設備102上でユーザに対して適切な提示を
行うことを可能とするために特定の能力を必要とする可能性がある。しかし、少なくとも

10

幾つかの特定の能力は、モバイル通信設備102上では利用することができない場合がある
。ユーザに対して適切な提示を行わなかった場合には、モバイルコンテンツは、ユーザに
とって価値が低く関心を引かないものとなり得る。該不適切な提示は、代替的に、ユーザ
に提示エラー等の不都合を生じさせる可能性があり、又はモバイル通信設備102の誤動作
を生じさせる可能性がある。該誤動作は、ユーザがモバイル通信設備102のユーザインタ
フェイスを介してモバイルコンテンツと対話したことに応じた不適切な動作を含む。かか
る誤動作の結果として、ユーザにとっての様々な下流側の問題を生じさせるものとなり得
る。これは、その不適切な応答が、モバイル通信設備102のコンフィギュレーション、イ
ンタフェイス、又はその他の特徴の変更を含み得るからである。
【０４０５】
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モバイルコンテンツの特徴は、モバイル通信設備102との互換性に関して解析すること
が可能である。各特徴は、１つ又は２つ以上の互換性基準に基づいてランク付けすること
も可能である。一例として、モバイルコンテンツの特徴は、ワイヤレス通信の基本機能を
含むことが可能である。かかる特徴は、最小限の互換性を満たすことのみに基づいてラン
ク付けすることが可能である。別の例では、モバイル通信設備102で提示される場合に先
進的な能力を可能にするモバイルコンテンツの特徴は、該能力を有するモバイル通信設備
102のためにのみランク付けすることが可能である。それ以外のモバイルコンテンツの特
徴は、全てのモバイル通信設備102のためにランク付けすることが可能である。
【０４０６】
モバイルコンテンツの互換性の基準は、モバイル通信設備102のメーカー又は製造ライ
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ンといった基準に基づいて変動し得るものである。例えば、特定のメーカー又は製造ライ
ン又は型番を対象とするモバイルコンテンツの特徴（例えば、BIOSアップグレード）は、
他のメーカーのモバイル通信設備102で使用するためにランク付けされることはない。
【０４０７】
モバイルコンテンツのランクは、該モバイルコンテンツの複数の特徴のうちの何れか又
は全てのランキングを含むことが可能である。コンテンツの特徴のランキングは、複数の
ランキングを加算してモバイルコンテンツランク合計を生成することを含む、様々な態様
で組み合わせることが可能である。各特徴を重み付けして、全ての特徴が合計ランクに等
しく寄与しないようにすることが可能である。モバイルコンテンツランク合計は、単一の
特徴のランクを表すことも可能である。
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【０４０８】
モバイルコンテンツランキングはまた、ランキング範囲（１〜10等）に基づいて互換性
の程度の指示を提供することが可能である。代替的に、ランキングは、二値のyes又はno
による互換性基準を提供することが可能である。該ランキングは、１つのモバイルコンテ
ンツが複数のランキングを有することが可能となるように、特定のモバイル通信設備102
の型番に関連づけることが可能である。一例では、モバイル通信設備102の機種Aは、第１
のモバイルコンテンツに存在する複数の特徴の一部をサポートし、一方、機種Bは、その
特徴の全てをサポートすることが可能である。他のモバイルコンテンツと比べて、第１の
モバイルコンテンツは、機種Bについては、他のモバイルコンテンツよりも高くランク付
けすることが可能であり、それ以外のモバイルコンテンツは、機種Aについては第１のモ
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バイルコンテンツよりも高くランク付けすることが可能である。
【０４０９】
ワイヤレスプロバイダ108は、モバイルコンテンツランキングを使用して、モバイル通
信設備102へ提供するためのモバイルコンテンツを選択することが可能である。互換性の
あるモバイルコンテンツは、ユーザが該コンテンツと対話することを可能とし、これによ
り、ユーザがスポンサードコンテンツに対して積極的に応答する機会が増大する。モバイ
ルコンテンツが互換性を有さず又は低い互換性を有する場合には、ユーザが該コンテンツ
と対話することが全くできなくなる可能性がある。それ故、モバイル通信設備102との一
層高い互換性を有するモバイルコンテンツは、ワイヤレスプロバイダ108にとって一層大
きな価値を有するものとなる。これは、かかるコンテンツを配信する場合の方が、互換性

10

が低い又は欠如しているコンテンツを配信する場合よりも、コンテンツのスポンサーが一
層高い手数料を支払い得るからである。
【０４１０】
モバイルコンテンツは、広範なモバイル通信設備102で適切に表示することが可能な基
本的なフォーマットのビデオ及びオーディオといった特徴を含むことが可能である。しか
し、これらの特徴をモバイルコンテンツに適合させ、該適合されたビデオをサポートする
能力を有するモバイル通信設備102が、より一層の満足感、時間及びフラストレーション
の低減、又は単純にビデオを見ることを可能にすることを、ユーザに提供することが可能
となるようにすることも可能である。
【０４１１】
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モバイルコンテンツの解析は、HTMLソース等のモバイルコンテンツのソースを調べるこ
とを含む。該ソースの構文及び構成は、モバイル通信設備102の特性又は特徴と比較する
ことが可能なモバイルコンテンツの特徴に関する情報を表すものとなり得る。かかる比較
は、モバイル通信設備102とのモバイルコンテンツの互換性の評価を生じさせ得るもので
ある。例えば、モバイルコンテンツのソース内のリンクであって特定タイプのデータファ
イル（ビデオ、オーディオ等）へのリンクは、該モバイルコンテンツを適切に提示するた
めにモバイル通信設備102に特定の能力が必要であることを示すことが可能である。モバ
イルコンテンツの構文は、モバイル通信設備102のリソースに対する特定の機能又はコマ
ンドを表すことが可能である。これらのコマンド及び／又は該コマンドに含まれる引数を
、モバイル通信設備102によりサポートされるコマンド及び／又は引数のリストと比較し
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、その結果として互換性を解析することが可能となる。
【０４１２】
モバイルコンテンツに対するリンクその他の参照は、互換性に関する情報を提供するこ
とも可能である。音楽ファイルフォーマットMP3は標準規格であり、iPodはMP3フォーマッ
トのファイルをサポートしているが、iPodのベンダによりオンラインで提供されている音
楽ファイルは、MP3規格と完全な互換性を有していない。その結果として、それらのファ
イルは、MP3フィアルをサポートする他のベンダのモバイル通信設備102と互換性のないも
のとなる。リンクを調べてモバイルコンテンツの考え得る所有者を判定することにより、
互換性を判定することが可能である。
【０４１３】
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モバイルコンテンツ内のリンクは、該モバイルコンテンツの他の部分を参照することが
可能であり、かかる場合、リンクはファイルタイプ又は所有者を含まない可能性がある。
このため、モバイルコンテンツの他の特徴を解析することにより、互換性の基準を提供す
ることが可能である。かかる特徴の１つは、モバイルコンテンツのサイズである。モバイ
ル通信設備102のメモリ設備118の一部は、モバイルコンテンツの格納を提供することが可
能である。しかし、モバイル通信設備102に格納することができるモバイルコンテンツの
量は限られている。それ故、モバイルコンテンツとモバイル通信設備102との互換性の基
準をモバイルコンテンツのサイズとすることが可能である。ユーザへの提示のためにモバ
イル通信設備102へのストリーミングをサポートするモバイルコンテンツは、小さなコン
テンツ格納容量を有するモバイル通信設備102におけるコンテンツ格納制限を越えてしま
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う可能性がある。
【０４１４】
モバイルコンテンツは、該モバイルコンテンツの特性を記述し又は該特性を含むメタデ
ータを含むことが可能である。該メタデータは、コンテンツ（オーディオ、ビデオ等）の
サイズ、タイプ、サポートされる特定の機能（ストリーミング等）といった情報を含むこ
とが可能である。モバイルコンテンツの解析は、メタデータの調査に少なくとも部分的に
基づくものとすることが可能である。メタデータは、様々なモバイル通信設備102との互
換性のランキングを含むことが可能である。該ランキングは、コンテンツの所有者により
、又はワイヤレスプロバイダ108等の第三者により、生成することが可能である。
【０４１５】
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モバイルコンテンツのランキングは、モバイル検索プラットフォーム100の１つ又は２
つ以上のメモリ設備に格納することが可能である。該ランキングが最新のものとなるよう
に、モバイルコンテンツを時折解析してランキングを更新することが可能である。この解
析は、モバイルコンテンツを解析するよう構成されたコンピュータプログラムによりコン
テンツを処理することにより、自動化することが可能である。該コンピュータプログラム
は、本書で開示するようにサーバ134上で実行することが可能である。
【０４１６】
モバイル通信設備102は、モバイルコンテンツと共に該モバイルコンテンツに関するラ
ンキングを受信して、該モバイル通信設備102が該ランキングを使用して該モバイルコン
テンツを提示すべきか否かを判定できるようにすることが可能である。該判定は、ランク
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付けされたモバイルコンテンツの提示に関するユーザの嗜好に少なくとも部分的に基づく
ものとすることが可能である。該判定はまた、モバイルコンテンツの所有者の嗜好に少な
くとも部分的に基づくものとすることも可能であり、該モバイルコンテンツの所有者の嗜
好は、モバイルコンテンツまたは該モバイルコンテンツのメタデータ内に提供することが
可能である。ユーザは、モバイル通信設備102との互換性が低いモバイルコンテンツの提
示を可能とする選択を行うことが可能であるが、コンテンツの所有者は、該コンテンツを
該ユーザに対して不完全な状態で提示するのではなく、該ユーザに該コンテンツを提示し
ないことを好む可能性がある。本書で開示するモバイル通信設備102のモバイルコンテン
ツ提示リソース（表示リソース、オーディオリソース等）は、モバイルコンテンツ、ラン
キング、メタデータ、ユーザの嗜好、及び所有者の嗜好等の一部又は全てを評価して提示
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の決定を行うことが可能である。
【０４１７】
実施形態では、スポンサードリンクは、モバイル通信設備102に関連する表示装置上に
表示することが可能であり、及び該スポンサードリンクに関連するベンダが接続を選択的
に受容し又は検索結果（スポンサーの電話番号を含む）を選択的に受容することを可能に
し、この場合、該スポンサーの電話番号が、電話され及び応答された電話番号のうちの少
なくとも１つであるとき、経済取引が行われる。
【０４１８】
実施形態では、コンテンツは、モバイル通信設備102に関する情報に少なくとも部分的
に基づいて該モバイル通信設備102へ配信することが可能であり、後に検索クエリの結果
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としてコンテンツを生成することが可能である。該提示されるコンテンツは、モバイル通
信設備102のロケーションに関連する情報（レストラン、エンターテイメント、劇場、及
び開演時刻等）とすることが可能である。情報はまた、時刻、モバイル加入者特徴112、
又はペアレンタル・コントロール150に関連するものとすることが可能である。コンテン
ツは、広告を含むことが可能であり、及びモバイル通信設備102上に（例えばキャッシュ
メモリ内に）ローカルに格納し、時刻及び／又はモバイル通信設備102のロケーションの
変化に従って定期的に更新することが可能である。
【０４１９】
実施形態では、モバイル通信設備102上での１つ又は２つ以上の検索クエリ入力に次ぐ
クリックスルー動作に基づいてワイヤレスキャリアレポートを生成することが可能である
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。該レポートは、検索結果の品質、キーワード管理、及び収入に関する情報を含むことが
可能であり、及び使用されるモバイル通信設備102のタイプによって分割することが可能
である。
【０４２０】
実施形態では、モバイル通信設備102のアイドル画面で提示される検索ボックス中にク
エリ入力120を行うことが可能である。
【０４２１】
実施形態では、モバイル互換ページランクに基づいて結果を生成するよう構成された検
索設備142に検索クエリを入力することが可能である。該モバイル互換性ページランクは
、モバイル通信設備102の画面及び処理能力とのページの互換性から、又は１つ又は２つ
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以上のページの複雑性から、導出することが可能である。
【０４２２】
実施形態では、クエリ入力120と少なくとも１つのモバイル加入者特徴との関係を生成
することが可能である。該モバイル加入者特徴112は、ロケーション、個人情報、ユーザ
のウェブ対話の履歴、及びその他の特徴を含むことが可能であり、これは、加入者やモバ
イル装置等に関する他のデータと組み合わせて使用することも可能である。
【０４２３】
実施形態では、ロケーションベースのサービスを使用して、クエリ入力120とモバイル
通信設備102のロケーションとの関係を生成することが可能である。該関係は、少なくと
も１つのクエリ入力120とロケーション及び時刻との関係とすることも可能である。ロケ
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ーションは、GPSシステム又はセルラー電話の三角測量サービスにより提供することが可
能である。
【０４２４】
実施形態では、モバイル通信設備のユーザが、比較ショッピングを行うために、該モバ
イル通信設備のロケーションを使用することが可能である。例えば、電子機器を探してい
るユーザに、該ユーザのモバイル通信設備の現在位置から所与の距離内にある電子機器の
小売店に関する連絡先情報（ウェブアドレス、住所、E‑mailアドレス、電話番号等）を提
供することが可能である。店の販売品を比較するために、オンライン及びオフライン（実
店舗）の店の在庫をモバイル通信設備のユーザへ提示することが可能である。
【０４２５】
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インターネットは、例えば、消費者がオンラインで見つけることができる製品説明及び
製品ランキングを使用して、比較ショッピングシステムのための及び方法を提供する。し
かし、インターネットベースのシステム及び方法は、モバイル用途には適合できない可能
性があり、このため、かかるシステム及び方法を用いた比較ショッピングは、静止したロ
ケーションで行われる。本書に記載するのは、モバイル用途に有利に適合される比較ショ
ッピングのためのシステム及び方法である。本書に記載し例示するシステム及び方法は、
モバイル通信設備102の特徴を利用したものである。モバイル通信設備102を使用すること
により、消費者は、コンピュータ又はインターネット接続に依存することなく、製品を特
定し比較することが可能となる。モバイル通信設備102の特徴については上記で詳述した
通りである。モバイル通信設備102を本書に記載するシステム及び方法の他の要素と組み
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合わせて使用することにより、活動的なモバイルライフスタイルを有する消費者にとって
望ましいモバイル比較ショッピングが可能となる。これらのシステム及び方法に関する更
なる説明を図１を部分的に参照して以下で行う。
【０４２６】
実施形態では、消費者は、モバイル通信設備102に製品選択を入力することにより、モ
バイル比較ショッピングシステムをアクティブにすることが可能である。以下で更に詳細
に説明するように、モバイル通信設備102は、ワイヤレス通信が可能なあらゆる装置とす
ることが可能である。消費者は、特定のタイプのモバイル装置に適したあらゆる入力プロ
セスを用いることが可能である。前記製品選択は、テキスト、ボイス、接触（例えばタッ
チスクリーン）、光学式読み取り（例えばバーコード）、イメージ認識、又はクリック信
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号（例えばクリックスルー）を使用して行うことが可能である（但しこれらには限定され
ない）。該製品選択は、明示的又は暗黙的検索を介して行うことが可能である。
【０４２７】
例えば、消費者は、新しいコンピュータを探してモバイル比較ショッピングを行いたい
場合がある。該消費者は、検索クエリ「laptop computer」を入力することが可能であり
、これにより製品選択のための検索結果のリストが提供され、次いで該消費者は、該リス
トから、更なるショッピング比較情報を所望するラップトップのタイプを選択することが
できる。代替的に、該検索結果をPCベースのシステム及びMacベースのシステムに従って
編成して、該消費者が、更なるショッピング比較情報を所望するラップトップの特定のタ
イプに到達すべくクリックスルーするために一方のカテゴリを選択する必要があるように

10

することが可能である。
【０４２８】
別の例として、消費者は、更なるショッピング比較情報を所望する製品を見ている店舗
内に該消費者自身の携帯電話のカメラ又はそれに匹敵する装置を持ち込むことが可能であ
る。該消費者は、該製品のディジタル写真を撮影して該写真をイメージ認識設備へ電子的
に提出し、該イメージ認識設備において該写真を特定の製品のイメージと比較して、製品
選択のための基礎を提供することが可能である。また、該消費者が、バーコードを撮影し
、又はバーコードリーダーを装備したモバイル通信設備102を使用して、該製品のバーコ
ードによって製品選択の基礎が提供されるようにすることも可能である。
【０４２９】
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製品選択設備に対する製品選択の提出に応じて、モバイル比較ショッピングシステムは
、かかる製品を販売し又は該製品選択に関連する製品を販売するマーチャントを特定する
ことが可能である。ラップトップコンピュータに関する検索クエリに応じて、例えば、モ
バイル通信設備102は、該製品を販売するベンダ（例えば、BestBuy,CompUSA,University
Computers）のリストを提供することが可能である。代替的に、モバイル通信設備102は、
ユーザが選択するためのベンダのカテゴリ（例えば、小売、卸売り、大学を基礎とするも
の）のリストを提供することが可能であり、該カテゴリが選択された際に、ユーザは、該
カテゴリ内のベンダに関するデータを受信することが可能である。
【０４３０】
マーチャント又はベンダはサービスプロバイダとすることが可能であり、及び製品はサ
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ービスとすることが可能である、ということが当業者には理解されよう。例えば、歯科医
に関するクエリは、歯科医の順序づけされたリストを提供することが可能であり、該順序
づけは、モバイル通信設備102に関する情報に少なくとも部分的に基づくものとすること
が可能である。また、製品に関するクエリは、関連性により、又は他の任意の特徴により
順序づけされた、関連する製品のリストを生成することが可能である。例えば、ラップト
ップコンピュータのクエリの場合、コンピュータアクセサリ及び周辺機器を販売している
マーチャントのリストを生成することが可能である。
【０４３１】
更に、マーチャントの順序づけされたリストは、ユーザにより入力された他の検索ター
ムに従って、又はモバイル通信設備102に関連する他の任意の情報に従って、再順序づけ
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することが可能である、ということが理解されよう。例えば、所望の製品を販売するマー
チャントのリストは、近さ、価格、営業時間、又はユーザにより提供される他の任意の特
徴に基づいてソートし直すことが可能であり、該特徴は、モバイル通信設備102内に存在
するもの、又は第三者により提供されたものとすることが可能である。一例として、ラッ
プトップコンピュータを販売するマーチャントのリストは、特定の時刻（クエリの時刻、
又は他の何らかの時刻（例えば午前9時））に営業しているマーチャントのみを含むよう
に間引くことが可能である。次いで、該リストを、価格、在庫、近さ、又は他の何らかの
特徴に従ってソートし直すことが可能である。この例では、該リストを在庫に基づいてソ
ートして、所望の製品を有するマーチャントのみをリストアップすることが可能である。
【０４３２】
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実施形態では、多数の特徴を使用して特定の製品を販売しているマーチャント又は特定
のサービスを提供しているマーチャントのリストをソートし又は順序づけることが可能で
ある。モバイル通信設備102に関する情報は、ユーザにより入力されたユーザ特徴、又は
モバイル通信設備102若しくは他の追跡システムにより追跡された使用情報、又は第三者
（例えば、ワイヤレスオペレータ、ワイヤレスサービスプロバイダ、又は電気通信サービ
スプロバイダ）により提供された情報を含むことが可能である。
【０４３３】
実施形態では、マーチャントのリストを順序づけするために使用される情報は、ユーザ
により直接提供される情報（ユーザ特徴等）を含むことが可能である。例えば、モバイル
通信設備102は、医師のリストを順序づけするために人口統計学的な情報等のユーザ特徴

10

を提供することが可能であり、すなわち、女性かつ35歳未満のユーザには、かかりつけの
医者及び婦人科医を特集した順序づけされた医師のリストを提示することが可能であり、
一方、65歳以上のユーザには、内科医又は心臓専門医を特集した順序づけされた医師のリ
ストを提示することが可能である。モバイル通信設備102は、GPS等を介してモバイル通信
設備102の地理的ロケーションを知ることにより、マーチャントのリストを近さに従って
順序づけすることが可能である。モバイル通信設備102はまた、ユーザの自宅住所、勤務
先住所、及び郵便番号等を参照することにより、近さに従ってマーチャントのリストを順
序づけすることが可能である。モバイル通信設備102は、ユーザの健康保険制度に基づい
て医師又は歯科医のリストをソートすることが可能である。
【０４３４】
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実施形態では、マーチャントのリストの順序づけに使用される情報は、ユーザ履歴又は
ユーザトランザクションといったユーザにより間接的に提供された情報を含むことが可能
である。ユーザにより間接的に提供される情報は、使用パターンから導出することが可能
な全ての情報を含む。例えば、ラップトップコンピュータに関する検索は、ユーザがDell
に対するテクニカルサポート電話の履歴を有する場合に、Dell以外の製品を販売している
マーチャントを優先させることが可能である。ラップトップコンピュータに関する検索は
、ユーザがMac以外のAppleとの取引（例えばiTuneからの音楽の注文）を行ったことがあ
る場合に、Mac製品を販売するマーチャントを優先させることが可能である。
【０４３５】
実施形態では、第三者により提供される情報を使用してマーチャントのリストを順序づ
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けすることが可能である。コンテンツは、ワイヤレスプロバイダ108等の第三者によって
提供することが可能であり、これは、品質ランキング、製品のコスト、スポンサー契約料
、又はその他の順序づけシステムに従ってマーチャントを順序づけするものとなる。更に
、順序づけされたマーチャントのリストは、販売された特定の製品、及び製品の特徴に基
づいて、又は製品レビュー等の第三者情報によって、更に順序づけすることが可能である
。順序づけされたマーチャントのリストは、価格又は製品在庫（オンライン又はオフライ
ン）に関する入手可能な情報によって順序づけすることが可能である。
【０４３６】
実施形態では、第三者は、ユーザが加入することができる特定の順序づけサービスを提
供することが可能である。ユーザは、ペイ・パー・ユース・ベースで又は継続的な会員と
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して順序づけシステムへのアクセスを要求することが可能である。例えば、「Boston Mag
azine」を定期購読しているユーザは、「Best of Boston」リストに従って順序づけされ
たマーチャントのリストを得ることが可能である。別の例として、「Consumer Reports」
を定期購読しているユーザは、マーチャントのリストを、該マーチャントが販売している
製品の「Consumer Reports」ランキングに従って順序づけすることを要求することが可能
である。ユーザはまた、「Consumer Reports」レーティング等の使い捨て式第三者レーテ
ィングを購入し、例えば、ラップトップコンピュータに関する検索クエリに応じて、特定
のマーチャント及び／又は製品のリストの順序づけを行うことが可能である。この例では
、使い捨て式「Consumer Reports」レーティングは、ランク順を生成する際に料金を支払
うのと引き換えに、コンピュータ品質のランク順、ディペンダビリティ及びリライアビリ
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ティに基づく順序付け、及び価格に応じた順序づけ等を提供することが可能である。
【０４３７】
実施形態では、消費者にとってプライベートなコンテンツ及び／又はプライバシー保護
されているコンテンツから第三者ランキングシステムを引き出すことが可能である。運転
中の車の近くにある薬局を探しているユーザは、該ユーザの医療記録にある処方情報に対
応する薬剤の在庫の入手可能性に部分的に基づいて順序づけされたマーチャントのリスト
を受信することが可能である。かかる順序づけに使用される第三者データは、健康管理情
報に関するプライバシー規制を受けることになる。患者は、データサービスに対して許可
を与えることによりかかるサービスを選択することが可能であり、医療記録データを使用
する場合には、該情報のプライバシーが保護されるように適切に暗号化されることになる

10

。モバイル通信設備102を使用した比較ショッピングのための消費者に関する保護された
プライベートの又は秘密の情報の他の用途は、当業者には容易に想到されよう。
【０４３８】
実施形態では、消費者は、複数の第三者レーティング構造を含め、次いで比較ショッピ
ング中にそれらを調和させ又は比較することを望む可能性がある。例えば、ラップトップ
に関する「Consumer Reports」ランキングを「PC World」ランキングと比較し又は調和さ
せることが可能であり、これにより、両方のランキングシステムでトップランキングを有
するラップトップ製品をリストの一番上に配置することが可能である。次いで、これらの
製品を販売するマーチャントのリストを生成し、及び本書で説明したような他の基準（ユ
ーザ特徴、使用パターン、第三者コンテンツ等）に従って順序づけすることが可能である
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。同様に、及び例証として、サービス及び／又はサービスプロバイダのリストは、第三者
順序づけシステムにより順序づけすることが可能である。例えば、医師のリストは、「Bo
ard of Registry in Medicine」から入手可能な公開情報（例えば、医療ミスの申し立て
、出版物の数、表彰の数、開業年数）に従って、又は第三者ランキングシステム（例えば
「The Best Doctors in America」）に従って、順序づけすることが可能である。
【０４３９】
実施形態では、モバイル通信設備102に関連する複数の順序づけパラメータの組み合わ
せを提供することが可能である。一例として、年齢及び職業等のユーザ特徴を使用して、
コンピュータを販売するマーチャントを順序づけすることが可能であり、すなわち、特定
のマーチャントにより販売されている特定のタイプのコンピュータを若い男性のグラフィ
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ックアーティストに適したものとしてランク付けすることが可能である。但し、中年女性
の税理士についてはランキングは異なる可能性がある。次いで、結果的に得られたリスト
をユーザトランザクションに基づいてリファインして、若い男性のグラフィックアーティ
スト及び潜在的なMac消費者を、該ユーザの関心に訴え得る他の製品を販売したマーチャ
ントへと方向付けるようにすることが可能である。例えば、オンライン注文パターン等の
ユーザトランザクションは、リストの順序をリファインするための情報を提供することが
可能である。続いて、結果的に得られるマーチャントのリストを、他のパラメータにより
順序づけすることが可能である。価格に敏感な若いグラフィックアーティストのために、
順序づけパラメータとして価格を使用することが可能であり、一方、「Consumer Reports
」を定期購読している中年の会計士は、順序づけパラメータとして「成績表」を使用する

40

ことが可能である。順序づけシステムとモバイル通信設備102に関連するパラメータとの
様々な組み合わせが本書の開示により熟慮されている。
【０４４０】
本書に記載するシステム及び方法を使用すると、ユーザは、モバイル通信設備102を使
用して比較ショッピングを行うことが可能となる。ユーザに提供される製品選択及び順序
づけされたマーチャントのリストから、及びユーザから直接的又は間接的に導出され又は
第三者から導出された順序づけ基準から、ユーザが製品及びマーチャントを比較して購入
決定を行うことが可能となる。
【０４４１】
実施形態では、フィルタアルゴリズムに関連して用いられるクエリ入力120に少なくと
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も部分的に基づいて結果を生成することが可能であり、ここで、該フィルタアルゴリズム
は、ワイヤレスプロバイダ108により収集された情報を使用する。アルゴリズム設備144は
、協調フィルタとすることが可能であり（この場合、検索はオープンウェブ検索）、又は
推薦システムとすることが可能である。
【０４４２】
実施形態では、クエリ入力120は結果設備148を介して処理することが可能であり、この
場合、該結果設備148は、モバイル通信設備102から導出された情報（モバイル加入者特徴
112情報等）と関連するものとなる。
【０４４３】
実施形態では、検索クエリをモバイル通信設備102上で非曖昧化することが可能である

10

。非曖昧化は、モバイル通信設備102上で又はサーバアプリケーション上で行うことが可
能である。非曖昧化は、SMS変換、スペルチェックアルゴリズム、スペルチェックテーブ
ル、音声スペリングテーブル、又は数字キーパッドワード変換を伴うことが可能である。
【０４４４】
実施形態では、モバイル通信設備102上でのクエリ入力120は、該モバイル通信設備102
上に存在するボイス認識設備160を介して部分的に処理することが可能である。代替的に
、該ボイス認識設備160は、リモートサーバ上に存在することが可能であり、又は部分的
にモバイル通信設備102上に存在し且つ部分的にサーバ上に存在することが可能である。
【０４４５】
実施形態では、モバイル通信設備102上でのクエリ入力120は、該モバイル通信設備102
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に関連する情報に関連して処理することが可能である。この情報は、モバイル通信設備10
2上にローカルに存在することが可能であり、又はリモートに（例えばモバイル加入者特
徴112データベース内に）格納することが可能である。
【０４４６】
実施形態では、クエリ入力120は、モバイル通信設備102上で生成される結果を制限する
ためのペアレンタル・コントロール設備を提供するモバイル通信設備102上で処理するこ
とが可能である。該ペアレンタル・コントロール150は、サーバアプリケーションを介し
て、又はモバイル通信設備102を介して調整することが可能である。
【０４４７】
モバイル通信設備102上で見るために入手することが可能なコンテンツは、成人向けコ

30

ンテンツを含む可能性があり、該成人向けコンテンツは、承認プロセスの使用を介して、
ユーザの一部に対してのみその提示を制限することが可能である。一態様では、成人向け
コンテンツの提示を可能にし又は制限する承認プロセスは、検索要求を受信し、モバイル
通信設備に関する情報を受信し、及び、該モバイル通信設備102に関する情報に少なくと
も部分的に基づいて、該モバイル通信設備が該検索要求に関する特定のタイプのモバイル
コンテンツを受信することが承認されているか否かを判定する、という各ステップを含む
ことが可能である。モバイルコンテンツは、スポンサードコンテンツ、スポンサードリン
ク、スポンサードコール、ダウンロード可能コンテンツ、オーディオストリーム、ビデオ
、グラフィック要素、又は他の形態の成人向けコンテンツとすることが可能である。モバ
イルコンテンツは、非成人向け及び成人向けを組み合わせた混合コンテンツとすることが

40

可能である。検索要求は、モバイル通信設備（電話、携帯電話、セルラー電話、及びGSM
電話を含む）により開始することが可能である。
【０４４８】
実施形態では、ポルノコンテンツ、賭博コンテンツ、ギャンブルコンテンツ、くじコン
テンツ、又はその他の成人にとって適当であるモバイルコンテンツといった、成人向けコ
ンテンツは、かかるコンテンツの意図的な受け手であるモバイル通信設備102に関する情
報を監視することにより、制限することが可能である。該モバイル通信設備に関する情報
は、年齢等のユーザ特徴とすることが可能である。該ユーザ特徴は、年齢、性別、人種、
宗教、市外局番、郵便番号、自宅住所、勤務先住所、請求書送付先住所、信用情報、家族
情報、所得情報、誕生日、出生地、使用者、肩書き、及び就労日数からなるグループから
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選択することが可能である。ユーザ特徴は、モバイル加入者特徴データベース内に格納す
ることが可能である。モバイル通信設備に関する情報はまた、ユーザ履歴、ユーザトラン
ザクション、地理的ロケーション、ユーザ装置、又は時刻を含むことが可能である。通信
設備に関する情報は、ワイヤレスオペレータ、ワイヤレスサービスプロバイダ、及び／又
は電気通信プロバイダによって提供することが可能である。
【０４４９】
実施形態では、通信設備に関する情報は、モバイルコンテンツ権限情報とすることが可
能である。該モバイルコンテンツ権限情報は、モバイル加入者特徴データベース112から
導出することが可能である。該モバイルコンテンツ権限情報は、管理者の要求毎に記録す
ることが可能である。

10

【０４５０】
本方法及びシステムの実施形態では、特定タイプのモバイルコンテンツを受信する権限
がモバイル通信設備に与えられているか否かの判定は、モバイル通信設備のユーザに関す
る情報に少なくとも部分的に基づくものとすることが可能である。例えば、モバイル通信
設備102のユーザは、テキストクエリ入力「賭博」を入力することが可能である。モバイ
ル加入者データベース112に格納することが可能なモバイル通信設備102に関する情報は、
該ユーザの年齢が30歳であることを示すことが可能である。この年齢が成年を越えている
ため、賭博に関する成人向けコンテンツをユーザのモバイル通信設備102上に提示する権
限を与えることが可能である。代替的に、年齢等のユーザ特徴を使用して、ユーザが成人
向けコンテンツを要求する前に権限情報を設定することが可能である。例えば、前記の例

20

では、ユーザは、成年を越えた年齢を有していた。この情報は、モバイルコンテンツに関
する検索要求を受信したか否かにかかわらず、該ユーザに関係するモバイル通信設備102
上で成人向けコンテンツにアクセスする一般的な権限を該ユーザに許可することが可能な
ものとなる。この権限の付与は、ワイヤレスオペレータ、ワイヤレスプロバイダ、電気通
信プロバイダ、個人（例えば保護者）、又はモバイル通信設備に提示する権限を与えるコ
ンテンツを決定することに関心のある他のあらゆる関係者によって行うことが可能である
。
【０４５１】
実施形態では、成人向けコンテンツを見る権限を個人により使用して、記録済の管理者
の要求を用いた権限の設定を行うことが可能である。例えば、保護者は、モバイル通信設

30

備102上で成人向けコンテンツを子供に提示できないことを確実にすることを望む可能性
がある。該保護者は、該子供の電話機の管理者となり、ワイヤレスオペレータ、ワイヤレ
スプロバイダ、及び／又は電気通信プロバイダ等により維持されることが可能な権限付与
設備にログオンすることが可能である。権限付与設備にログオンした際に、該保護者は、
コンテンツタイプのメニューが提示されて、各コンテンツタイプ毎に一意の権限レベルを
設定することが可能となる。例えば、かかるメニューは、分類法を含むことが可能である
。かかる分類法は、「スポーツ」、「天気」、「ブログ」、「賭博」、「ニュース」、「
ポルノ」、「健康」、「食品」といった一組の検索バーティカルを含むことが可能である
（但しこれらには限定されない）。かかる分類法の範囲内で、保護者は、該検索バーティ
カルすなわちカテゴリからのコンテンツを子供のモバイル通信設備102に提示する権限を
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付与するか付与しないかを選択することが可能である。
【０４５２】
実施形態では、権限付与設備は、管理者が、子供のモバイル通信設備102のクエリ入力
設備120に入力された検索クエリから許容し又は阻止することができる、キーワードを有
することが可能である。例えば、管理者は、「team parlay」又は「betting line」等の
賭博用語、ポルノに共通する明示的な参照、「power ball」、「pick 3」等のくじに関連
する用語といった、成人向けコンテンツに一般に関連するキーワードを含むクエリ入力を
クエリ入力設備が受容するのを阻止することが可能である。
【０４５３】
実施形態では、権限付与設備は、分類法ベースの権限付与の要素をキーワードベースの
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権限付与に組み合わせることが可能である。例えば、管理者は、検索バーティカル「ポル
ノ」に関係する性器を示す検索クエリから導出される検索結果の提示を阻止する一方で、
検索バーティカル「健康」から導出された検索結果の提示を許可することを選択すること
が可能である。
【０４５４】
実施形態では、クエリ入力120は、検索クエリに関連する個人情報又はその他の機密情
報の損失からユーザを保護するためのモバイル通信設備102に付随するプライバシー設備1
52を提供するモバイル通信設備102上で、処理することが可能である。
【０４５５】
実施形態では、クエリ入力120は、モバイル通信設備102に付随するトランザクションセ

10

キュリティ設備154を提供するモバイル通信設備102上で処理することが可能であり、この
場合、該トランザクションセキュリティ設備154は、クエリ入力120に関連するセキュアな
トランザクションを可能にするよう構成されている。該トランザクションセキュリティ設
備154は、プライバシー152の保護を含むことが可能であり、及びペアレンタル・コントロ
ール150又はディジタル著作権管理と連携して動作することが可能である。
【０４５６】
実施形態では、クエリ入力120は、キャリアビジネスルール130に関連して、及びモバイ
ル通信設備102に関する情報に関連して、処理することが可能である。キャリアビジネス
ルール130は、ガーデン外コンテンツ、スポンサー情報、又はオークションを提示するウ
ォールド・ガーデン結果を含むことが可能である。モバイル通信設備102に関する情報は

20

、モバイル加入者特徴情報とすることが可能である。
【０４５７】
実施形態では、クエリ入力120は、モバイル通信設備102の表示装置上にスポンサー提供
の結果を生成するモバイル通信設備102上で処理することが可能である。スポンサー提供
の結果は、ペイドインクルージョン結果、オークション結果、又は（WAPサイト又は電話
番号と関連する）ペイ・パー・クリック結果とすることが可能である。スポンサー提供の
結果のスポンサーは、モバイル通信設備102の電話番号に関連する活動の結果として報酬
を受けることが可能である。スポンサー提供の結果の提示は、リンクとして形成すること
が可能であり、及びテキストとして、画像として、ビデオとして、又は対話型アプリケー
ションとして提示することが可能である。コンテンツは、モバイル通信設備102用にフォ

30

ーマットすることが可能であり、及びウェブページコンテンツ又はシンジケート広告用の
リンクに関するものとすることが可能である。
【０４５８】
実施形態では、クエリ入力120をモバイル通信設備102上で非曖昧化することが可能であ
り、及びモバイル通信設備102に関する情報に部分的に基づいて関連するクエリを提案す
ることが可能である。モバイル通信設備102に関する情報は、クエリの頻度、コンテンツ
のダウンロードの頻度、イベントの頻度の変化、及び購入の頻度とすることが可能である
。この情報は、モバイル通信設備102のキャッシュ内にローカルに格納することが可能で
あり、又はリモートに格納することが可能である。該キャッシュは、検索の非活動期間中
に更新することが可能である。

40

【０４５９】
非曖昧化は、最初のクエリ入力120で使用されたタームの頻度に基づいて、又は使用さ
れたタームのカテゴリ（例えば、タイトル、アーティスト、又はイエローページ式分類法
）に基づいて、更なるクエリを提案することにより、生じることが可能である。提案は、
モバイル通信設備102上での新しいキーストロークの入力に続いて更新することが可能で
ある。非曖昧化はまた、モバイル加入者特徴112データベースに収容されている情報、ク
エリの作成に称されたモバイル通信設備102のタイプ、キャリアビジネスルール130、検索
アルゴリズム設備144、（結果又は検索タームの人気に基づく）ターム頻度アルゴリズム
、又はペアレンタル・コントロール150に基づくものとすることが可能である。
【０４６０】
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実施形態では、非曖昧化されたクエリ入力120を、モバイル通信設備102に関する情報（
例えば、装置能力）、モバイル加入者特徴112、又はペアレンタル・コントロール150に部
分的に基づいて訂正することが可能である。非曖昧化中に、検索設備142から結果が全く
受信されない場合には、その結果を表示する前にクエリを自動的に訂正することが可能で
ある。検索設備142から受信した結果が蓋然性の低いものであると評価された場合には、
モバイル通信設備102は、その結果の指示をその表示装置（例えば、携帯電話のLCD画面）
上に提示することが可能である。
【０４６１】
実施形態では、クエリ入力120は、モバイル通信設備102に関する情報（例えば、加入者
特徴、キャリアビジネスルール130、又はスポンサー情報）に部分的に基づいて推薦を作

10

成することにより、モバイル通信設備102上で非曖昧化することが可能である。該推薦は
、検索結果の提示に関連して該検索結果と同じ表示装置上に提示することが可能であり、
又は、該検索結果の提示の前に又はその後に提示することが可能である。
【０４６２】
モバイル通信設備102上でのクエリ入力120の非曖昧化は、以前の検索活動とクエリ入力
120から生成された検索結果との関係に基づいて推薦を提供することにより、生じさせる
ことも可能である。以前の検索活動は、トランザクション、検索、又はその他のクエリ挙
動を含むことが可能である。キャリアビジネスルール130を使用してクエリ入力120を非曖
昧化することも可能であり、モバイル通信設備102のロケーション、時刻、クエリ入力120
の時刻、又は個人用フィルタ（例えば、協調フィルタ）を使用することも可能である。例

20

えば、ロケーションと時刻情報との組み合わせは、交通手段（航海、タクシー、バス、列
車、自動車、空港等）、食料及び飲料（食料品店、ドライブスルーレストラン、バー等）
、エンターテイメント（劇場、スポーツ、映画、クラブ等）、ビジネス（企業、職場、銀
行、郵便局、及びその他の郵送又は運送施設）、消費者ニーズ（ガソリンスタンド、ドラ
ッグストア又は衣料品店、ベビーシッター、駐車場等）、及び現地特有の情報（方向、ロ
ケーション、開始時刻、ニュース等）を探しているユーザへ推薦を提供することが可能で
ある。
【０４６３】
実施形態では、クエリ入力120をモバイル通信設備102上で非曖昧化することが可能であ
り、非曖昧化された検索クエリに関する検索カテゴリの分類が、モバイル通信設備102に

30

付随する表示装置上に提示される。
【０４６４】
実施形態では、クエリ入力120は、非曖昧化された検索クエリをカテゴリ分類法（例え
ばイエローページ式分類法）のクエリ分類へとマッピングすることにより、モバイル通信
設備102上で非曖昧化することが可能である。
【０４６５】
実施形態では、クエリ入力120は、モバイル通信設備102に関する情報（例えば、モバイ
ル加入者特徴112、キャリアビジネスルール130、又はスポンサー情報）に関連して非曖昧
化された検索クエリに基づいて結果を取り出すことにより、モバイル通信設備102上で非
曖昧化することが可能である。スポンサー情報を使用して、結果の表示パラメータを決定

40

することが可能である。例えば、スポンサー情報に基づいて、結果を優先順位付けし、強
調表示し、又は制限することが可能である。スポンサー情報は、ユーザのクエリ入力で使
用され得るキーワードに関連づけるスポンサー情報を決定するための競争入札が行われる
スポンサーオークションから部分的に導出することが可能である。
【０４６６】
実施形態では、検索クエリは、モバイル通信設備102に関する情報（例えば、モバイル
加入者特徴112、検索アルゴリズム設備144、ペアレンタル・コントロール150、キャリア
ビジネスルール130、又はスポンサーシップ情報）に部分的に基づいて結果を順序づけす
ることにより、モバイル通信設備102上で非曖昧化することが可能である。スポンサー情
報に基づく非曖昧化は、クエリ入力120で使用されるキーワードのスポンサー、又は結果

50

(105)

JP 5589163 B2 2014.9.17

的に得られる検索コンテンツのスポンサーを使用することにより行うことが可能である。
スポンサードコンテンツは、優先的に表示し又は強調表示することが可能である。その優
先順位付けに使用されるスポンサー情報は、ユーザのクエリ入力で使用し得る特定のキー
ワードにスポンサーのコンテンツを関連づけるための権利にスポンサーが入札するオーク
ションの結果として得ることが可能である。
【０４６７】
他の非曖昧化順序づけルールは、結果カテゴリ内のコンテンツの量、キャリアビジネス
ルール130、モバイル加入者特徴112、検索アルゴリズム設備144、個人用フィルタ、ペア
レンタル・コントロール150、スポンサーシップ情報、又はモバイル通信設備102の能力（
例えば、表示画面サイズ、又はオーディオ、ビジュアル、又は処理能力）に部分的に関連

10

するものとすることが可能である。
【０４６８】
実施形態では、クエリ入力120は、モバイル通信設備102に関する情報（例えば、キャリ
アビジネスルール130、モバイル加入者特徴112、検索アルゴリズム設備144、個人用フィ
ルタ、ペアレンタル・コントロール150、又はスポンサーシップ情報）に部分的に基づい
て予測テキストを生成することにより、モバイル通信設備102上で非曖昧化することが可
能である。該予測テキストは、SMS変換又はキーパッドシーケンス変換を伴うことが可能
であり、及びモバイル通信設備102に関する情報から導出されたカスタム生成辞書に部分
的に基づくものとすることが可能である。
【０４６９】

20

実施形態では、曖昧なボイスクエリ入力120をモバイル通信設備102上で非曖昧化するこ
とが可能であり、この場合、該ボイスの解釈は、モバイル通信設備102に関する情報に部
分的に基づくもの、ユーザに関する重み付けされた蓋然性に基づくもの、又はSMS変換に
基づくものとなる。
【０４７０】
実施形態では、クエリ入力120は、該クエリに関するオークションを行うことにより、
モバイル通信設備102上で非曖昧化することが可能であり、この場合、結果は該オークシ
ョンに部分的に基づくものとなる。オークション結果を使用して、スポンサー提供の結果
の表示の優先順位付けを行うこと、又は高額で入札したスポンサーからの情報を強調表示
することが可能である。オークションの実行は、モバイル加入者特徴112、検索アルゴリ
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ズム設備144、個人用フィルタ、ペアレンタル・コントロール150、又はキャリアビジネス
ルール130に部分的に基づくものとすることが可能である。
【０４７１】
実施形態では、クエリ入力120は、結果をモバイル通信設備102の画面上に提示し、及び
スポンサードリンクに関連してトランザクションを実行することにより、モバイル通信設
備102上で非曖昧化することが可能である。ユーザがスポンサードリンクをクリックする
ことにより、又はダウンロード可能コンテンツを購入することにより、経済取引が生じる
ことが可能である。
【０４７２】
実施形態では、クエリ入力120は、収集されたコンテンツをモバイル通信設備102へ提示
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することにより、モバイル通信設備102上で非曖昧化することが可能である。該収集は、
スパイダの使用を介して生じることが可能である。収集されたコンテンツは、着信音コン
テンツ、音楽コンテンツ、又はビデオコンテンツを含むことが可能である。スパイダは、
入手可能なコンテンツとユーザのモバイル通信設備102との互換性を判定するために使用
することも可能である。互換性は、モックモバイル通信設備102試行を介して判定するこ
とが可能であり、該試行中には、スパイダが（WAP互換コンテンツ又はコンテンツタイプ
に基づく）好ましさを基準としてサイトから結果を抽出する。
【０４７３】
実施形態では、クエリ入力120は、モバイル通信設備102上に表示するためのスポンサー
ドリンクを選択し、及び該スポンサードリンクに関連するベンダが接続を選択的に受容す
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ることを可能にすることにより、モバイル通信設備102上で非曖昧化することが可能であ
る。代替的に、クエリ入力120は、スポンサーの電話番号を含む検索結果を受信すること
により、非曖昧化することが可能であり、該スポンサーの電話番号に電話がかけられて応
答された際に経済取引が行われる。
【０４７４】
実施形態では、非曖昧化されたコンテンツは、モバイル通信設備102に関する情報に部
分的に基づいてモバイル通信設備102へ配信することが可能である。該提示されるコンテ
ンツは、モバイル通信設備102のロケーションに関連する情報（例えば、レストラン、エ
ンターテイメント、劇場、開演時刻）とすることが可能である。情報はまた、時刻、モバ
イル加入者特徴112、又はペアレンタル・コントロール150に関するものとすることが可能

10

である。コンテンツは、広告を含むことが可能であり、及びモバイル通信設備102上にロ
ーカルに（例えば、キャッシュメモリ内に）格納することが可能であり、及び時刻及び／
又はモバイル通信設備102のロケーションの変化に従って定期的に更新することが可能で
ある。
【０４７５】
実施形態では、クリックスルー動作に基づいて、次いで、モバイル通信設備上での１つ
又は２つ以上の非曖昧化された検索クエリ入力に部分的に基づいて、ワイヤレスキャリア
レポートを生成することが可能である。該レポートは、検索結果の品質、キーワード管理
、及び収入に関する情報を含むことが可能であり、及び使用されるモバイル通信設備102
のタイプによって分割することが可能である。

20

【０４７６】
実施形態では、クエリ入力120は、モバイル通信設備102のアイドル画面で提示される検
索ボックス内で非曖昧化することが可能である。
【０４７７】
実施形態では、モバイル通信設備102上のクエリ入力120設備に入力されるクエリ入力12
0を非曖昧化することが可能である。
【０４７８】
実施形態では、クエリ入力120は、モバイル互換ページランクに基づいて結果を生成す
るよう構成された検索設備142において非曖昧化することが可能である。該モバイル互換
性ページランクは、モバイル通信設備102の画面及び処理能力とのページの互換性から、
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又は１つ又は２つ以上のページの複雑性から、導出することが可能である。
【０４７９】
実施形態では、クエリ入力120と少なくとも１つのモバイル加入者特徴との関係を非曖
昧化することが可能である。該モバイル加入者特徴112は、ロケーション、個人情報、ユ
ーザのウェブ対話の履歴、又は複数の特徴（ロケーション及び時刻等）を含むことが可能
である。
【０４８０】
実施形態では、ロケーションベースのサービスを使用して、クエリ入力120とモバイル
通信設備102のロケーションとの関係を生成することにより、クエリを非曖昧化すること
が可能である。該関係は、少なくとも１つのクエリ入力120とロケーション及び時刻との

40

関係とすることも可能である。ロケーションは、GPSシステム又はセルラー電話の三角測
量サービスにより提供することが可能である。
【０４８１】
実施形態では、結果は、フィルタアルゴリズムに関連して使用された非曖昧化されたク
エリ入力120に少なくとも部分的に基づいて非曖昧化することが可能であり、この場合、
該フィルタアルゴリズムは、ワイヤレスプロバイダ108により収集された情報を使用する
。アルゴリズム設備144は、協調フィルタとすることが可能であり（この場合、検索はオ
ープンウェブ検索）、又は推薦システムとすることが可能である。
【０４８２】
実施形態では、非曖昧化されたクエリ入力120は、結果設備148を介して処理することが
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可能であり、この場合、該結果設備148は、モバイル通信設備102から導出された情報（モ
バイル加入者特徴112情報等）に関連するものとなる。
【０４８３】
実施形態では、検索クエリをモバイル通信設備102上で非曖昧化することが可能である
。非曖昧化は、モバイル通信設備102で又はサーバアプリケーションで行うことが可能で
ある。非曖昧化は、SMS変換、スペルチェックアルゴリズム、スペルチェックテーブル、
音声スペリングアルゴリズム、音声スペリングテーブル、又は数字キーパッドワード変換
を伴うことが可能である。
【０４８４】
実施形態では、クエリ入力120は、モバイル通信設備102上で非曖昧化することが可能で

10

あり、この場合、該クエリは、該モバイル通信設備102上に存在するボイス認識設備160を
介して少なくとも部分的に処理することが可能である。代替的に、該ボイス認識設備160
は、リモートサーバ上に存在することが可能であり、又は部分的にモバイル通信設備102
上に存在し且つ部分的にサーバ上に存在することが可能である。
【０４８５】
実施形態では、クエリ入力120は、モバイル通信設備102に関連する情報に関連して該ク
エリを処理するモバイル通信設備102上で非曖昧化することが可能である。この情報は、
モバイル通信設備102上にローカルに存在することが可能であり、又はリモートに（例え
ばモバイル加入者特徴112データベース内に）格納することが可能である。
【０４８６】

20

実施形態では、クエリ入力120は、モバイル通信設備102上で生成される結果を制限する
ためのペアレンタル・コントロール設備を提供するモバイル通信設備102上で非曖昧化す
ることが可能である。該ペアレンタル・コントロール150は、サーバアプリケーションを
介して、又はモバイル通信設備102を介して調整することが可能である。
【０４８７】
実施形態では、クエリ入力120は、検索クエリに関連する個人情報又はその他の機密情
報の損失からユーザを保護するためのモバイル通信設備102に付随するプライバシー設備1
52を提供するモバイル通信設備102上で非曖昧化することが可能である。
【０４８８】
実施形態では、クエリ入力120は、モバイル通信設備102に付随するトランザクションセ

30

キュリティ設備154を提供するモバイル通信設備102上で非曖昧化することが可能であり、
この場合、該トランザクションセキュリティ設備154は、クエリ入力120に関連するセキュ
アなトランザクションを可能にするよう構成されている。該トランザクションセキュリテ
ィ設備154は、プライバシー152の保護を含むことが可能であり、及びペアレンタル・コン
トロール150又はディジタル著作権管理と連携して動作することが可能である。
【０４８９】
実施形態では、クエリ入力120の非曖昧化は、キャリアビジネスルール130に関連して、
及びモバイル通信設備102に関する情報に関連して、処理することが可能である。キャリ
アビジネスルール130は、ガーデン外コンテンツ、スポンサー情報、又はオークションを
提示するウォールド・ガーデン結果を含むことが可能である。モバイル通信設備102に関

40

する情報は、モバイル加入者特徴情報とすることが可能である。
【０４９０】
実施形態では、クエリ入力120は、モバイル通信設備102の表示装置上にスポンサー提供
の結果を生成するモバイル通信設備102上で非曖昧化することが可能である。スポンサー
提供の結果は、ペイドインクルージョン結果、オークション結果、又は（WAPサイト又は
電話番号と関連する）ペイ・パー・クリック結果とすることが可能である。スポンサー提
供の結果のスポンサーは、モバイル通信設備102の電話番号に関連する活動の結果として
報酬を受けることが可能である。スポンサー提供の結果の提示は、リンクとして形成する
ことが可能であり、及びテキストとして、画像として、ビデオとして、又は対話型アプリ
ケーションとして提示することが可能である。コンテンツは、モバイル通信設備102用に

50

(108)

JP 5589163 B2 2014.9.17

フォーマットすることが可能であり、及びウェブページコンテンツ又はシンジケート広告
用のリンクに関するものとすることが可能である。
【０４９１】
実施形態では、ペイ・パー・クリック及びペイ・パー・コールプログラムを、モバイル
通信設備102上に統合させることにより、ワイヤレスプロバイダ108が、ターゲットを絞っ
たキーワードベースの広告及びコンテンツを、特定の商品及びサービスを探しているモバ
イルユーザへ、該ユーザが必要性を表明した瞬間に、配信することが可能となる。ペイ・
パー・クリック広告は、「検索エンジンマーケティング」又は「キーワード広告」と呼ば
れることが多く、能力給の原理で動作し、この手段を介して、広告主は、「クリック」す
なわちウェブサイトの訪問についてのみ料金を支払うことが可能となり、該広告主自身の

10

テキストベースの広告を介して客を迎えることになる。企業は、その企業又は製品を最も
良く表す特定の検索フレーズ（又は「キーワード」）に該企業の広告を設定する可能性が
ある。広告主は一般に、自身の広告に幾つかの異なるキーワードを使用して、該広告が現
れることとなる検索の数を最大限にしようとする（例えば、Sonyは、検索フレーズ「DVD
プレーヤ」、「テレビ」、「携帯電話」等について広告を行おうとする可能性がある）。
検索エンジンマーケティングは、関連するキーワードで出現させるために広告主が「入札
」するリアルタイムアクションベースの価格決定モデルを介して動作する。有料リストに
おける広告主の位置すなわちランクは、入札価格によって決まり、最上位置は最高入札者
のものとなる。キーワードの人気が広範なものであるため、キーワードによって競争は大
幅に変動し、すなわち、最も人気のあるキーワードの入札価格は、多くの広告主を惹きつ

20

けるほど跳ね上がる。キーワードの競争は、製品の平均販売価格、顧客獲得コスト、及び
競争相手の数を含む、幾つかの因子によって動かされる。広告主は、セルフサービス又は
販売支援ウェブインタフェイスを介して自身の広告を作成することが可能である。ウェブ
ベースのペイ・パー・クリック製品の例として、Google AdWords、Yahoo! Search Market
ing、MIVA、及び Lycos InSite(R) AdBuyer が挙げられる。広告を作成する際に、広告主
は、広告タイトル、URL、説明、及び／又はウェブサイトURLといった情報を供給すること
が可能である。ペイ・パー・コール広告は、検索機能142を生の電話による対話と組み合
わせたものであり、結果的に地方の企業にとって強力なマーケティングの機会が生じるこ
とになる。
【０４９２】

30

ペイ・パー・コール広告は、広告主が特定の検索結果又はディレクトリカテゴリで出現
させるために「入札」し、該広告主の広告を見た消費者が該広告主のリストアップされて
いる電話番号（ユーザを企業の真の電話番号にリダイレクトする、システムにより生成さ
れる無料通話番号）に電話をかけた場合にのみ料金が請求される、という点で、ペイ・パ
ー・クリックと同じ原理で動作するものである。有料の結果のリストにおける広告主の位
置は、入札金額によって決まり、最高入札が最上位置をもたらすことになる。しかし、従
来の検索広告とは異なり、ペイ・パー・コール広告は、適当なモバイル消費者を、彼らが
特定の商品及びサービスを探しているまさにその瞬間に企業に直接結びつけることにより
、比類なく高いレベルのユーザの「意思」に接近することが可能となる。ペイ・パー・コ
ール・リストは、従来のディレクトリ又は「イエローページ」結果の上に提示することが

40

可能である。
【０４９３】
実施形態では、第三者のペイ・パー・コール・インベントリをXMLフィードという形で
供給することが可能であり、その各々は、キーワードの一致、広告主及び広告情報、入札
価格、及び地理的フィルタ設定に関してクエリが生じる度に特定の結果データを返す。次
いでこの情報がパースされて、「普通」のイエローページリストの一番上に積み重ねられ
る結果セット内にパッケージされる。出来高最適化アルゴリズムを使用して、各クエリに
対する答えが関連性がありお金になる有料コンテンツセットとなることを確実にすること
が可能である。該出来高最適化アルゴリズムは、幾つかの変数（関連性、地理、クリック
スルー／コールスルーレート、及び入札価格を含む）を考慮して配置とランクを同時に決
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定する。関連性は、キーワード、ロケーション、及び最後に人口統計学的／行動的な因子
を含む、クエリストリングによって、部分的に決定することが可能であり、及び広告で供
給される情報及び／又は割り当てられたビジネスカテゴリに一致させることが可能である
。地理については、広告主により指定された個々の地理的領域（郵便番号、市、州）をサ
ービスの対象とする企業のみを提示することが可能である。クリックスルー／コールスル
ーレートに関するアルゴリズムは、最良のクエリ一致の判定に、ユーザが実際に広告主に
電話をかける頻度を考慮することも可能である。入札価格は、広告主により支払われた金
額により部分的に決定される所与の広告の配置及びランクに関係するものである。
【０４９４】
実施形態では、広告主は、自身のモバイル検索ペイ・パー・クリック広告キャンペーン

10

を、広告の作成を可能とするユーザインタフェイスを介して作成し管理することが可能で
あり、該ユーザインタフェイスは、広告の作成、該（１つ又は２つ以上の）広告に関連づ
けるキーワード及び／又は該広告をアクセス可能にする（１つ又は２つ以上の）サービス
エリアの選択を可能とするものであり、広告主は該サービスについて入札を行うことが可
能である。広告主は、例えば、広告タイトル、「ランディングページ」URL/アドレス（ユ
ーザが連れて行かれることになるページ−表示されず）、「表示」URL/アドレス（広告内
に表示されるべきアドレス）、及び広告説明（1‑2行：広告内に表示するため）を含む、
広告の独創的なコンテンツを入力することから始めることが可能である。広告主は次いで
、広告を出現させるべきキーワード（検索フレーズ）を入力することが可能である。キー
ワードの入力方法は幾つか存在し、例えば、手動入力（広告主がキーワードを手作業でタ
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イプ／コピーする）、キーワード提案ツール／シソーラスの使用（広告主は同義語又は関
連するキーワード、並びに推定月間検索量及び最高入札額を見ることができる）、及び／
又はバルクアップロード（広告主は大量のキーワードを扱う場合に該キーワードをまとめ
てアップロードすることができる）が挙げられる。最後に、広告主は、１つ又は２つ以上
の広告が一部のユーザのみ（例えば、特定の地理的領域に住んでいるユーザ、一組の人口
統計学的なユーザ特徴を満たすユーザ、及び／又は特定のモバイル通信設備102を有して
いるユーザのみ）をターゲットとすることを希望することが可能である。
【０４９５】
広告主が、上記の基準の１つ又は２つ以上を選択すると、該広告主は次いで、自身のウ
ェブサイトへのクリックスルーについて支払う意思のある特定の又は最大限の価格を設定
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することが可能である。入札は、所与の広告に関連づける各キーワードについて、又は、
広告の配置を目的として広告主により使用される他の基準もしくは複数の基準の組み合わ
せについてのものとすることが可能である。入札は、キーワードによって個々に行うこと
が可能であり、又は広告主が新しい広告のための全ての新しいキーワードについて１つの
入札価格を付与することができる。広告主はまた、競争相手を評価するため、及び自身の
広告が所望の位置に現れることを確実にするために、ユーザインタフェイスを直接介して
各キーワード毎に最高入札額を見ることが可能である。該入札プロセスは、「自動入札」
機能を含むことも可能であり、該機能は、そのプラットフォームが広告主の入札を直接管
理することを可能にするものである。例えば、広告の所望の位置と広告主が各クリック毎
に支払う意思のある最高金額を指定することにより、広告主は、そのシステムに、市場勢

40

力図を監視させ、及び所望の場所を確保するために必要となる（該指定した最高金額まで
であってそれを越えない）最低限の金額を支払うよう該広告主の入札を調節させることが
可能である。
【０４９６】
実施形態では、広告主は、自身のモバイル検索ペイ・パー・コール広告キャンペーンを
、広告の作成を可能とするユーザインタフェイスを介して作成し管理することが可能であ
り、該ユーザインタフェイスは、広告の作成、該（１つ又は２つ以上の）広告に関連づけ
る細目及び／又は該広告をアクセス可能にする（１つ又は２つ以上の）サービスエリアの
選択を可能にするものであり、広告主は該サービスについて入札を行うことが可能である
。広告主は、例えば、企業名、郵送先／連絡先住所、電話番号（広告主が電話を受けるこ
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とを希望する番号：広告はシステムにより生成された無料通話番号を表示することが可能
）、及び／又は広告説明を含む、企業に関する一般的な連絡先情報を入力することから始
めることが可能である。広告主はまた、日々の電話できる時間／スケジュールの設定（広
告主は広告を出現させたい時刻を指定することが可能）、広告と共に出現する企業ロゴの
アップロード、クーポン情報の入力（例えば、広告主は、特定の広告に到達したユーザの
ためのキャンペーン固有の割引を設定することが可能）を含む、各広告に関する追加の部
分的な情報及び機能を入力することが可能である。広告主は次いで、広告を出現させるも
のとなるキーワード（検索フレーズ）を入力することが可能である。キーワードの入力方
法は幾つか存在し、例えば、手動入力（広告主がキーワードを手作業でタイプ／コピーす
る）、キーワード提案ツール／シソーラスの使用（広告主は、同義語又は関連するキーワ
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ード、並びに推定月間検索量及び最高入札額を見ることができる）、及び／又はバルクア
ップロード（広告主は大量のキーワードを扱う場合に該キーワードをまとめてアップロー
ドすることができる）が挙げられる。広告主は、１つ又は２つ以上の広告が一部のユーザ
のみ（例えば、特定の地理的領域に住んでいるユーザ、一組の人口統計学的なユーザ特徴
を満たすユーザ、及び／又は特定のタイプのモバイル通信設備102を有しているユーザの
み）をターゲットとすることを選択することが可能である。広告主は、ペイ・パー・コー
ルシステムを介して電話を受けた場合に必ず請求されることとなる特定の価格を設定する
ことが可能である。広告主は、自身の広告が所望の位置に現れることを確実にすると共に
その性能を最適化するために、カテゴリ毎に競争相手の価格をリアルタイムで見る能力を
得ることが可能である。
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【０４９７】
実施形態では、キーワードを販売するスポンサー提供のリスト（ペイ・パー・クリック
及びペイ・パー・コールの両方）は、管理上及び編集上のレビューを経て、広告が広告主
により選択された事業及びカテゴリに関するものとなること、及び該広告が出来高最適化
アルゴリズムによって適切な関連性を有するものであるとみなされることになることが確
実になる。
【０４９８】
実施形態では、ペイ・パー・クリック及びペイ・パー・コール広告の価格は、モバイル
通信設備102のインタフェイスを介して電話が成功裏にかけられた場合にのみ広告主に料
金を請求するという点で「成果に基づく支払い」とすることが可能である。繰り返しの電
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話、短い電話（例えば間違い電話又はその他の意図的でない電話）、及び／又は電話を切
り又は切断した場合について、広告主に料金が請求されないように、プラットフォームを
構成することが可能である。均一の電話毎の料金に加えて、何らかの特定の通話（例えば
、所与の時間しきい値を越えた通話）に超過料金を課すことが可能である。
【０４９９】
モバイルコンテンツウェブサイトは、テキストを含むウェブページを含むことが可能で
ある。該テキストは、ウェブページ上のナビゲーション又はアクティベーションリンクと
は無関係なものとすることが可能であり、更に、該ウェブサイトの価値及び目的の有用な
洞察を提供することが可能である。代替的に、テキストは、ユーザ又は検索エンジンによ
りクリックされた際に該モバイルコンテンツウェブサイト内の異なるウェブページをオー
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プンすることが可能なナビゲーションリンク（内部リンク）に関するものとすることが可
能である。テキストは、ユーザ又は検索エンジンによりクリックされた際に該モバイルコ
ンテンツウェブサイトの外部のウェブページをオープンすることが可能なナビゲーション
リンク（外部リンク）に関するものとすることが可能である。テキストはまた、製品を注
文するため、E‑mailリストに登録するため、ビデオを見るため、及び１つ又は２つ以上の
オプションを選択するためのリンクといった、アクションリンクに関するものとすること
が可能である。
【０５００】
モバイルコンテンツウェブサイト上の様々なテキストは、製品、サービス、業務、機能
、又はモバイルコンテンツウェブサイトの目的に、１つ又は２つ以上の態様で関連する、
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ターム（ワード、フレーズ、表現等）を含むことが可能である。該テキストが、ほぼ完全
な文で提示される場合には、該テキストは、その読みやすさのためには重要であるがモバ
イルコンテンツウェブサイトには関係のないタームも含むことが可能である。該テキスト
はまた、１つ又は２つ以上のアクションリンク（注文、又はユーザ名入力ウィンドウ等）
に関係するがモバイルコンテンツウェブサイトの価値及び目的の有用な洞察を実質的に提
供しないタームを含むことが可能である。
【０５０１】
モバイルコンテンツウェブサイトに関連する別のテキスト特徴は、他のウェブサイトの
ページ上にある該モバイルコンテンツウェブサイトへのインバウンドリンクである。これ
らのインバウンドリンク及びそれらに関連するテキストは、該モバイルコンテンツウェブ
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サイトの価値及び／又は目的に高度に関連するタームを含むことも可能である。
【０５０２】
モバイルコンテンツウェブサイトに関連する更に別のテキスト特徴は、電話リストであ
る。ホワイト若しくはイエローページの電話番号リスト又はオンラインディレクトリ等の
他のディレクトリは、該モバイルコンテンツウェブサイトに関連するターム（及び連絡先
情報）を含むことも可能である。
【０５０３】
モバイルコンテンツウェブサイトのスポンサーは、彼らのウェブサイトをモバイル通信
ユーザへ宣伝することを望む可能性がある。モバイル通信ユーザは、該モバイルコンテン
ツウェブサイトについて学ぶことを望む可能性があり、このため、該ユーザは、モバイル
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検索サービスを使用して自分が興味のあるウェブサイトを識別する可能性がある。（特に
ウェブサイトに関連する）検索サービスにより使用される技術は、ユーザにより入力され
たキーワードとウェブサイトに関連するタームとの照合である。このため、スポンサーは
、モバイルコンテンツウェブサイトを解析して関連するタームを識別し、及びおそらくは
最も人気があり又は有用なタームを識別するためにタームをランク付けするための、方法
又はシステムを得ることを好む可能性がある。スポンサーは更に、関連するタームが、人
気があり又は有用なキーワードに一層厳密に一致するように、解析システム又は方法を使
用してウェブサイトテキストを改善することが可能である。
【０５０４】
実施形態では、モバイルコンテンツウェブサイトを解析して該モバイルコンテンツウェ
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ブサイトで使用されている関連するタームを表すキーワードを識別する方法又はシステム
を使用することが可能である。一例として、自動システムは、モバイルコンテンツウェブ
サイトの各ページを処理し、テキスト中のタームをカウントして、該ウェブサイトにおけ
る各タームの総数を得ることが可能である。共通のターム（前置詞等）を除去する１つ又
は２つ以上のフィルタを介して更なる処理の結果として、テキスト中の一意の関連するタ
ームの総数を得ることができる。そのワードを複数のグループ（例えば、アクションリン
ク、内部リンク、及び外部リンク等に関係するターム）へと更に処理する結果として、モ
バイルコンテンツウェブサイトの関連するタームの解析結果を得ることが可能となる。該
結果は、レポートとして要約してスポンサーへ提示することが可能である。
【０５０５】
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実施形態では、該モバイルコンテンツウェブサイトキーワード／ターム解析レポートを
、モバイル通信ユーザに対するモバイルコンテンツウェブサイトの広告及び／又は宣伝を
含むマーケティングプログラムに組み込むことが可能である。該マーケティングプログラ
ムは、スポンサー設備162をサポートするワイヤレスプロバイダ108により又は該ワイヤレ
スプロバイダ108に関連して提供することが可能であり、該スポンサー設備162を介して該
マーケティングプログラムの少なくとも一部を管理することが可能となる。該マーケティ
ングプログラムは更に、モバイルコンテンツウェブサイトへのインバウンドリンクに関連
するテキスト（及び該リンク自体）及び電話リストに関連するテキストの解析を含むこと
が可能であり、これにより、モバイルコンテンツウェブサイトに関連するテキストの完全
なビューが提供される。
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【０５０６】
マーケティングプログラムはまた、スポンサーのウェブサイトを評価して、モバイル通
信ユーザにより検索で頻繁に使用されることが分かっているキーワード及び／又はキーフ
レーズが現れる頻度を判定する、という処理を含むことが可能である。キーワード及び／
又はキーフレーズが既知になると、スポンサーのウェブサイトのコンテンツに対するキー
ワードの関連性を示すサイト関連性スコアを導出することが可能である。次いでこの関連
性スコアを使用して、スポンサーがマーケティングプログラムを管理するのを支援するこ
とが可能である。スポンサーは、自身のコンテンツに対して最大の関連性を有するキーワ
ード及び／又はキーフレーズに出資を容易に集中させることが可能となり、一方、モバイ
ルコンテンツウェブサイトの関連するタームもまたマーケティングプログラムにおいて適

10

切に出資されることが確実となる。
【０５０７】
マーケティングプログラムはまた、１つ又は２つ以上のキーワード及びタームについて
の入札金額に関する１つ又は２つ以上の推薦又は選択を含むことが可能である。マーケテ
ィングプログラムの重要な特徴として、広告を行うことが挙げられ、該広告は、広告する
コンテンツ、又はウェブサイトに関連づけされるべきターゲットURLに関する提案を含む
ことが可能である。該提案されるコンテンツはウェブサイト内部のものとすることが可能
であり、これにより、モバイルコンテンツウェブサイトの関連性スコアを増大させる（す
なわち、より多くのモバイル通信ユーザをスポンサーのウェブサイトへ導くと思われる）
キーワード又はキーフレーズに広告を組み合わせることが可能となる。
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【０５０８】
関連するタームの選択は、ユーザのキーワード検索に応じてモバイル通信装置の表示装
置172上に表示される、モバイルコンテンツのスポンサーの表示順、及びコンテンツの量
を改善することが可能である。モバイル通信設備102上の表示順及び表示量は、スポンサ
ードコンテンツの関連性に少なくとも部分的に基づくものとすることが可能である。例え
ば、関連性は、スポンサーのコンテンツにおけるタームとクエリ入力設備120でユーザに
より入力されたキーワードとの一致に基づくものとすることが可能である。
【０５０９】
モバイルコンテンツのスポンサーのウェブサイトを解析することにより導出されるター
ムに加えて、マーケティングプランは、シソーラスを介してタームを処理することにより
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自動的に提供される更なるキーワードを含むことが可能である。更に、該マーケティング
プランは、スポンサーにより入力されたキーワード及びこれらキーワードのシソーラス・
ルックアップを含むことが可能である。
【０５１０】
実施形態では、以前に生成されたキーワードの関連性を評価するために、モバイルコン
テンツウェブサイトのコンテンツの変化を定期的に解析することが可能である。例えば、
スポンサーは、以前にキーワードに関連づけされたウェブサイトコンテンツがもはや信頼
できなくなる程度にウェブサイトを更新する（すなわち、更新されたコンテンツと既存の
キーワードとがもはや高い関連性を有さない）可能性がある。これが生じると、システム
は、キーワードの関連性が低下したことを示す警告をスポンサーへ送ることが可能であり
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、及びマーケティングプログラムで出資しているキーワードの改訂を推薦することが可能
である。
【０５１１】
実施形態では、クライアント装置に関する情報に部分的に基づいて、提案された検索ク
エリを訂正することにより、検索クエリを提案することが可能である。ユーザが、提案さ
れたクエリ入力120を受信した際に、訂正プロセスは、理解し易くて有用な（１つ又は２
つ以上の）結果セットを生成するのに十分な曖昧でないクエリ形成のために必須となり得
る。訂正プロセスの一部として、モバイル通信設備102のタイプに固有の情報を使用する
ことが可能であり、例えば、該装置が独自の配信能力を有する場合には、かかる能力と互
換性のある結果セットを導出するために、提案されたクエリの訂正が必要となる。また、
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モバイル加入者特徴112データベース又はペアレンタル・コントロール150設備に格納され
ている情報は、訂正プロセスと統合させることが可能である。
【０５１２】
提案されたクエリは、空の結果セット又は蓋然性の低い結果セットを返す可能性がある
。この場合には、検索設備142は、モバイル通信設備102と連携して、訂正を自動的にトリ
ガして、空でない又は蓋然性の高い結果セットが配信されるまで、代替的な提案されたク
エリを繰り返し循環することが可能である。
【０５１３】
実施形態では、モバイル通信設備102に関する情報に基づき、提案されたクエリ入力120
に続いて更なる推薦を行うことが可能である。例えば、モバイル加入者特徴112、キャリ
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アビジネスルール130、又はスポンサー情報は、提案されたクエリ入力120と連携して、ユ
ーザのための関連する推薦を提案することが可能である。該推薦は、提案されたクエリ入
力120の検索結果と対にすることが可能であり、又は該検索結果の表示に先立ち又はその
表示に続いて提示することが可能である。
【０５１４】
ユーザの以前の検索活動及び検索結果を使用して、該ユーザのための推薦を生成するこ
とも可能である。以前の検索活動は、トランザクション、検索クエリ、ウェブサイトへの
訪問、及びモバイル通信設備102でユーザが開始する他の活動を含むことが可能である。
モバイル通信設備102の地理的なロケーションは、ユーザの現在の地理的な近傍における
スポンサー情報（例えば製品及びサービス）を含む（但しこれには限定されない）推薦を
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生成することが可能である。現在時刻を他の情報とは無関係に又は他の情報と共に使用し
て、ユーザ推薦を生成することが可能である。例えば、正午であるという独立した事実は
、ランチを提供するレストランに関する推薦を生成することが可能である。この情報をモ
バイル通信設備102のロケーションにより更にフィルタリングして、ユーザのすぐ近くに
ある前記レストランのみを推薦することが可能であり、及び加入者の特徴により更にフィ
ルタリングして、該ユーザのプロファイルに類似した人口統計学的なプロファイルを有す
るレストランの客によって高い格付けを受けているユーザの近所にあるランチを提供する
レストランの一部のみを推薦することが可能である。上記のレストランの例の場合のよう
に、意味のある推薦を生成するための同様のプロセスを他のサービス及び製品に適用する
ことが可能であり、かかるサービス及び製品には、輸送（航海、タクシー、バス、列車、
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空港等）、食料及び飲料（食料品店、ドライブスルーレストラン、バー等）、エンターテ
イメント（劇場、スポーツ、映画、クラブ等）、ビジネス（会社、職場、銀行、郵便局、
及びその他の郵送及び輸送施設等）、消費者ニーズ（ガソリンスタンド、ドラッグストア
又は衣料品店、ベビーシッター、駐車場等）、及び現地特有の情報（方向、ロケーション
、開始時刻、ニュース等）が含まれる。
【０５１５】
実施形態では、検索カテゴリの分類は、モバイル通信設備102に関連する表示装置上の
提案された検索クエリに関連して提示される。
【０５１６】
実施形態では、提案されたクエリ入力120は、クエリカテゴリの分類法及び分類スキー
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マ（例えば、イエローページ電話帳の分類法）へとマッピングすることが可能である。
【０５１７】
実施形態では、結果は、モバイル通信設備102に関する情報と関係する提案されたクエ
リ入力120の提出に基づいて取り出すことが可能である。この情報は、モバイル加入者特
徴112、キャリアビジネスルール130、及びスポンサー情報を含むことが可能である。これ
らのデータベースに格納されている更なる情報は、情報を省略し、情報を優先順位づけし
（例えば他の全ての前にスポンサーリンクを提示し）、検索結果セットの一部を強調表示
し、又はスポンサーオークションに基づいて情報の表示を順序づけする（すなわち、最高
入札者を最初に提示する）ことにより提案された検索クエリと１つ又は２つ以上の結果セ
ットの表示とを制限する検索パラメータを形成することが可能である。スポンサーオーク
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ションの場合、スポンサーは、該スポンサー自身の製品、サービス、及びそれらへのリン
クに関連づけたいキーワードについて入札を行うことが可能である。
【０５１８】
実施形態では、結果は、モバイル通信設備102に関する情報に少なくとも部分的に基づ
く提案されたクエリ入力120に関連して順序づけすることが可能である。この情報は、モ
バイル加入者特徴112、検索アルゴリズム設備144、ペアレンタル・コントロール150、キ
ャリアビジネスルール130、及び／又はスポンサー情報を含むことが可能である。スポン
サー情報に基づく提案されたクエリ入力120に関する結果の順序づけは、提案されたクエ
リ入力で使用したキーワードにスポンサーを関連づけることにより、及び／又はスポンサ
ーコンテンツに提案されたクエリ入力を関連づけることにより、行うことが可能である。
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提案されたクエリ入力120がスポンサーの１つ又は２つ以上のキーワード又はコンテンツ
と一致する場合、該スポンサーの情報を検索結果表示において優先的に表示し、強調表示
し、又はその他の態様で提案されたクエリ入力120に関する他のコンテンツよりも優位性
を持たせることが可能である。スポンサーとのキーワードの関連づけは、キーワードとの
唯一の関連づけ又は共有された頻度のキーワードの関連づけ（例えばキーワードの一回お
きの発生）を入札者が競り合うオークションを介して生じることが可能である。更に、該
オークションプロセスは、結果的に得られるスポンサーコンテンツの表示のサイズ（例え
ばモバイル通信設備102におけるユーザの全表示スペースのパーセンテージとして表され
るサイズ）及び表示される結果に対するマルチメディアコンテンツ（グラフィクス、オー
ディオ、又はビデオストリーム等）の追加を決定するための入札を含むことが可能である

20

。
【０５１９】
提案されたクエリ結果はまた、モバイル通信設備102の能力に部分的に基づいて順序づ
けすることが可能であり、この場合、該能力とは、オーディオ、ビジュアル、処理、又は
画面能力である。
【０５２０】
実施形態では、クエリ入力120は、モバイル通信設備102に関する情報（モバイル加入者
特徴112、検索アルゴリズム設備144、個人用フィルタ、ペアレンタル・コントロール150
、キャリアビジネスルール130、又はスポンサーシップ情報等）に少なくとも部分的に基
づいて予測テキストを生成することにより提案することが可能である。更に、予測テキス

30

トは、モバイル通信設備102のSMS変換及び／又はキーパッドシーケンス変換に基づくもの
とすることが可能である。
【０５２１】
実施形態では、ボイスベースのクエリ入力120をモバイル通信設備102に関する情報（例
えばSMS変換に少なくとも部分的に基づくボイス解釈）に関連づけることにより、クエリ
入力120を提案することが可能である。
【０５２２】
実施形態では、オークションを提案されたクエリ入力120に関連づけることが可能であ
る。オークションの実行は、モバイル通信設備102に関する情報（例えば、モバイル加入
者特徴112、検索アルゴリズム設備144、個人用フィルタ、ペアレンタル・コントロール15

40

0、又はキャリアビジネスルール130）の使用を伴うことが可能である。１つ又は２つ以上
の結果セットの表示は、スポンサー提供の結果を優先し又は強調することが可能である。
【０５２３】
実施形態では、検索クエリがモバイル通信設備102上で提案され、結果が該モバイル通
信設備102に関する画面上に提示され、及びスポンサードリンクに関連してトランザクシ
ョンが実行され、この場合、該スポンサードリンク上でのユーザのクリックにより、又は
ダウンロード可能コンテンツの購入等の経済取引をユーザが行うことにより、該トランザ
クションが生じることが可能である。
【０５２４】
実施形態では、収集されたコンテンツをモバイル通信設備102へ提示することにより、
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検索クエリを提案することが可能である。コンテンツ（例えば、着信音コンテンツ、音楽
コンテンツ、又はビデオコンテンツ）はスパイダを介して収集することが可能である。該
スパイダは、モバイル通信設備102の能力とのコンテンツの互換性を判定することが可能
である。互換性は、一連のモックモバイル通信設備102試行を実行し、その結果を使用し
て好ましさを基準としてサイトから結果を抽出することにより、決定することが可能であ
る。該好ましさを基準とすることにより、WAP互換コンテンツサイトからの抽出が最初に
提供され、又は、モバイル通信設備102に関する情報に関連してコンテンツが収集された
コンテンツタイプサイトからの抽出が最初に提供される。
【０５２５】
実施形態では、クエリ入力120は、モバイル通信設備102に関連する表示装置上にスポン

10

サードリンクを表示することにより提案することが可能であり、該スポンサードリンクは
、該スポンサードリンクに関連するベンダが接続を選択的に受容し又は検索結果（スポン
サーの電話番号を含む）を選択的に受容することを可能にし、この場合、該スポンサーの
電話番号が、電話され及び応答された電話番号のうちの少なくとも１つであるとき、経済
取引が行われる。
【０５２６】
実施形態では、コンテンツは、モバイル通信設備102に関する情報に少なくとも部分的
に基づいて該モバイル通信設備102へ配信することが可能であり、後に提案された検索ク
エリの結果としてコンテンツを生成することが可能である。提示されるコンテンツは、モ
バイル通信設備102のロケーションに関連する情報（レストラン、エンターテイメント、

20

劇場、及び開演時刻等）とすることが可能である。情報はまた、時刻、モバイル加入者特
徴112、又はペアレンタル・コントロール150に関連するものとすることが可能である。コ
ンテンツは、広告を含むことが可能であり、及びモバイル通信設備102上にローカルに格
納することが可能である。例えば、コンテンツは、キャッシュメモリ内にローカルにキャ
ッシュし、サーバアップデートとブレンドし、及び／又は、時刻及び／又はモバイル通信
設備102のロケーションの変化に従って、バックグランドで（すなわち、ユーザのキース
トロークを必要とすることなく）定期的に更新することが可能である。
【０５２７】
実施形態では、モバイル通信設備102上での１つ又は２つ以上の提案された検索クエリ
入力に次ぐクリックスルー動作に基づいてワイヤレスキャリアレポートを生成することが

30

可能である。該レポートは、検索結果の品質、キーワード管理、及び収入に関する情報を
含むことが可能であり、及び使用されるモバイル通信設備102のタイプによって分割する
ことが可能である。
【０５２８】
実施形態では、モバイル通信設備102のアイドル画面で提示される検索ボックス中に、
クエリ入力120を提案することが可能である。
【０５２９】
実施形態では、モバイル通信設備102上に入力されたクエリに関連して検索クエリを提
案することが可能であり、この場合、該提案は、モバイル通信設備102に関する表示装置
上に提示することが可能な複数の提案である。

40

【０５３０】
実施形態では、モバイル通信設備102上のクエリ入力120設備に入力されたクエリ入力12
0を提案することが可能である。
【０５３１】
実施形態では、モバイル互換ページランクに基づいて結果を生成するよう構成された検
索設備142に検索クエリを提案することが可能である。該モバイル互換性ページランクは
、モバイル通信設備102の画面及び処理能力とのページの互換性から、又は１つ又は２つ
以上のページの複雑性から、導出することが可能である。
【０５３２】
実施形態では、クエリ入力120と少なくとも１つのモバイル加入者特徴との関係を生成
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することにより、検索クエリを提案することが可能である。該モバイル加入者特徴112は
、ロケーション、個人情報、ユーザのウェブ対話の履歴、又はロケーション若しくは時刻
等の複数の特徴を含むことが可能である。
【０５３３】
実施形態では、ロケーションベースのサービスを使用して、クエリ入力120とモバイル
通信設備102のロケーションとの関係を生成することにより、検索クエリを提案すること
が可能である。該関係は、少なくとも１つのクエリ入力120とロケーション及び時刻との
関係とすることも可能である。ロケーションは、GPSシステム又はセルラー電話の三角測
量サービスにより提供することが可能である。
【０５３４】

10

実施形態では、フィルタアルゴリズムに関連して用いられるクエリ入力120に少なくと
も部分的に基づいて結果を生成することにより、クエリを提案することが可能であり、こ
こで、該フィルタアルゴリズムは、ワイヤレスプロバイダ108により収集された情報を使
用する。アルゴリズム設備144は、協調フィルタとすることが可能であり（この場合、検
索はオープンウェブ検索）、又は推薦システムとすることが可能である。
【０５３５】
実施形態では、結果設備148を介してクエリ入力120を処理することにより、クエリ入力
120を提案することが可能であり、この場合、該結果設備148は、モバイル通信設備102か
ら導出された情報（モバイル加入者特徴112情報等）と関連するものとなる。提案される
クエリ及びそれに対応する結果は、コンテンツの人気ランクの変化、コンテンツに関する

20

クエリの頻度、コンテンツに関連するクエリ活動の加速／減速、購入の頻度、高／低販売
コンバージョンレート、及びコンテンツに関連するこれら尺度の変化、に適合させること
が可能である。コンテンツは、頻繁なターム（例えば「Tyra Banks out of 1, 2, 3」)で
「ディデュープ」し、及びタイトル、アーティスト、及び／又はイエローページ式分類法
によってカテゴライズすることが可能である。
【０５３６】
実施形態では、検索クエリをモバイル通信設備102上で提案することが可能である。提
案されたクエリの非曖昧化は、モバイル通信設備102上で又はサーバアプリケーション上
で行うことが可能である。非曖昧化は、SMS変換、スペルチェックアルゴリズム、スペル
チェックテーブル、音声スペリングアルゴリズム、音声スペリングテーブル、又は数字キ

30

ーパッドワード変換を伴うことが可能である。
【０５３７】
実施形態では、モバイル通信設備102上でクエリ入力を提案することが可能であり、こ
の場合、提案された検索クエリに関連する元の検索クエリは、モバイル通信設備102上に
存在するボイス認識設備160を介して部分的に処理される。代替的に、該ボイス認識設備1
60は、リモートサーバ上に存在することが可能であり、又は部分的にモバイル通信設備10
2上に存在し且つ部分的にサーバ上に存在することが可能である。
【０５３８】
実施形態では、モバイル通信設備102上でクエリ入力120を提案することが可能であり、
この場合、該モバイル通信設備102は、該モバイル通信設備102に関連する情報に関連して

40

、提案されたクエリを処理することが可能である。この情報は、モバイル通信設備102上
にローカルに存在することが可能であり、又はリモートに（例えばモバイル加入者特徴11
2データベース内に）格納することが可能である。
【０５３９】
実施形態では、クエリ入力120は、モバイル通信設備102上で生成される結果を制限する
ためのペアレンタル・コントロール設備を提供するモバイル通信設備102上で提案するこ
とが可能である。該ペアレンタル・コントロール150は、サーバアプリケーションを介し
て又はモバイル通信設備102を介して調整することが可能である。
【０５４０】
実施形態では、クエリ入力120は、検索クエリに関連する個人情報又はその他の機密情
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報の損失からユーザを保護するためのモバイル通信設備102に関連するプライバシー設備1
52を提供するモバイル通信設備102上で提案することが可能である。
【０５４１】
実施形態では、クエリ入力120は、モバイル通信設備102に関連するトランザクションセ
キュリティ設備154を提供するモバイル通信設備102上で提案することが可能であり、この
場合、該トランザクションセキュリティ設備154は、クエリ入力120に関連するセキュアな
トランザクションを可能にするよう構成されている。該トランザクションセキュリティ設
備154は、プライバシー152の保護を含むことが可能であり、及びペアレンタル・コントロ
ール150又はディジタル著作権管理と連携して動作することが可能である。
【０５４２】

10

実施形態では、キャリアビジネスルール130に関連して、及びモバイル通信設備102に関
する情報に関連して、クエリ入力120を処理することにより、クエリを提案することが可
能である。キャリアビジネスルール130は、ガーデン外コンテンツ、スポンサー情報、又
はオークションを提示するウォールド・ガーデン結果を含むことが可能である。モバイル
通信設備102に関する情報は、モバイル加入者特徴情報112とすることが可能である。
【０５４３】
実施形態では、クエリ入力120は、モバイル通信設備102の表示装置上にスポンサー提供
の結果を生成するモバイル通信設備102上で提案することが可能である。スポンサー提供
の結果は、ペイドインクルージョン結果、オークション結果、又は（WAPサイト又は電話
番号と関連する）ペイ・パー・クリック結果とすることが可能である。スポンサー提供の

20

結果のスポンサーは、モバイル通信設備102の電話番号に関連する活動の結果として報酬
を受けることが可能である。スポンサー提供の結果の提示は、リンクとして形成すること
が可能であり、又は、テキストとして、画像として、ビデオとして、又は対話型アプリケ
ーションとして提示することが可能である。コンテンツは、モバイル通信設備102用にフ
ォーマットすることが可能であり、及びウェブページコンテンツ又はシンジケート広告用
のリンクに関連するものとすることが可能である。
【０５４４】
実施形態では、モバイル通信設備102に関する情報に基づいて訂正されたクエリ入力120
に続いて追加の推薦を行うことが可能である。例えば、モバイル加入者特徴112、キャリ
アビジネスルール130、又はスポンサー情報は、クエリ入力120と相まって、ユーザのため

30

の関連する推薦を提案することが可能である。該推薦は、訂正されたクエリ入力120の検
索結果と対にすることが可能であり、又は該検索結果の表示前に又はその表示後に提示す
ることが可能である。
【０５４５】
ユーザの以前の検索活動及び検索結果は、ユーザのための推薦を生成するために使用す
ることが可能である。以前の検索活動は、取引、検索クエリ、ウェブサイトへの訪問、及
びモバイル通信設備102上でユーザにより開始されたその他の活動を含むことが可能であ
る。モバイル通信設備102の地理的なロケーションは、ユーザの現在の地理的な近傍にお
けるスポンサー情報（例えば製品及びサービス）を含む（がこれには限定されない）推薦
を生成することが可能である。現在時刻を他の情報とは別個に又は他の情報と共に使用し

40

てユーザ推薦を生成することが可能である。例えば、正午であるという独立した事実は、
ランチを提供するレストランに関する推薦を生成することが可能である。この情報をモバ
イル通信設備のロケーションにより更にフィルタリングして、ユーザのすぐ近くにあるレ
ストランのみを推薦することが可能であり、及び、加入者の特徴により更にフィルタリン
グして、ユーザの人口統計学的プロファイルと類似した人口統計学的プロファイルを有す
るレストランの顧客によって高いレーティングを受けておりユーザの現在の近くにありラ
ンチを提供する一部のレストランのみを推薦することが可能である。上記のレストランの
例の場合のように、意味のある推薦を生成するための同様のプロセスを独立して又は互い
に関係して使用することが可能な他のサービス及び製品に適用することが可能であり、か
かるサービス及び製品には、輸送（航海、タクシー、バス、列車、空港等）、食料及び飲
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料（食料品店、ドライブスルーレストラン、バー等）、エンターテイメント（劇場、スポ
ーツ、映画、クラブ等）、ビジネス（会社、職場、銀行、郵便局、及びその他の郵送及び
輸送施設等）、消費者ニーズ（ガソリンスタンド、ドラッグストア又は衣料品店、ベビー
シッター、駐車場等）、及び現地特有の情報（方向、ロケーション、開始時刻、ニュース
等）が含まれる。
【０５４６】
実施形態では、検索カテゴリの分類は、モバイル通信設備102に関連する表示装置上の
訂正された検索クエリに関連して提示することが可能である。
【０５４７】
実施形態では、訂正されたクエリ入力120は、クエリカテゴリの分類法及び分類スキー

10

マ（例えば、イエローページ電話帳の分類法）へとマッピングすることが可能である。
【０５４８】
実施形態では、結果は、モバイル通信設備102に関する情報と関係する訂正されたクエ
リ入力120の提出に基づいて取り出すことが可能である。この情報は、モバイル加入者特
徴112、キャリアビジネスルール130、及びスポンサー情報を含むことが可能である。デー
タベースに格納されている更なる情報は、情報を省略し、情報を優先順位づけし（例えば
他の全ての前にスポンサーリンクを提示し）、検索結果セットの一部を強調表示し、又は
スポンサーオークションに基づいて情報の表示を順序づけする（すなわち、最高入札者を
最初に提示する）ことにより訂正された検索クエリと１つ又は２つ以上の結果セットの表
示とを制限する検索パラメータを形成することが可能である。スポンサーオークションの

20

場合、スポンサーは、該スポンサー自身の製品、サービス、及びそれらへのリンクに関連
づけたいキーワードについて入札を行うことが可能である。
【０５４９】
実施形態では、結果は、モバイル通信設備102に関する情報に少なくとも部分的に基づ
く訂正されたクエリ入力120に関連して順序づけすることが可能である。この情報は、モ
バイル加入者特徴112、検索アルゴリズム設備144、ペアレンタル・コントロール150、キ
ャリアビジネスルール130、及び／又はスポンサー情報を含むことが可能である。スポン
サー情報に基づく訂正されたクエリ入力120に関する結果の順序づけは、訂正されたクエ
リ入力で使用したキーワードにスポンサーを関連づけることにより、及び／又はスポンサ
ーコンテンツに訂正されたクエリ入力を関連づけることにより、行うことが可能である。
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訂正されたクエリ入力120がスポンサーの１つ又は２つ以上のキーワード又はコンテンツ
と一致する場合、該スポンサーの情報を検索結果表示において優先的に表示し、強調表示
し、又はその他の態様で提案されたクエリ入力120に関する他のコンテンツよりも優位性
を持たせることが可能である。スポンサーとのキーワードの関連づけは、キーワードとの
唯一の関連づけ又は共有された頻度のキーワードの関連づけ（例えばキーワードの一回お
きの発生）を入札者が競り合うオークションを介して生じることが可能である。更に、該
オークションプロセスは、結果的に得られるスポンサーコンテンツの表示のサイズ（例え
ばモバイル通信設備102におけるユーザの全表示スペースのパーセンテージとして表され
るサイズ）及び表示される結果に対するマルチメディアコンテンツ（グラフィクス、オー
ディオ、又はビデオストリーム等）の追加を決定するための入札を含むことが可能である

40

。
【０５５０】
訂正されたクエリ結果はまた、モバイル通信設備102の能力に少なくとも部分的に基づ
いて順序づけすることが可能であり、この場合、該能力とは、オーディオ、ビジュアル、
処理、又は画面能力である。
【０５５１】
実施形態では、クエリ入力120は、モバイル通信設備102に関する情報（モバイル加入者
特徴112、検索アルゴリズム設備144、個人用フィルタ、ペアレンタル・コントロール150
、キャリアビジネスルール130、又はスポンサーシップ情報等）に少なくとも部分的に基
づいて予測テキストを生成することにより訂正することが可能である。更に、予測テキス
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トは、モバイル通信設備102のSMS変換及び／又はキーパッドシーケンス変換に基づくもの
とすることが可能である。
【０５５２】
実施形態では、ボイスベースのクエリ入力120をモバイル通信設備102に関する情報（例
えばSMS変換に少なくとも部分的に基づくボイス解釈）に関連づけることにより、クエリ
入力120を訂正することが可能である。
【０５５３】
実施形態では、オークションを訂正されたクエリ入力120に関連づけることが可能であ
る。オークションの実行は、モバイル通信設備102に関する情報（例えば、モバイル加入
者特徴112、検索アルゴリズム設備144、個人用フィルタ、ペアレンタル・コントロール15

10

0、又はキャリアビジネスルール130）の使用を伴うことが可能である。１つ又は２つ以上
の結果セットの表示は、スポンサー提供の結果を優先し又は強調することが可能である。
【０５５４】
実施形態では、検索クエリがモバイル通信設備102上で訂正され、結果が該モバイル通
信設備102に関する画面上に提示され、及びスポンサードリンクに関連するトランザクシ
ョンが実行され、この場合、該スポンサードリンク上でのユーザのクリックにより、又は
ダウンロード可能コンテンツの購入等の経済取引をユーザが行うことにより、該トランザ
クションが生じることが可能である。
【０５５５】
実施形態では、収集されたコンテンツをモバイル通信設備102へ提示することにより、

20

検索クエリを訂正することが可能である。コンテンツ（例えば、着信音コンテンツ、音楽
コンテンツ、又はビデオコンテンツ）はスパイダを介して収集することが可能である。該
スパイダは、モバイル通信設備102の能力とのコンテンツの互換性を判定することが可能
である。互換性は、一連のモックモバイル通信設備102試行を実行し、その結果を使用し
て好ましさを基準としてサイトから結果を抽出することにより、決定することが可能であ
る。該好ましさを基準とすることにより、WAP互換コンテンツサイトからの抽出が最初に
提供され、又は、モバイル通信設備102に関する情報に関連してコンテンツが収集された
コンテンツタイプサイトからの抽出が最初に提供される。
【０５５６】
実施形態では、クエリ入力120は、モバイル通信設備102に関連する表示装置上にスポン
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サードリンクを表示することにより訂正することが可能であり、該スポンサードリンクは
、該スポンサードリンクに関連するベンダが接続を選択的に受容し又は検索結果（スポン
サーの電話番号を含む）を選択的に受容することを可能にし、この場合、該スポンサーの
電話番号が、電話され及び応答された電話番号のうちの少なくとも１つであるとき、経済
取引が行われる。
【０５５７】
実施形態では、コンテンツは、モバイル通信設備102に関する情報に少なくとも部分的
に基づいて該モバイル通信設備102へ配信することが可能であり、訂正された検索クエリ
の結果としてコンテンツを後に生成することが可能である。提示されるコンテンツは、モ
バイル通信設備102のロケーションに関連する情報（レストラン、エンターテイメント、

40

劇場、及び開演時刻等）とすることが可能である。情報はまた、時刻、モバイル加入者特
徴112、又はペアレンタル・コントロール150に関連するものとすることが可能である。コ
ンテンツは、広告を含むことが可能であり、及びモバイル通信設備102上にローカルに（
例えば、キャッシュメモリ内に）格納することが可能であり、及び、時刻及び／又はモバ
イル通信設備102のロケーションの変化に従って定期的に更新することが可能である。
【０５５８】
実施形態では、モバイル通信設備102上での１つ又は２つ以上の訂正された検索クエリ
入力に次ぐクリックスルー動作に基づいてワイヤレスキャリアレポートを生成することが
可能である。該レポートは、検索結果の品質、キーワード管理、及び収入に関する情報を
含むことが可能であり、及び使用されるモバイル通信設備102のタイプによって分割する
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ことが可能である。
【０５５９】
実施形態では、モバイル通信設備102のアイドル画面で提示される検索ボックス中で、
クエリ入力120を訂正することが可能である。
【０５６０】
実施形態では、モバイル通信設備102上に入力されたクエリに関連して検索クエリを訂
正することが可能であり、この場合、該訂正は、モバイル通信設備102に関する表示装置
上に提示することが可能な複数の訂正である。
【０５６１】
実施形態では、モバイル通信設備102上のクエリ入力120設備に入力されたクエリ入力12

10

0を訂正することが可能である。
【０５６２】
実施形態では、モバイル互換ページランクに基づいて結果を生成するよう構成された検
索設備142において検索クエリを訂正することが可能である。該モバイル互換性ページラ
ンクは、モバイル通信設備102の画面及び処理能力とのページの互換性から、又は１つ又
は２つ以上のページの複雑性から、導出することが可能である。
【０５６３】
実施形態では、クエリ入力120と少なくとも１つのモバイル加入者特徴との関係を生成
することにより、検索クエリを訂正することが可能である。該モバイル加入者特徴112は
、ロケーション、個人情報、ユーザのウェブ対話の履歴、又はロケーション若しくは時刻

20

等の複数の特徴を含むことが可能である。
【０５６４】
実施形態では、ロケーションベースのサービスを使用して、クエリ入力120とモバイル
通信設備102のロケーションとの関係を生成することにより、検索クエリを訂正すること
が可能である。該関係は、少なくとも１つのクエリ入力120とロケーション及び時刻との
関係とすることも可能である。ロケーションは、GPSシステム又はセルラー電話の三角測
量サービスにより提供することが可能である。実施形態では、モバイル通信設備102は、
クエリの形成プロセス中に設備のロケーションをパラメータとして使用することを可能に
するロケーションサービスを有することが可能である。インタフェイスは、ユーザが検出
された設備のロケーションを使用すること又は該ロケーションをオーバーライドすること

30

を可能にすることができる。
【０５６５】
実施形態では、フィルタアルゴリズムに関連して用いられるクエリ入力120に少なくと
も部分的に基づいて結果を生成することにより、クエリを訂正することが可能であり、こ
こで、該フィルタアルゴリズムは、ワイヤレスプロバイダ108により収集された情報を使
用する。アルゴリズム設備144は、協調フィルタとすることが可能であり（この場合、検
索はオープンウェブ検索）、又は推薦システムとすることが可能である。
【０５６６】
実施形態では、結果設備148を介してクエリ入力120を処理することにより、クエリ入力
120を訂正することが可能であり、この場合、該結果設備148は、モバイル通信設備102か

40

ら導出された情報（モバイル加入者特徴112情報等）と関連するものとなる。
【０５６７】
実施形態では、検索クエリをモバイル通信設備102上で訂正することが可能である。該
訂正されたクエリの非曖昧化は、モバイル通信設備102上で又はサーバアプリケーション
上で行うことが可能である。非曖昧化は、SMS変換、スペルチェックアルゴリズム、スペ
ルチェックテーブル、音声スペリングアルゴリズム、音声スペリングテーブル、又は数字
キーパッドワード変換を伴うことが可能である。
【０５６８】
実施形態では、モバイル通信設備102上でクエリ入力を訂正することが可能であり、こ
の場合、訂正された検索クエリに関連する元の検索クエリは、モバイル通信設備102上に
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存在するボイス認識設備160を介して部分的に処理される。代替的に、該ボイス認識設備1
60は、リモートサーバ上に存在することが可能であり、又は部分的にモバイル通信設備10
2上に存在し且つ部分的にサーバ上に存在することが可能である。
【０５６９】
実施形態では、モバイル通信設備102上でクエリ入力120を訂正することが可能であり、
この場合、該モバイル通信設備102は、該モバイル通信設備102に関連する情報に関連して
、訂正されたクエリを処理する。この情報は、モバイル通信設備102上にローカルに存在
することが可能であり、又はリモートに（例えばモバイル加入者特徴112データベース内
に）格納することが可能である。
【０５７０】

10

実施形態では、クエリ入力120は、モバイル通信設備102上で生成される結果を制限する
ためのペアレンタル・コントロール設備を提供するモバイル通信設備102上で訂正するこ
とが可能である。該ペアレンタル・コントロール150は、サーバアプリケーションを介し
て又はモバイル通信設備102を介して調整することが可能である。
【０５７１】
実施形態では、クエリ入力120は、検索クエリに関連する個人情報又はその他の機密情
報の損失からユーザを保護するためのモバイル通信設備102に関連するプライバシー設備1
52を提供するモバイル通信設備102上で訂正することが可能である。
【０５７２】
実施形態では、クエリ入力120は、モバイル通信設備102に関連するトランザクションセ
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キュリティ設備154を提供するモバイル通信設備102上で訂正することが可能であり、この
場合、該トランザクションセキュリティ設備154は、クエリ入力120に関連するセキュアな
トランザクションを可能にするよう構成されている。該トランザクションセキュリティ設
備154は、プライバシー152の保護を含むことが可能であり、及びペアレンタル・コントロ
ール150又はディジタル著作権管理と連携して動作することが可能である。
【０５７３】
実施形態では、キャリアビジネスルール130に関連して、及びモバイル通信設備102に関
する情報に関連して、クエリ入力120を処理することにより、クエリを訂正することが可
能である。キャリアビジネスルール130は、ガーデン外コンテンツ、スポンサー情報、又
はオークションを提示するウォールド・ガーデン結果を含むことが可能である。モバイル

30

通信設備102に関する情報は、モバイル加入者特徴情報とすることが可能である。
【０５７４】
実施形態では、クエリ入力120は、モバイル通信設備102の表示装置上にスポンサー提供
の結果を生成するモバイル通信設備102上で訂正することが可能である。スポンサー提供
の結果は、ペイドインクルージョン結果、オークション結果、又は（WAPサイト又は電話
番号と関連する）ペイ・パー・クリック結果とすることが可能である。スポンサー提供の
結果のスポンサーは、モバイル通信設備102の電話番号に関連する活動の結果として報酬
を受けることが可能である。スポンサー提供の結果の提示は、リンクとして形成すること
が可能であり、又は、テキストとして、画像として、ビデオとして、又は対話型アプリケ
ーションとして提示することが可能である。コンテンツは、モバイル通信設備102用にフ

40

ォーマットすることが可能であり、及びウェブページコンテンツ又はシンジケート広告用
のリンクに関連するものとすることが可能である。実施形態では、地図／交通（最近の事
故報告及び道路状況）；ショッピング比較（マーチャントの価格の検索、閲覧、及び比較
）；PIMデータ（PIMデータはシングルクリックでかけた電話番号や更新されたアドレス帳
に見られる）；ホワイトページ（あなたの携帯電話から住所及び電話番号を見つける）；
ニュース、天気、及びスポーツ（絶えず活動して詳報に遅れないようにする）；マルチメ
ディアコンテンツ（ビデオの検索及びプレビュー）；映画（映画、開演時刻、劇場の探索
及びチケットの購入）；最新旅行情報／航空機運航情報（フライト状況その他をチェック
）；RSS及びブログ（RSSフィード及びブログの検索）；アダルト（成人向けコンテンツの
検索）を含む、様々なコンテンツタイプを適合させることが可能である。
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【０５７５】
実施形態では、モバイル通信設備102は、WAPブラウザの起動を必要とすることなく特定
のインターネットコンテンツを表示できるものとすることが可能である。かかる場合には
、コンテンツを直接表示させることが可能である。かかるコンテンツは、随意選択的に、
（特にWAPコンテンツの処理が比較的遅い装置上で）優先ランキングを受信することが可
能である。
【０５７６】
実施形態では、コンテンツは、検索カテゴリの分類で推薦が提示されるモバイル通信設
備102上で検索クエリに関連して推薦される。該推薦は、随意選択的に、特定の結果では
なくカテゴリを指定することが可能である。

10

【０５７７】
実施形態では、モバイル通信設備102により受信される検索クエリは、少なくとも１つ
のカテゴリにカテゴライズすることが可能な検索結果を生成することが可能である。次い
で該カテゴリは、更なる検索カテゴリを参照することにより、更なるバーティカル検索を
受けることが可能である。例えば、モバイル通信設備102を使用してレストランについて
実行される検索は、レストランのリストを生成し、次いで該リストを民族性に従って更に
カテゴライズすることが可能である。レストランに関する最初の検索を実行した後、モバ
イル通信設備102のユーザは次いで中華料理のカテゴリを選択し、該カテゴリを使用して
該最初の検索結果をフィルタリングすることが可能である。該カテゴライズされた検索の
結果として得られるものは、中華料理店のリストとすることが可能である。次いで該リス

20

ト中のレストランのうちの１つを選択することにより、該レストランに適用することが可
能なカテゴリを使用して、該レストランに関する更なる情報（ロケーション、営業時間、
サンプルメニュー、該レストランのレビュー、該レストランについてのニュースクリップ
及びそのシェフ、該レストランの方向等）をユーザが探すことが可能となる。ユーザは、
モバイル通信設備102によって該レストランとリアルタイムで対話し、かかる対話を表す
カテゴリを使用して、例えば、予約を行い、レストランの人員とチャットし、メニュー上
のアイテムに関する情報を取得し、又は該レストランに関するニュースを受信することが
可能となる。
【０５７８】
バーティカル検索における特定のレベルで複数の検索カテゴリが利用可能となることが

30

可能である。同様に、複数の検索レベルが利用可能となることが可能である。更に、１つ
のバーティカルに沿った検索が該バーティカル外へと延びてホリゾンタル検索が可能とな
ることが可能である。上記の中華料理店について提供された情報を検討する際に、ユーザ
は、シェフ及びその経歴について知るために「シェフ」カテゴリを選択することが可能で
ある。ユーザは次いで、該シェフがニューヨークでフランス料理の伝統的な訓練を受けて
いることを発見することが可能である。次いで該ユーザに更なる検索のためのカテゴリが
提示されることが可能である。該カテゴリの１つである「フランス料理」は、ユーザの検
索を横方向にリダイレクトしてフランス料理に関する情報を識別することが可能である。
「フランス料理」と同じレベルで提示される別のカテゴリは、「ニューヨークレストラン
」とすることが可能である。このカテゴリが選択された際に、ニューヨークレストラン又
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はニューヨークフランス料理店をリストアップした検索結果へユーザをリダイレクトする
ことが可能である。同じレベルで提示される別のカテゴリは、熟練したシェフのいる特定
のレストランへユーザを方向付けることが可能であり、これにより、ユーザは、レストラ
ン、そのメニュー、その現在の総料理長、そのメニュー、又はそのワインのペアリングの
推薦に関する情報の検索へと掘り下げることが可能である。この新たな検索において、カ
テゴリ「ワイン」は、検索を更に方向付けし又は焦点を合わせ直して、ユーザがレストラ
ンで提供されるワインに関する情報、提案されるワインのペアリングに関する情報、又は
ソムリエ及びその経歴に関する情報を探すことができるようにすることが可能である。当
業者には、モバイル通信設備102に提示されるカテゴリに基づいて利用可能となる検索戦
略の潜在的な範囲が理解されよう。
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【０５７９】
実施形態では、検索結果カテゴリは、語句またはアイコンその他のイメージ等のグラフ
ィック表現で表すことが可能である。ターム「ボストン」を使用した検索は、ボストン関
連の結果のリストを生じさせることが可能であり、次いで該リストを更に複数のカテゴリ
（例えば、旅行、宿泊施設、ショッピング、観光、仕事、エンターテイメント）へと編成
することが可能である。該検索結果に、特定のカテゴリの結果の数を示す数字的な表示を
添えることが可能である。これらのカテゴリの各々は、モバイル通信設備102の画面上の
表題により又はアイコンにより表すことが可能である。ユーザは、該表題又はアイコンと
対話することにより更なる検索を行うために、タッチパッド、タッチスクリーン、カーソ
ル、又はその他の選択装置によって、１つのカテゴリを指定することが可能である。例え

10

ば、飛行機アイコン上をクリックすることにより、ボストンから妥当な距離内にある空港
の名前（例えば、Logan International、Providence、Hartford、Bedford）をユーザに提
示することが可能である。ユーザがそれら空港の表題のうちの１つを選択した場合には、
例えば、Providence空港に対して航空座席予約を行うことが可能なオンライン旅行サービ
スのリストを該ユーザに提示することが可能である。カテゴリ内の個々の結果をハイパー
リンクに関連づけて、該ユーザがクリックしたハイパーリンクに対応する特定の航空会社
の予約センターに該ユーザを導くことができるようにすることが可能である。ハイパーリ
ンクはまた、検索結果をサブカテゴリへと区分化することを可能にする。例えば、空港の
表題上のクリックにより、２つのカテゴリ選択肢（１つは従来のキャリア、もう１つはバ
ジェットキャリア）を生成することが可能である。ユーザへ提示される各カテゴリは、そ
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のカテゴリ内の航空会社のリストに接続することが可能な１つのハイパーリンク又は複数
のハイパーリンクを含む。
【０５８０】
更に、実施形態では、ユーザへ提示される検索結果及びカテゴリは、関連性に基づいて
ソートすることが可能である。該関連性は、特定のユーザについて明示的に規定すること
が可能である。該関連性はまた、過去のユーザのコンテンツとの対話に関連する情報に基
づくものとすることが可能である。以前の出張で、特定の一組の航空会社での移動、特定
の一組のレンタカー業者を介したレンタカー、特定の一組のホテルでの宿泊、及び特定の
タイプのレストランでの夕食を伴った旅行者は、同じ航空会社、レンタカー業者、ホテル
チェーン、及びレストランタイプを優先させた、ボストンへの旅行に関する情報を受信す
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ることが可能である。実施形態では、特定の検索に表題を付けて、その検索結果を保存し
又は後に分かるようにすることが可能である。
【０５８１】
実施形態では、モバイル通信設備102に提示される検索結果のカテゴリは、最大数の結
果を含むものとすることが可能である。家庭用の引越業者を探しているユーザは、自身の
検索によって最大限の考え得る引越業者の選択肢が提供されることを望む場合がある。該
ユーザは次いで、該検索結果を、価格、Better Business Bureauによる格付け、及び公開
されている消費者による格付け等を含む、他のカテゴライズ方法に基づいてソートするこ
とを望む可能性がある。別の実施形態では、提示されるカテゴリは、最小数の結果を含む
ものとすることが可能である。緊急救命室の検索は、有利にも多数のフィルタリング特徴
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を含み、このため、該検索により、例えば、近くにあり及びユーザを苦しめる特定の状態
を扱うことができる施設の非常に短いリストが生成される。
【０５８２】
モバイル通信設備102上で行われる検索は、更なるカテゴライズを必要とする一般的な
結果のリストを提供することが可能である。「旅行 ボストン」を検索したユーザは、多
数の異なるカテゴリ（例えば、宿泊施設、エンターテイメント、ショッピング）に含まれ
る関連する結果のリストを取得することが可能である。実施形態では、上述したような、
検索結果を編成するための、一組のカテゴリを提案することが可能である。該提案された
カテゴリは、語句で又はイメージを介してリストアップすることが可能である。次いで、
該カテゴリを更にサブカテゴライズすることが可能である。例えば、「宿泊施設」アイコ
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ンをクリックすることにより、検索結果をリファインすることが可能である。次いで、「
宿泊施設」のカテゴリを、例えば価格に従って更にカテゴライズすることが可能である。
カテゴリとしてリストアップされるものとして、おおよその宿泊料金が存在する可能性が
あり、又は、エコノミー、中間、高価、及びラグジュアリーといった一般的な記述が存在
する可能性がある。ラグジュアリーカテゴリを選択したユーザは、ラグジュアリー宿泊施
設に一般に付随する特徴（例えば、部屋の特徴、追加サービス、財産属性、付随するアメ
ニティ施設（スパ、ゴルフ等））に基づいて更に検索を行うことが可能であり、かかる特
徴は、提案され、及び該ユーザがラグジュアリーカテゴリを選択したときに備えて格納さ
れることになる。エコノミーカテゴリを選択したユーザは、そのタイプの宿泊施設に関連
する異なる特徴に基づいてソートすることが可能となる、ということが理解されよう。

10

【０５８３】
本書に記載するシステム及び方法に従ってカテゴライズされる検索結果は、階層、分類
法、又はその他のユーザにより規定された一組の優先順位付けに従って編成することが可
能である。実施形態では、これらのシステム及び方法は、検索及び検索カテゴリをモバイ
ル通信設備102上で取り出し順序づけすることを可能にする。
【０５８４】
実施形態では、検索クエリはカテゴリ分類法（例えばイエローページ式分類法）のクエ
リ分類へとマッピングされることが可能であり、及び該マッピングされた検索クエリに関
連するコンテンツを推薦することが可能である。
【０５８５】
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実施形態では、結果は、モバイル通信設備102に関する情報に関連する検索クエリに基
づいて取り出すことが可能である。この情報は、モバイル加入者特徴112、キャリアビジ
ネスルール130、及びスポンサー情報を含むことが可能である。これらのデータベースに
格納されている更なる情報は、情報を省略し、情報を優先順位づけし（例えば他の全ての
前にスポンサーリンクを提示し）、検索結果セットの一部を強調表示し、又はスポンサー
オークションに基づいて情報の表示を順序づけする（すなわち、最高入札者を最初に提示
する）ことにより提案された検索クエリと１つ又は２つ以上の結果セットの表示とを制限
する検索パラメータを形成することが可能である。スポンサーオークションの場合、スポ
ンサーは、該スポンサー自身の製品、サービス、及びそれらへのリンクに関連づけたいキ
ーワードについて入札を行うことが可能である。
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【０５８６】
実施形態では、モバイル通信設備102に関する情報に部分的に基づいて推薦された結果
を順序づけすることにより、検索クエリに基づいて結果を推薦することが可能である。こ
の情報は、モバイル加入者特徴112、検索アルゴリズム設備144、ペアレンタル・コントロ
ール150、キャリアビジネスルール130、及び／又はスポンサー情報を含むことが可能であ
る。スポンサー情報に基づく訂正された検索クエリに関する推薦された結果の順序づけは
、検索クエリ入力で使用したキーワードにスポンサーを関連づけることにより、及び／又
はスポンサーコンテンツにクエリ入力を関連づけることにより、行うことが可能である。
訂正されたクエリ入力120がスポンサーの１つ又は２つ以上のキーワード又はコンテンツ
と一致する場合には、該スポンサーの情報を検索結果表示において優先的に表示し、強調
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表示し、又はその他の態様で該訂正されたクエリ入力120に関する他のコンテンツよりも
視覚的な優位性若しくはその他の優先的なランキングを与えることが可能である。スポン
サーとのキーワードの関連づけは、キーワードとの唯一の関連づけ又は共有された頻度の
キーワードの関連づけ（例えばキーワードの一回おきの発生）を入札者が競り合うオーク
ションを介して生じることが可能である。更に、該オークションプロセスは、結果的に得
られるスポンサーコンテンツの表示のサイズ（例えばモバイル通信設備102におけるユー
ザの全表示スペースのパーセンテージとして表されるサイズ）及び表示される結果に対す
るマルチメディアコンテンツ（グラフィクス、オーディオ、又はビデオストリーム等）の
追加を決定するための入札を含むことが可能である。
【０５８７】
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検索クエリに基づいて推薦されたクエリ結果はまた、モバイル通信設備102の能力に部
分的に基づいて順序づけすることが可能であり、この場合、該能力とは、オーディオ、ビ
ジュアル、処理、又は画面能力である。
【０５８８】
実施形態では、１つ又は２つ以上の結果の詳細ページが、拡張されたアイテム情報を表
示（172）して、ユーザによる購入の決定を支援することが可能である。これは、例えば
、ソースメタデータにおいて入手可能なコンテンツを含むことが可能である。これらのペ
ージ上のコンテンツは、タイプによって変動し得るが、複数の共通の要素を共有すること
が可能である。例えば、アーティスト検索へのリンク、詳細なアイテム説明、及び／又は
プレビューイメージ（入手可能な場合）に、アーティスト名を提示することが可能である

10

。更に、サブタイプのリスト（例えば、「音楽」の場合には、着信音、呼出音、MOD、MP3
、及びビデオ等としてアイテムを入手することが可能）及びそれらアイテムを購入するた
めのオプション。関連するコンテンツは、同様のアイテムを閲覧しようとしているユーザ
へ提供することが可能である。
【０５８９】
実施形態では、結果ページは、その日の「今日のヒント」を表示（172）することが可
能であり、及び／又はその他の宣伝コンテンツを表示してユーザとコミュニケーションを
とることが可能である。この画面のためのコンテンツは、アプリケーションの空き時間中
に行われるサーバコールにより導出することが可能である。すなわち、非活動期間中に、
装置が先の暗黙的又は明示的検索に基づいて定期的にコンテンツをダウンロードして、該
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コンテンツをランダムに又は所定の時刻に表示することが可能である。該コンテンツは、
テキスト及びイメージの組み合わせからなることが可能である。
【０５９０】
実施形態では、コンテンツは、モバイル通信設備102に関する情報（モバイル加入者特
徴112、検索アルゴリズム設備144、個人用フィルタ、ペアレンタル・コントロール150、
キャリアビジネスルール130、又はスポンサーシップ情報等）に少なくとも部分的に基づ
いて予測テキストを生成することにより推薦することが可能である。更に、予測テキスト
は、モバイル通信設備102のSMS変換及び／又はキーパッドシーケンス変換に基づくものと
することが可能である。
【０５９１】
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実施形態では、検索クエリは、ボイス認識設備160と、モバイル通信設備102についての
情報に関連して行われた推薦とを介して処理することが可能である。例えば、ボイス認識
設備160を使用して特定のレストランを検索することが可能である。他のレストランへの
以前の電話に基づいて、ユーザの地域における同じ食品ジャンルの代替的なレストランの
推薦を行うことが可能であり、又はユーザが以前に電話したレストランと同じように聞こ
える名称を有するレストランをユーザが探そうとしていることの示唆を行うことが可能で
ある。
【０５９２】
実施形態では、検索クエリに関連してオークションを行うことが可能である。オークシ
ョンの実行は、モバイル通信設備102に関する情報（例えば、モバイル加入者特徴112、検
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索アルゴリズム設備144、個人用フィルタ、ペアレンタル・コントロール150、又はキャリ
アビジネスルール130）の使用を伴うことが可能である。１つ又は２つ以上の結果セット
は、スポンサー結果を優先順位付けし又は強調表示することが可能である。
【０５９３】
実施形態では、モバイル通信検索を介して受信した検索結果に関連する代替的なコンテ
ンツを推薦することが可能であり、及び該代替的なコンテンツに関連するトランザクショ
ンを実行することが可能である。該トランザクションは、ユーザがスポンサードリンク上
をクリックすることにより又はダウンロード可能コンテンツの購入等の経済取引を行うこ
とにより発生することが可能である。
【０５９４】
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実施形態では、代替的なコンテンツの推薦は、モバイル通信検索クエリに関連する検索
結果に関連して収集することが可能である。コンテンツ（例えば、着信音コンテンツ、音
楽コンテンツ、又はビデオコンテンツ）は、スパイダを介して収集することが可能である
。該スパイダは、モバイル通信設備102の能力とのコンテンツの互換性を判定することが
可能である。互換性は、一連のモックモバイル通信設備102試行を実行し、その結果を使
用して好ましさを基準としてサイトから結果を抽出することにより、決定することが可能
である。該好ましさを基準とすることにより、WAP互換コンテンツサイトからの抽出が最
初に提供され、又は、モバイル通信設備102に関する情報に関連してコンテンツが収集さ
れたコンテンツタイプサイトからの抽出が最初に提供される。
【０５９５】

10

実施形態では、モバイル通信クエリ120に関する検索結果に関連する代替的なコンテン
ツを推薦することが可能であり、この場合、該コンテンツは、アウトバウンド・ペイ・パ
ー・コール・マーケティングに関するものである。
【０５９６】
実施形態では、ダウンロードされるコンテンツに関連する代替的なコンテンツの推薦を
行うことにより、モバイル通信設備102に関する情報に関連するコンテンツをダウンロー
ドすることが可能である。提示されるコンテンツは、モバイル通信設備102のロケーショ
ンに関連する情報（例えば、レストラン、エンターテイメント、劇場、及び開演時刻）と
することが可能である。情報はまた、時刻、モバイル加入者特徴112、又はペアレンタル
・コントロール150に関連するものとすることが可能である。コンテンツは、広告を含む
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ことが可能であり、及びモバイル通信設備102上に（例えばキャッシュメモリ内に）ロー
カルに格納し、及び時刻及び／又はモバイル通信設備102のロケーションの変化に従って
定期的に更新することが可能である。
【０５９７】
実施形態では、推薦された代替的なコンテンツのクリックスルー動作に基づいてワイヤ
レスキャリアレポートを生成することが可能である。該レポートは、検索結果の品質、キ
ーワード管理、及び収入に関する情報を含むことが可能であり、及び使用されるモバイル
通信設備102のタイプによって分割することが可能である。
【０５９８】
実施形態では、代替的なコンテンツは、モバイル通信設備102上でのオープンウェブ検
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索結果に関連して推薦することが可能である。該代替的なコンテンツは、着信音、音楽、
ビデオ、及びダウンロード可能コンテンツ又は購入可能なダウンロード可能コンテンツと
することが可能である。
【０５９９】
実施形態では、クエリは、モバイル通信設備102に関連するクエリ入力120設備に入力す
ることが可能であり、及び受信した結果に関連する推薦された代替的なコンテンツを提示
することが可能である。
【０６００】
実施形態では、コンテンツは、モバイル通信設備102のクエリに関する検索結果に関連
して推薦することが可能であり、この場合、代替的なコンテンツは、モバイル互換ページ
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ランクに少なくとも部分的に基づくものである。該モバイル互換性ページランクは、モバ
イル通信設備102の画面及び処理能力とのページの互換性から、又は１つ又は２つ以上の
ページの複雑性から、導出することが可能である。
【０６０１】
実施形態では、代替的なコンテンツは、モバイル通信設備102のクエリに関する検索結
果に関連して推薦することが可能であり、この場合、該代替的なコンテンツはデータ設備
（例えばWAP設備又はキャリア設備）により提供される。
【０６０２】
実施形態では、コンテンツは、モバイル通信設備102のクエリに関する検索結果に関連
して推薦することが可能であり、この場合、該推薦は、モバイル加入者特徴に部分的に関
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連するものとするものである。該モバイル加入者特徴112は、ロケーション、個人情報、
ユーザのウェブ対話の履歴、通話、又はロケーション若しくは時刻等の複数の特徴を含む
ことが可能である。
【０６０３】
実施形態では、検索結果と、ロケーションベースのサービスを使用してモバイル通信設
備102のロケーションに部分的に基づいて提供される推薦とに関連して、代替的なコンテ
ンツを推薦することが可能である。その関係は、少なくとも１つのクエリ入力120とロケ
ーション及び時刻との関係とすることが可能である。ロケーションは、GPSシステム又は
セルラー電話の三角測量サービスにより提供することが可能である。
【０６０４】
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実施形態では、フィルタアルゴリズムに関連して用いられるクエリ入力120に少なくと
も部分的に基づく検索結果に関連して、代替的なコンテンツを推薦することが可能である
。ここで、該フィルタアルゴリズムは、ワイヤレスプロバイダ108により収集された情報
を使用する。アルゴリズム設備144は、協調フィルタとすることが可能であり（この場合
、検索はオープンウェブ検索）、又は推薦システムとすることが可能である。
【０６０５】
実施形態では、代替的なコンテンツは、モバイル通信設備102のクエリに関する検索結
果に関連して推薦することが可能である。コンテンツは、選択された推薦に基づいて結果
設備から受信することが可能である。結果設備148は、モバイル通信設備102から導出され
た情報（モバイル加入者特徴112情報等）と関連するものとすることが可能である。
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【０６０６】
実施形態では、代替的なコンテンツは、モバイルブラウザ設備を介して、モバイル通信
設備102のクエリに関する検索結果に関連して推薦することが可能である。
【０６０７】
実施形態では、代替的なコンテンツは、非曖昧化設備140を使用して非曖昧化された検
索クエリに部分的に基づき、モバイル通信設備102に関する検索結果に関連して推薦する
ことが可能である。提案されるクエリの非曖昧化は、モバイル通信設備102上で又はサー
バアプリケーション上で行うことが可能である。非曖昧化は、SMS変換、スペルチェック
アルゴリズム、スペルチェックテーブル、音声スペリングアルゴリズム、音声スペリング
テーブル、又は数字キーパッドワード変換を伴うことが可能である。

30

【０６０８】
実施形態では、代替的なコンテンツは、元の検索クエリがモバイル通信設備102上に存
在するボイス認識設備160を介して部分的に処理された検索結果に関連して推薦すること
が可能である。代替的に、該ボイス認識設備160は、リモートサーバ上に存在することが
可能であり、又は部分的にモバイル通信設備102上に存在し且つ部分的にサーバ上に存在
することが可能である。
【０６０９】
実施形態では、代替的なコンテンツは、モバイル通信設備102に関する情報に関連して
クエリを処理するモバイル通信設備102上での検索結果に関連して推薦することが可能で
ある。この情報は、モバイル通信設備102上にローカルに存在することが可能であり、又

40

はリモートに（例えばモバイル加入者特徴112データベース内に）格納することが可能で
ある。
【０６１０】
実施形態では、代替的なコンテンツは、モバイル通信設備102上で生成される結果を制
限するためのペアレンタル・コントロール設備を提供するモバイル通信設備102上での検
索結果に関連して推薦することが可能である。該ペアレンタル・コントロール150は、サ
ーバアプリケーションを介して又はモバイル通信設備102を介して調整することが可能で
ある。
【０６１１】
実施形態では、代替的なコンテンツは、検索クエリに関連する個人情報又はその他の機
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密情報の損失からユーザを保護するためのモバイル通信設備102に関連するプライバシー
設備152を提供するモバイル通信設備102上での検索結果に関連して推薦することが可能で
ある。
【０６１２】
実施形態では、代替的な取引コンテンツは、モバイル通信設備102に関連するトランザ
クションセキュリティ設備154を提供するモバイル通信設備102上での検索結果に関連して
推薦することが可能である。該トランザクションセキュリティ設備154は、代替的な取引
コンテンツに関連するセキュアなトランザクションを可能にするよう構成されている。該
トランザクションセキュリティ設備154は、プライバシー152の保護を含むことが可能であ
り、及びペアレンタル・コントロール150又はディジタル著作権管理と連携して動作する

10

ことが可能である。
【０６１３】
実施形態では、代替的なコンテンツは、キャリアビジネスルール130に関連し及びモバ
イル通信設備102に関する情報に関連して推薦することが可能である。キャリアビジネス
ルール130は、ガーデン外コンテンツ、スポンサー情報、又はオークションを提示する、
ウォールド・ガーデン結果を含むことが可能である。モバイル通信設備102に関する情報
は、モバイル加入者特徴情報とすることが可能である。
【０６１４】
実施形態では、代替的なコンテンツは、モバイル通信設備102の表示装置上にスポンサ
ー提供の結果を生成するモバイル通信設備102上での検索結果に関連して推薦することが

20

可能である。スポンサー提供の結果は、ペイドインクルージョン結果、オークション結果
、又は（WAPサイト又は電話番号と関連する）ペイ・パー・クリック結果とすることが可
能である。スポンサー提供の結果のスポンサーは、モバイル通信設備102の電話番号に関
連する活動の結果として報酬を受けることが可能である。スポンサー提供の結果の提示は
、リンクとして形成することが可能であり、又は、テキストとして、画像として、ビデオ
として、又は対話型アプリケーションとして提示することが可能である。コンテンツは、
モバイル通信設備102用にフォーマットすることが可能であり、及びウェブページコンテ
ンツ又はシンジケート広告用のリンクに関連するものとすることが可能である。
【０６１５】
実施形態では、検索クエリ入力120は、クエリカテゴリの分類法及び分類スキーマ（例

30

えば、イエローページ電話帳の分類法）へとマッピングすることが可能である。
【０６１６】
実施形態では、モバイル通信設備上で入力された検索クエリは、モバイル通信設備102
に関する情報と関連して分類することが可能である。この情報は、モバイル加入者特徴11
2、キャリアビジネスルール130、及びスポンサー情報を含むことが可能である。データベ
ースに格納されている更なる情報は、情報を省略し、情報を優先順位づけし（例えば他の
全ての前にスポンサーリンクを提示し）、検索結果セットの一部を強調表示し、又はスポ
ンサーオークションに基づいて情報の表示を順序づけする（すなわち、最高入札者を最初
に提示する）ことにより検索クエリと１つ又は２つ以上の結果セットの表示とを制限する
検索パラメータを形成することが可能である。スポンサーオークションの場合、スポンサ

40

ーは、該スポンサー自身の製品、サービス、及びそれらへのリンクに関連づけたいキーワ
ードについて入札を行うことが可能である。
【０６１７】
実施形態では、クエリは、分類されたクエリに関連するモバイル通信設備102上で結果
を分類し、順序づけし、及び表示するためのものとすることが可能である。この情報は、
モバイル加入者特徴112、検索アルゴリズム設備144、ペアレンタル・コントロール150、
キャリアビジネスルール130、及び／又はスポンサー情報を含むことが可能である。スポ
ンサー情報に基づく分類されたクエリ入力120に関連する結果の順序づけは、分類された
クエリ入力で使用したキーワードにスポンサーを関連づけることにより、及び／又はスポ
ンサーコンテンツに分類されたクエリ入力を関連づけることにより、行うことが可能であ
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る。分類されたクエリ入力120がスポンサーの１つ又は２つ以上のキーワード又はコンテ
ンツと一致する場合には、該スポンサーの情報を検索結果表示において優先的に表示し、
強調表示し、又はその他の態様で該分類されたクエリ入力120に関する他のコンテンツよ
りも優位性を与えることが可能である。スポンサーとのキーワードの関連づけは、キーワ
ードとの唯一の関連づけ又は共有された頻度のキーワードの関連づけ（例えばキーワード
の一回おきの発生）を入札者が競り合うオークションを介して生じることが可能である。
更に、該オークションプロセスは、結果的に得られるスポンサーコンテンツの表示のサイ
ズ（例えばモバイル通信設備102におけるユーザの全表示スペースのパーセンテージとし
て表されるサイズ）及び表示される結果に対するマルチメディアコンテンツ（グラフィク
ス、オーディオ、又はビデオストリーム等）の追加を決定するための入札を含むことが可

10

能である。
【０６１８】
分類されたクエリ結果はまた、モバイル通信設備102の能力に部分的に基づいて順序づ
けすることが可能であり、この場合、該能力とは、オーディオ、ビジュアル、処理、又は
画面能力である。
【０６１９】
実施形態では、検索は、キーワード形成及び／又はバーティカル選択を使用して実行す
ることが可能である。例えば、テキストボックスに入力されたものそのものを使用して、
検索を実行することが可能である。代替的に、ユーザは、複数文字を入力して、利用可能
な複数のバーティカルにわたる及び／又は特定のカテゴリの提案についてのバーティカル

20

をピックアップした、キーワード完成提案を受信することが可能である。ユーザは、上下
方向を使用することによりバーティカルを選択し、次いで選択または右を押して該バーテ
ィカル内へと移動することが可能である。任意の時点で左を押すと、ユーザは前の画面へ
と移動させられる（前の画面がスプラッシュ画面又はヒント／宣伝画面であった場合を除
く）。
【０６２０】
実施形態では、ユーザがバーティカルを選択してテキスト入力ボックスに文字を入力す
る際に、そのバーティカルに適した提案を表示することが可能である。該提案は、以前の
提案が該入力された文字列と一致する場合にはローカルキャッシュから取得することが可
能であり、又はローカルキャッシュが該入力された文字列について全ての提案を提供する
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ことができない場合にはリモートサーバから取得することが可能である。ユーザが、自分
が使用したい提案を見つけた場合、すなわち、メニューから「検索」を選択した場合には
、クエリがサーバへ送られて、ビューが結果カテゴリ画面へと切り替わる。
【０６２１】
実施形態では、モバイル通信設備102に関する情報（モバイル加入者特徴112、検索アル
ゴリズム設備144、個人用フィルタ、ペアレンタル・コントロール150、キャリアビジネス
ルール130、又はスポンサーシップ情報等）に部分的に基づいて予測テキストを生成する
ことにより、検索クエリをカテゴリへと分類することが可能である。更に、予測テキスト
は、モバイル通信設備102のSMS変換及び／又はキーパッドシーケンス変換に基づくものと
することが可能である。
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【０６２２】
実施形態では、ボイスベースのクエリ入力120をモバイル通信設備102に関する情報（例
えばSMS変換に少なくとも部分的に基づくボイス解釈）に関連づけることにより、検索ク
エリを分類することが可能である。
【０６２３】
実施形態では、検索クエリを分類し、該分類に関連してオークションを実行することが
可能である。オークションの実行は、モバイル通信設備102に関する情報（例えば、モバ
イル加入者特徴112、検索アルゴリズム設備144、個人用フィルタ、ペアレンタル・コント
ロール150、又はキャリアビジネスルール130）の使用を伴うことが可能である。１つ又は
２つ以上の結果セットの表示は、スポンサー提供の結果を優先させ又は強調することが可
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能である。
【０６２４】
実施形態では、検索クエリをモバイル通信設備102上で分類し、結果を該モバイル通信
設備102に付随する画面上に提示し、及びスポンサードリンクに関連するトランザクショ
ンを実行することが可能であり、この場合、該スポンサードリンク上でのユーザのクリッ
クにより、又はダウンロード可能コンテンツの購入等の経済取引をユーザが行うことによ
り、該トランザクションが発生することが可能である。代替的に、該トランザクションは
非経済取引とすることが可能である。
【０６２５】
実施形態では、分類内の結果を収集することにより、モバイル通信設備102上で検索ク

10

エリを分類することが可能である。コンテンツ（例えば、着信音コンテンツ、音楽コンテ
ンツ、又はビデオコンテンツ）はスパイダを介して収集することが可能である。該スパイ
ダは、モバイル通信設備102の能力とのコンテンツの互換性を判定することが可能である
。互換性は、一連のモックモバイル通信設備102試行を実行し、その結果を使用して好ま
しさを基準としてサイトから結果を抽出することにより、決定することが可能である。該
好ましさを基準とすることにより、WAP互換コンテンツサイトからの抽出が最初に提供さ
れ、又は、モバイル通信設備102に関する情報に関連してコンテンツが収集されたコンテ
ンツタイプサイトからの抽出が最初に提供される。
【０６２６】
実施形態では、アウトバウンドPPCを用いた検索内の少なくとも１つの結果に関連する
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モバイル通信設備102上で検索クエリを分類し入力することが可能である。
【０６２７】
実施形態では、結果がサーバから返される際に、該結果をカテゴリへとグループ化する
ことが可能である。ユーザがカテゴリを選択すると、ビューは結果リストページへと切り
替わることが可能である。実施形態では、該結果リストページは、特定のカテゴリ内の全
てのアイテムのリストとすることが可能である。該リストは、拡張又は非拡張アイテムモ
ードで提示することが可能であり、非拡張アイテムモードは結果の表題のみを示し、一方
、拡張アイテムモードは、結果の小さな説明、並びに結果に関する特定の機能を提供する
アクションバーを含むものとなる。結果の詳細なページを表示する詳細情報アクションを
除き、結果リストページ上で利用可能なアクションが詳細情報ページ上で利用可能となる
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。ユーザが特定のタイトル上で短時間にわたり手を止めた際に、該ユーザが、そのアイテ
ムについてアクションを実行するか、そのアイテムについて更なる情報を探すか、又は次
のアイテムに移動するかを判断するのを助けるために、結果の拡張されたビューを出現さ
せることが可能である。アイテムが最初に拡張した際に、右を押すと詳細情報ページへと
移動し、下を押すとアクションバーへフォーカスが移動し、最初のアクションが選択され
る。下を押すと、アクションバーへフォーカスが移動し、再び上を押すとタイトルバーへ
戻る。アクションバー内にあるときに下を押すと、アイテムがその非拡張ビューに戻り、
フォーカスが下方の結果へと移動する。
【０６２８】
実施形態では、アイテム詳細ページは、アイテムについての更なる情報、並びにアクシ
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ョンバーからアクションを実行する能力及び特殊な機能を提供することが可能である。こ
の画面で左を押すと、ユーザはアイテムリストページへ戻る。下を押すと、最初にフォー
カスがアクションバーへ移り、次いで表示すべき更なるコンテンツが存在する場合には、
ページがスクロールダウンする。この更なるコンテンツは、静的なテキスト並びに動的な
コンテンツから構成することが可能である。
【０６２９】
実施形態では、アクションバーは、結果リストページ及び結果詳細ページの両方におけ
るアイテムについて実行されるべき機能を提供することが可能である。これらのアクショ
ンは、購入、プレビュー、電話、及び詳細情報を含むことが可能である。アイテム詳細ペ
ージを表示する詳細情報を除き、それらアクションは、結果リストページ並びにアイテム
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詳細ページの両方で利用することが可能である。アクションバー内で左及び右を押すと、
アクション間でフォーカスが移動する。上及び下を押すと、フォーカスがアクションバー
からその上又は下にある任意のアイテムへと移動する。選択を押すと、アクションが実行
され又は確認画面が表示される。確認画面が表示される場合には、選択を押すとアクショ
ンが実行され、左を押すと前画面に戻る。
【０６３０】
実施形態では、検索履歴は、過去に実行された特定のクエリの結果へとナビゲートする
手段を提供することが可能である。検索履歴アイテム上で選択を押すと、元の検索の要素
を有する検索クエリを実行してその結果を表示させることが可能である。
【０６３１】

10

実施形態では、スロバー、提案、結果、プレビュー、今日のヒント、及び／又はその他
の宣伝用素材といったバックグランドで実行されるアプリケーションの活動が存在するこ
とが可能である。スロバーとは、データトラフィックが発生しており及び更なるコンテン
ツを受信するにつれて画面が変化することになることのユーザに対する図式的な通知を指
すものである。一般に、スロバーは、以下の態様でデータの読み出しを示す：提案画面上
で、スロバーは提案が完全にダウンロードされるまで実行することが可能である；結果カ
テゴリ画面上で、フルセットのカテゴリの受信が完了するまで；結果リスト画面上で、ス
ロバは全ての結果からプレビューを除いたものがダウンロードされるまで実行することが
可能である。スロバーは、ユーザがアクションバーからプレビューアクションを選択した
際にオーディオ又はビデオプレビューがダウンロードされている間に実行することも可能

20

である。
【０６３２】
提案は、テキスト入力のキャッシュから取り出すことが可能である。該キャッシュが提
案の完全なリストを提供できない場合には、サーバへ要求を送ることが可能である。これ
らの更新された提案が次いでキャッシュされて、その後の提案クエリがスピードアップさ
れる。キャッシュ及びサーバから取り出される提案とは無関係なのが、PIM（Personal In
formation Manager）データを検索することにより提供される提案である。これは、「連
絡先」、「イベント」、及び「メモ」入力を含むことが可能である。提案キャッシュは、
キャッシュ内に格納すべき更新された一組の提案をサーバに要求することにより、アイド
ル時間中に更新することも可能である。アイドル時間は、アプリケーションが実行中であ
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るが他のHTTPリクエストを行っていない任意のときと定義することが可能である。
【０６３３】
結果は、ユーザが結果のリストを要求した際にダウンロードすることが可能である。該
結果は、２つの部分、すなわち、カテゴリヘッダ及び結果本体という形をとることが可能
である。該ヘッダを最初にパースして、その結果が返されることになるカテゴリをユーザ
に示すことが可能であり、次いで、各結果エントリがそれら１つ又は２つ以上のカテゴリ
内に配置される。
【０６３４】
プレビューは、２つの方法、すなわち、直接のユーザ要求（例えばユーザがプレビュー
で再生を押す）または結果ストリームが終了した後のプリフェッチの何れかでダウンロー

40

ドすることが可能である。ユーザがプレビューのダウンロードを直接要求しなかった場合
、スロバーはアニメーション化されず、プレビューがバックグランドでフェッチされてい
ることはユーザに示されない。
【０６３５】
今日のヒント又はその他の宣伝用コンテンツは、アプリケーションのアイドル時間中に
ダウンロードすることが可能である。このコンテンツは、アプリケーションが次回に起動
された際に表示するために電話機のメモリにセーブされているテキスト及び／又はイメー
ジから構成することが可能である。
【０６３６】
実施形態では、コンテンツは、モバイル通信設備102に関する情報に部分的に基づいて

50

(132)

JP 5589163 B2 2014.9.17

該モバイル通信設備へダウンロードし、検索クエリを分類し、及び結果を１つ又は２つ以
上の検索クエリ分類内に表示することが可能である。提示されるコンテンツは、モバイル
通信設備102のロケーションに関連する情報（例えば、レストラン、エンターテイメント
、劇場、及び開演時刻）とすることが可能である。情報はまた、時刻、モバイル加入者特
徴112、又はペアレンタル・コントロール150に関連するものとすることが可能である。コ
ンテンツは、広告を含むことが可能であり、及びモバイル通信設備102上に（例えばキャ
ッシュメモリ内に）ローカルに格納し、及び時刻及び／又はモバイル通信設備102のロケ
ーションの変化に従って定期的に更新することが可能である。
【０６３７】
実施形態では、モバイル通信設備上での分類された検索クエリのクリックスルー動作に

10

基づいてワイヤレスキャリアレポートを生成することが可能である。該レポートは、検索
結果の品質、キーワード管理、及び収入に関する情報を含むことが可能であり、及び使用
されるモバイル通信設備102のタイプによって分割することが可能である。
【０６３８】
実施形態では、モバイル通信設備102の検索ボックス中にクエリ入力120を入力すること
が可能であり、該検索をあらゆる検索の実行前に分類することが可能である。随意選択的
に、該分類に逆らって検索を実行することが可能であり、又は該分類に逆らって検索結果
をフィルタリングすることが可能であり、又は該分類に基づいて検索をリファインし又は
変更するためのオプションをユーザに提示することが可能である。結果は、単一の分類又
は複数の分類とすることが可能である。より一般的には、検索クエリは、モバイル通信設

20

備102上に入力されたクエリに関連して分類することが可能である。
【０６３９】
実施形態では、検索クエリは、モバイル通信設備102上で分類し入力することが可能で
あり、該分類された検索クエリは、検索アルゴリズム設備144を介して処理することが可
能である。
【０６４０】
実施形態では、検索クエリは、モバイル通信設備102上で分類し入力することが可能で
あり、生成されたコンテンツは、データ設備からの分類された検索クエリに関連づけるこ
とが可能である。該データ設備は、例えば、WAP設備又はキャリア設備とすることが可能
である。

30

【０６４１】
実施形態では、検索クエリは、クエリ入力120と少なくとも１つのモバイル加入者特徴
との関係を生成することにより、分類することが可能である。該モバイル加入者特徴112
は、ロケーション、個人情報、ユーザのウェブ対話の履歴、又はロケーション若しくは時
刻等の複数の特徴を含むことが可能である。
【０６４２】
実施形態では、検索クエリは、ロケーションベースのサービスを使用して、分類された
クエリ入力120とモバイル通信設備102のロケーションとの関係を生成することにより、分
類することが可能である。該関係は、少なくとも１つのクエリ入力120とロケーション及
び時刻との関係とすることが可能である。ロケーションは、GPSシステム又はセルラー電

40

話の三角測量サービスにより提供することが可能である。
【０６４３】
実施形態では、分類されたクエリ入力120をフィルタアルゴリズムに関連づけることに
部分的に基づいて、クエリを分類することが可能であり、ここで、該フィルタアルゴリズ
ムは、ワイヤレスプロバイダ108により収集された情報を使用する。アルゴリズム設備144
は、協調フィルタとすることが可能であり（この場合、検索はオープンウェブ検索）、又
は推薦システムとすることが可能である。
【０６４４】
実施形態では、クエリ入力120を分類し、及びカテゴライズされた検索クエリに基づい
て結果設備からコンテンツを受信することが可能であり、ここで、該結果設備は、モバイ
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ル通信設備102から導出された情報（モバイル加入者特徴112情報等）と関連するものであ
る。
【０６４５】
実施形態では、検索クエリは、モバイル通信設備102上で分類して入力することが可能
であり、ここで、該分類された検索クエリはモバイルブラウザ設備に関連するものである
。
【０６４６】
実施形態では、検索クエリは、モバイル通信設備102上で分類することが可能である。
該分類された検索クエリの非曖昧化は、モバイル通信設備102上で又はサーバアプリケー
ション上で行うことが可能である。非曖昧化は、SMS変換、スペルチェックアルゴリズム

10

、スペルチェックテーブル、音声スペリングアルゴリズム、音声スペリングテーブル、又
は数字キーパッドワード変換を伴うことが可能である。
【０６４７】
実施形態では、検索クエリは、元の検索クエリがモバイル通信設備102上に存在するボ
イス認識設備160を介して処理された該モバイル通信設備102上で分類することが可能であ
る。代替的に、該ボイス認識設備160は、リモートサーバ上に存在することが可能であり
、又は部分的にモバイル通信設備102上に存在し且つ部分的にサーバ上に存在することが
可能である。
【０６４８】
実施形態では、検索クエリは、モバイル通信設備102に関する情報に関連して提案され

20

たクエリを処理する該モバイル通信設備102上で分類し入力することが可能である。この
情報は、モバイル通信設備102上にローカルに存在することが可能であり、又はデータ設
備内にリモートに（例えばモバイル加入者特徴112データベース内に）格納することが可
能である。
【０６４９】
実施形態では、クエリ入力120は、モバイル通信設備102上で生成される結果を制限する
ためのペアレンタル・コントロール設備を提供する該モバイル通信設備102上で分類する
ことが可能である。該ペアレンタル・コントロール150は、サーバアプリケーションを介
して又はモバイル通信設備102を介して調整することが可能である。
【０６５０】

30

実施形態では、検索クエリは、検索クエリのカテゴリに関連する個人情報又はその他の
機密情報の損失からユーザを保護するためのプライバシー設備152を提供するモバイル通
信設備102上で分類することが可能である。該プライバシー設備152は、トランザクション
中の情報を保護するように適合させることが可能である。
【０６５１】
実施形態では、クエリ入力120は、該クエリ入力120の分類に関連するセキュアなトラン
ザクションを可能にするよう構成されたトランザクションセキュリティ設備154を提供す
るモバイル通信設備102上で分類することが可能である。該トランザクションセキュリテ
ィ設備154は、プライバシー152の保護を含むことが可能であり、及びペアレンタル・コン
トロール150又はディジタル著作権管理と連携して動作することが可能である。

40

【０６５２】
実施形態では、クエリは、キャリアビジネスルール130に関連し及びモバイル通信設備1
02に関する情報に関連してクエリ入力120を処理することにより、分類することが可能で
ある。キャリアビジネスルール130は、ガーデン外コンテンツ、スポンサー情報、又はオ
ークションを提示する、ウォールド・コンテンツ・ガーデン結果を含むことが可能である
。モバイル通信設備102に関する情報は、モバイル加入者特徴情報とすることが可能であ
る。
【０６５３】
実施形態では、クエリ入力120は、スポンサー設備との対話に部分的に基づいてモバイ
ル通信設備102上で分類することが可能である。スポンサー提供の結果は、ペイドインク
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ルージョン結果、オークション結果、又は（WAPサイト又は電話番号に関連する）ペイ・
パー・クリック結果とすることが可能である。スポンサー提供の結果のスポンサーは、モ
バイル通信設備102の電話番号に関連する活動の結果として報酬を受けることが可能であ
る。スポンサー提供の結果の提示は、リンクとして形成することが可能であり、又は、テ
キストとして、画像として、ビデオとして、又は対話型アプリケーションとして提示する
ことが可能である。コンテンツは、モバイル通信設備102用にフォーマットすることが可
能であり、及びウェブページコンテンツ又はシンジケート広告用のリンクに関連するもの
とすることが可能である。
【０６５４】
実施形態では、結果は、モバイル通信設備102に関する情報に関連してクエリ入力120を

10

マッピングするキーワードに基づいて取り出すことが可能である。この情報は、モバイル
加入者特徴112、キャリアビジネスルール130、及びスポンサー情報を含むことが可能であ
る。データベースに格納されている更なる情報は、情報を省略し、情報を優先順位づけし
（例えば他の全ての前にスポンサーリンクを提示し）、検索結果セットの一部を強調表示
し、又はスポンサーオークションに基づいて情報の表示を順序づけする（すなわち、最高
入札者を最初に提示する）ことにより、検索クエリをマッピングしたキーワードと１つ又
は２つ以上の結果セットの表示とを制限する、検索パラメータを形成することが可能であ
る。スポンサーオークションの場合、スポンサーは、該スポンサー自身の製品、サービス
、及びそれらへのリンクに関連づけたいキーワードについて入札を行うことが可能である
20

。
【０６５５】
実施形態では、検索クエリは、モバイル通信設備102上でキーワードによりマッピング
され入力されて、該マッピングされたクエリに関連してモバイル通信設備102上で結果を
順序づけし及び表示することが可能である。この情報は、モバイル加入者特徴112、検索
アルゴリズム設備144、ペアレンタル・コントロール150、キャリアビジネスルール130、
及び／又はスポンサー情報を含むことが可能である。スポンサー情報に基づくマッピング
されたクエリ入力120に関連する結果の順序づけは、マッピングされたクエリ入力で使用
したキーワードにスポンサーを関連づけることにより、及び／又はスポンサーコンテンツ
にマッピングされたクエリ入力を関連づけることにより、行うことが可能である。マッピ
ングされたクエリ入力120がスポンサーの１つ又は２つ以上のキーワード又はコンテンツ
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と一致する場合には、該スポンサーの情報を検索結果表示において優先的に表示し、強調
表示し、又はその他の態様で該提案されたクエリ入力120に関する他のコンテンツよりも
優位性を与えることが可能である。スポンサーとのキーワードの関連づけは、キーワード
との唯一の関連づけ又は共有された頻度のキーワードの関連づけ（例えばキーワードの一
回おきの発生）を入札者が競り合うオークションを介して生じることが可能である。更に
、該オークションプロセスは、結果的に得られるスポンサーコンテンツの表示のサイズ（
例えばモバイル通信設備102におけるユーザの全表示スペースのパーセンテージとして表
されるサイズ）及び表示される結果に対するマルチメディアコンテンツ（グラフィクス、
オーディオ、又はビデオストリーム等）の追加を決定するための入札を含むことが可能で
ある。
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【０６５６】
マッピングされた検索クエリに基づく結果はまた、モバイル通信設備102の能力に部分
的に基づいて順序づけすることが可能であり、この場合、該能力とは、オーディオ、ビジ
ュアル、処理、又は画面能力である。
【０６５７】
実施形態では、モバイル通信設備102に関する情報（モバイル加入者特徴112、検索アル
ゴリズム設備144、個人用フィルタ、ペアレンタル・コントロール150、キャリアビジネス
ルール130、又はスポンサーシップ情報等）に少なくとも部分的に基づいて予測テキスト
を生成することにより、検索クエリ120のキーワードによるマッピングを行うことが可能
である。更に、予測テキストは、モバイル通信設備102のSMS変換及び／又はキーパッドシ
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ーケンス変換に基づくものとすることが可能である。
【０６５８】
実施形態では、ボイスベースのクエリ入力120をモバイル通信設備102に関する情報（例
えばSMS変換に少なくとも部分的に基づくボイス解釈）に関連づけることにより、クエリ
入力120をキーワードによりマッピングすることが可能である。
【０６５９】
実施形態では、オークションは、キーワードによりマッピングされた検索クエリ120に
関連するものとすることが可能である。オークションの実行は、モバイル通信設備102に
関する情報（例えば、モバイル加入者特徴112、検索アルゴリズム設備144、個人用フィル
タ、ペアレンタル・コントロール150、又はキャリアビジネスルール130）の使用を伴うこ

10

とが可能である。１つ又は２つ以上の結果セットの表示は、スポンサー提供の結果を優先
させ又は強調することが可能である。
【０６６０】
実施形態では、検索クエリをモバイル通信設備102上でキーワードによりマッピングし
、結果を該モバイル通信設備102に付随する画面上に提示し、及びスポンサードリンクに
関連してトランザクションを実行することが可能であり、この場合、該トランザクション
は、該スポンサードリンク上でのユーザのクリックにより、又はダウンロード可能コンテ
ンツの購入等の経済取引をユーザが行うことにより、発生することが可能である。
【０６６１】
実施形態では、モバイル通信設備102上で検索クエリをキーワードによりマッピングし

20

入力し、該マッピングされたクエリに関する結果を収集して該モバイル通信設備102上で
表示することが可能である。コンテンツ（例えば、着信音コンテンツ、音楽コンテンツ、
又はビデオコンテンツ）はスパイダを介して探し出し収集することが可能である。該スパ
イダは、１つ又は２つ以上のモバイル通信設備102の能力とのコンテンツの互換性を評価
することが可能である。互換性は、一連のモックモバイル通信設備102試行を実行し、そ
の結果を使用して好ましさを基準としてサイトから結果を抽出することにより、決定する
ことが可能である。互換性は更にまたは代替的に、メーカー及び／又はサービスプロバイ
ダによる装置の既知のハードウェア及び／又はソフトウェア能力を使用して判定すること
が可能である。１つの技法は、WAP互換コンテンツサイトからの抽出を最初に提供し、又
はモバイル通信設備102に関する情報に関連してコンテンツが収集されたコンテンツタイ

30

プサイトからの抽出を最初に提供することが可能である。
【０６６２】
実施形態では、クエリ入力120をキーワードによりマッピングし、アウトバウンドPPCを
用いた該マッピングされた検索クエリに関する検索結果内の少なくとも１つの結果に関連
づけることが可能である。
【０６６３】
実施形態では、コンテンツは、モバイル通信設備102に関する情報及びマッピングされ
た検索クエリに関連してダウンロードすることが可能であり、マップ内の以前にダウンロ
ードしたコンテンツを提供することが可能である。提示されるコンテンツは、モバイル通
信設備102のロケーションに関連する情報（例えば、レストラン、エンターテイメント、

40

劇場、及び開演時刻）とすることが可能である。情報はまた、時刻、モバイル加入者特徴
112、又はペアレンタル・コントロール150に関連するものとすることが可能である。コン
テンツは、広告を含むことが可能であり、及びモバイル通信設備102上に（例えばキャッ
シュメモリ内に）ローカルに格納し、及び時刻及び／又はモバイル通信設備102のロケー
ションの変化に従って定期的に更新することが可能である。
【０６６４】
実施形態では、マッピングされた検索クエリの内容のクリックスルー動作に基づいてワ
イヤレスキャリアレポートを生成することが可能である。該レポートは、検索結果の品質
、キーワード管理、及び収入に関する情報を含むことが可能であり、及び使用されるモバ
イル通信設備102のタイプによって分割することが可能である。
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【０６６５】
実施形態では、モバイル通信設備102の検索ボックス中に入力された検索クエリは、本
書に記載する様々な技法（クエリ入力120設備等）を用いて処理することが可能である。
例えば、検索クエリは、キーワードマッピングを用いてマッピングすることが可能である
。該マッピングされた検索クエリは、検索アルゴリズム設備144を介して処理することが
可能である。コンテンツは、データ設備からの分類された検索クエリに関連して生成する
ことが可能である。該データ設備は、WAP設備又はキャリア設備とすることが可能である
。
【０６６６】
実施形態では、検索クエリは、すくなくとも１つのモバイル加入者特徴に基づいてマッ

10

ピングすることが可能である。該モバイル加入者特徴112は、ロケーション、個人情報、
ユーザのウェブ対話の履歴、又はロケーション若しくは時刻等の複数の特徴を含むことが
可能である。
【０６６７】
実施形態では、検索クエリは、ロケーションベースのサービスを使用して、モバイル通
信設備102のロケーションに基づいて該モバイル通信設備102上でマッピングし入力するこ
とが可能である。該関係は、少なくとも１つのクエリ入力120とロケーション及び時刻と
の関係とすることが可能である。ロケーションは、GPSシステム又はセルラー電話の三角
測量サービスにより提供することが可能である。
【０６６８】

20

実施形態では、検索クエリは、フィルタアルゴリズムに関連して該クエリを処理するこ
とによりマッピングすることが可能であり、ここで、該フィルタアルゴリズムは、ワイヤ
レスプロバイダ108により収集された情報を使用する。アルゴリズム設備144は、協調フィ
ルタとすることが可能であり（この場合、検索はオープンウェブ検索）、又は推薦システ
ムとすることが可能である。
【０６６９】
実施形態では、検索クエリは、モバイル通信設備102上にマッピングし入力することが
可能であり、コンテンツは、該マッピングされた検索に基づいて結果設備から受信される
。該結果設備148は、モバイル通信設備102から導出された情報（モバイル加入者特徴112
情報等）に関連するものとすることが可能である。

30

【０６７０】
実施形態では、検索クエリは、モバイル通信設備102上でマッピングし入力することが
可能であり、ここで、該マッピングされた検索クエリはモバイルブラウザ設備に関連する
ものである。
【０６７１】
実施形態では、検索クエリは、モバイル通信設備102上でマッピングすることが可能で
ある。該マッピングされたクエリの非曖昧化は、モバイル通信設備102上で又はサーバア
プリケーション上で行うことが可能である。非曖昧化は、SMS変換、スペルチェックアル
ゴリズム、スペルチェックテーブル、音声スペリングアルゴリズム、音声スペリングテー
ブル、又は数字キーパッドワード変換を伴うことが可能である。

40

【０６７２】
実施形態では、検索クエリは、元の検索クエリがモバイル通信設備102上に存在するボ
イス認識設備160を介して処理された該モバイル通信設備102上でマッピングすることが可
能であり、又は、ボイス認識設備160を使用して、検索をリファインし若しくは修正し又
は検索結果を選択することが可能である。該ボイス認識設備160は、更に、又は代替的に
、リモートサーバ上に存在することが可能であり、又は部分的にモバイル通信設備102上
に存在し且つ部分的にサーバ上に存在することが可能である。
【０６７３】
実施形態では、検索クエリ120は、モバイル通信設備102上でマッピングすることが可能
であり、この場合、該マッピングは、モバイル通信設備102に関するデータ設備内に格納
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されている情報に関連してモバイル通信を使用して達成することが可能である。この情報
は、モバイル通信設備102上にローカルに存在することが可能であり、又はリモートに（
例えばモバイル加入者特徴112データベース内に）格納することが可能である。
【０６７４】
実施形態では、クエリ入力120は、モバイル通信設備102上で生成される結果を制限する
ためのペアレンタル・コントロール設備を提供する該モバイル通信設備102上でマッピン
グすることが可能である。該ペアレンタル・コントロール150は、サーバアプリケーショ
ンを介して又はモバイル通信設備102を介して調整することが可能である。
【０６７５】
実施形態では、クエリ入力120は、検索クエリのカテゴリに関連する個人情報又はその

10

他の機密情報の損失からユーザを保護するためのモバイル通信設備102に関連するプライ
バシー設備152を提供する該モバイル通信設備102上でマッピングすることが可能である。
該プライバシー設備152は、トランザクション中の情報を保護するよう適合させることが
可能である。
【０６７６】
実施形態では、検索クエリは、モバイル通信設備102上でマッピングし入力することが
可能であり、及び該マッピングを、分類に関連するセキュアなトランザクションを可能に
するトランザクションセキュリティ設備に関連づけることが可能である。該トランザクシ
ョンセキュリティ設備154は、プライバシー152の保護を含むことが可能であり、及びペア
レンタル・コントロール150又はディジタル著作権管理と連携して動作することが可能で

20

ある。
【０６７７】
実施形態では、クエリは、キャリアビジネスルール130に関連してマッピングすること
が可能である。キャリアビジネスルール130は、ガーデン外コンテンツ、スポンサー情報
、又はオークションを提示する、ウォールド・ガーデン結果を含むことが可能である。モ
バイル通信設備102に関する情報は、モバイル加入者特徴情報とすることが可能である。
【０６７８】
実施形態では、クエリ入力120は、スポンサー設備との対話に部分的に基づいてモバイ
ル通信設備102上でマッピングすることが可能である。スポンサー提供の結果は、ペイド
インクルージョン結果、オークション結果、又は（WAPサイト又は電話番号に関連する）

30

ペイ・パー・クリック結果とすることが可能である。スポンサー提供の結果のスポンサー
は、モバイル通信設備102の電話番号に関連する活動の結果として報酬を受けることが可
能である。スポンサー提供の結果の提示は、テキストとして、画像として、ビデオとして
、又は対話型アプリケーションとして提示されるリンクとすることが可能である。コンテ
ンツは、モバイル通信設備102用にフォーマットすることが可能であり、及びウェブペー
ジコンテンツ又はシンジケート広告用のリンクに関連するものとすることが可能である。
【０６７９】
実施形態では、検索クエリの結果は、モバイル通信設備102上で取り出し及び入力する
ことが可能であり、その結果は、マッピングされたクエリに関連するモバイル通信設備10

40

2上で順序づけし表示することが可能である。この情報は、モバイル加入者特徴112、検索
アルゴリズム設備144、ペアレンタル・コントロール150、キャリアビジネスルール130、
及び／又はスポンサー情報を含むことが可能である。スポンサー情報に基づくマッピング
されたクエリ入力120に関連する結果の順序づけは、クエリ入力で使用したキーワードに
スポンサーを関連づけることにより、及び／又はスポンサーコンテンツにクエリ入力を関
連づけることにより、行うことが可能である。マッピングされたクエリ入力120がスポン
サーの１つ又は２つ以上のキーワード又はコンテンツと一致する場合には、該スポンサー
の情報を検索結果表示において優先的に表示し、強調表示し、又はその他の態様で該提案
されたクエリ入力120に関する他のコンテンツよりも優位性を与えることが可能である。
スポンサーとのキーワードの関連づけは、キーワードとの唯一の関連づけ又は共有された
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頻度のキーワードの関連づけ（例えばキーワードの一回おきの発生）を入札者が競り合う
オークションを介して生じることが可能である。更に、該オークションプロセスは、結果
的に得られるスポンサーコンテンツの表示のサイズ（例えばモバイル通信設備102におけ
るユーザの全表示スペースのパーセンテージとして表されるサイズ）及び表示される結果
に対するマルチメディアコンテンツ（グラフィクス、オーディオ、又はビデオストリーム
等）の追加を決定するための入札を含むことが可能である。
【０６８０】
マッピングされた検索クエリに基づく結果はまた、モバイル通信設備102の能力に部分
的に基づいて順序づけすることが可能であり、この場合、該能力とは、オーディオ、ビジ
ュアル、処理、又は画面能力である。

10

【０６８１】
実施形態では、モバイル通信設備102に関する情報（モバイル加入者特徴112、検索アル
ゴリズム設備144、個人用フィルタ、ペアレンタル・コントロール150、キャリアビジネス
ルール130、又はスポンサーシップ情報等）に少なくとも部分的に基づいて予測テキスト
を生成することにより、検索クエリ120の結果を取り出すことが可能である。更に、予測
テキストは、モバイル通信設備102のSMS変換及び／又はキーパッドシーケンス変換に基づ
くものとすることが可能である。
【０６８２】
実施形態では、ボイス認識を使用して検索クエリをモバイル通信設備102上で入力し、
該検索クエリに基づいて結果を取り出すことが可能である。

20

【０６８３】
実施形態では、結果は、モバイル通信設備102上で入力された検索クエリに部分的に基
づいて取り出すことが可能であり、この場合、該結果の一部は、検索マーケティングに関
するオークションに基づくものである。オークションの実行は、モバイル通信設備102に
関する情報（例えば、モバイル加入者特徴112、検索アルゴリズム設備144、個人用フィル
タ、ペアレンタル・コントロール150、又はキャリアビジネスルール130）の使用を伴うこ
とが可能である。１つ又は２つ以上の結果セットの表示は、スポンサー提供の結果を優先
させ又は強調することが可能である。
【０６８４】
実施形態では、モバイル通信設備102上で入力された検索クエリに部分的に基づいて複

30

数の結果を取り出し、及び該結果を収集することが可能である。コンテンツ（例えば、着
信音コンテンツ、音楽コンテンツ、又はビデオコンテンツ）はスパイダを介して収集する
ことが可能である。該スパイダは、モバイル通信設備102の能力とのコンテンツの互換性
を判定することが可能である。互換性の判定は、一連のモックモバイル通信設備102試行
を実行し、その結果を使用して好ましさを基準としてサイトから結果を抽出することによ
り行うことが可能である。該好ましさを基準とすることにより、WAP互換コンテンツサイ
トからの抽出が最初に提供され、又は、モバイル通信設備102に関する情報に関連してコ
ンテンツが収集されたコンテンツタイプサイトからの抽出が最初に提供される。
【０６８５】
実施形態では、結果は、モバイル通信設備102上で入力された検索クエリに部分的に基

40

づいて取り出し、及びアウトバウンドPPCを用いた検索結果内の少なくとも１つの結果に
関連づけることが可能である。
【０６８６】
実施形態では、モバイル通信設備102に関する情報に関連する検索クエリが入力される
前に、該情報に関してコンテンツを取り出すことが可能である。この検索は暗黙的検索と
することが可能である。提示されるコンテンツは、モバイル通信設備102のロケーション
に関連する情報（例えば、レストラン、エンターテイメント、劇場、及び開演時刻）とす
ることが可能である。情報はまた、時刻、モバイル加入者特徴112、又はペアレンタル・
コントロール150に関連するものとすることが可能である。コンテンツは、広告を含むこ
とが可能であり、及びモバイル通信設備102上に（例えばキャッシュメモリ内に）ローカ
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ルに格納し、及び時刻及び／又はモバイル通信設備102のロケーションの変化に従って定
期的に更新することが可能である。
【０６８７】
実施形態では、モバイル通信設備上に入力された検索クエリに部分的に基づいて取り出
された結果に関連してワイヤレスキャリアレポートを生成することが可能である。該レポ
ートは、検索結果の品質、キーワード管理、又は収入に関する情報を含むことが可能であ
り、及び使用されるモバイル通信設備102のタイプによって分割することが可能である。
【０６８８】
実施形態では、検索クエリは、モバイル通信設備102上で検索ボックス中に入力するこ
とが可能であり、該検索クエリはモバイル通信情報に関連するものである。取り出された

10

結果は、モバイル通信設備上で入力された検索クエリに少なくとも部分的に基づくものと
することが可能である。
【０６８９】
実施形態では、結果は、モバイル通信設備上で入力された検索クエリに部分的に基づい
て、及びモバイル通信設備102情報に部分的に基づいて取り出すことが可能である。
【０６９０】
実施形態では、クエリは、検索クエリ入力設備120で入力することが可能であり、及び
該クエリをモバイル通信情報に関連づけることが可能である。取り出される結果は、部分
的にクエリに基づき、及び部分的にモバイル通信情報に基づくものとすることが可能であ
る。

20

【０６９１】
実施形態では、検索クエリは、検索アルゴリズム設備144を介して処理することが可能
であり、及びモバイル通信最適化結果は、該検索クエリに少なくとも部分的に基づいて取
り出すことが可能である。該検索クエリは、モバイル通信設備上で入力することが可能で
あり、その結果は該モバイル通信設備102に関する情報に基づいて最適化される。
【０６９２】
実施形態では、結果は、モバイル通信設備上で入力された検索クエリに部分的に基づき
、及びモバイル加入者特徴に部分的に基づいて、取り出すことが可能である。該モバイル
加入者特徴112は、ロケーション、個人情報、ユーザのウェブ対話の履歴、又はロケーシ
ョン及び時刻等の複数の特徴を含むことが可能である。

30

【０６９３】
実施形態では、結果は、モバイル通信設備上で入力された検索クエリに部分的に基づき
、及びロケーションベースのサービスに部分的に基づいて、取り出すことが可能である。
該関係は、少なくとも１つのクエリ入力120とロケーション及び時刻との関係とすること
が可能である。ロケーションは、GPSシステム又はセルラー電話の三角測量サービスによ
り提供することが可能である。
【０６９４】
実施形態では、検索クエリは、フィルタアルゴリズム設備144を介してモバイル通信設
備102上で処理し及び入力することが可能である。取り出される結果は、フィルタアルゴ
リズムに部分的に基づくものとすることが可能であり、この場合、該フィルタアルゴリズ

40

ムは、モバイル通信設備102に関する情報を使用する。アルゴリズム設備144は、協調フィ
ルタとすることが可能であり（この場合、検索はオープンウェブ検索）、又は推薦システ
ムとすることが可能である。
【０６９５】
実施形態では、結果は、モバイル通信設備102上で入力された検索クエリに部分的に基
づいて結果設備148から取り出すことが可能である。該結果設備148は、モバイル通信設備
102に関する情報（モバイル加入者特徴112情報等）に関連するものとすることが可能であ
る。
【０６９６】
実施形態では、結果設備148から結果を取り出すプロセスでモバイルブラウザ設備を使
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用することが可能であり、この場合、該結果設備148は、キャリアプレミアムコンテンツ
及びオープンウェブ検索に関連する結果を生成するよう構成される。キャリアプレミアム
コンテンツは、着信音、呼出音、ダウンロードコンテンツ、又は購入コンテンツを含むこ
とが可能である。結果設備148はまた、モバイル通信設備102に関連する結果（加入者特徴
情報等）を生成するよう構成することが可能である。
【０６９７】
実施形態では、結果は、モバイル通信設備上で入力された検索クエリに部分的に基づい
て取り出すことが可能である。該結果は、非曖昧化設備140を介して処理されたクエリに
関する情報に部分的に関連することが可能である。マッピングされたクエリの非曖昧化は
、モバイル通信設備102上で又はサーバアプリケーション上で行うことが可能である。非

10

曖昧化は、SMS変換、スペルチェックアルゴリズム、スペルチェックテーブル、音声スペ
リングアルゴリズム、音声スペリングテーブル、又は数字キーパッドワード変換を伴うこ
とが可能である。
【０６９８】
実施形態では、結果は、ボイス認識設備160を使用してモバイル通信設備上で入力され
た検索クエリに部分的に基づいて取り出すことが可能である。元の検索クエリは、モバイ
ル通信設備102上に存在するボイス認識設備160を介して入力することが可能である。代替
的に、ボイス認識設備160は、リモートサーバ上に存在することが可能であり、又は部分
的にモバイル通信設備102上に存在し且つ部分的にサーバ上に存在することが可能である
20

。
【０６９９】
実施形態では、結果は、モバイル通信設備上で入力された検索クエリに部分的に基づい
て取り出すことが可能であり、この場合、該結果は、モバイル通信設備102に関する情報
に部分的に関連するものである。この情報は、モバイル通信設備102上にローカルに存在
することが可能であり、又はリモートに（例えばモバイル加入者特徴112データベース内
に）格納することが可能である。
【０７００】
実施形態では、結果は、モバイル通信設備102上で生成される結果を制限するためのペ
アレンタル・コントロール設備を提供する該モバイル通信設備102上で入力された検索ク
エリに部分的に基づいて取り出すことが可能である。該ペアレンタル・コントロール150

30

は、サーバアプリケーションを介して又はモバイル通信設備102を介して調整することが
可能である。
【０７０１】
実施形態では、結果は、検索クエリのカテゴリに関連する個人情報又はその他の機密情
報の損失からユーザを保護するためのモバイル通信設備102に関連するプライバシー設備1
52を提供する該モバイル通信設備102上の検索クエリに部分的に基づいて取り出すことが
可能である。該プライバシー設備152は、トランザクション中の情報を保護するよう構成
することが可能である。
【０７０２】
実施形態では、結果は、モバイル通信設備102上で入力された検索クエリに部分的に基

40

づいて取り出すことが可能であり、その結果は、分類に関連するセキュアなトランザクシ
ョンを可能にするトランザクションセキュリティ設備に関連づけることが可能である。該
トランザクションセキュリティ設備154は、クエリに関連するセキュアなトランザクショ
ンを可能にするよう構成することが可能である。該トランザクションセキュリティ設備15
4は、プライバシー152の保護を伴うことが可能であり、及びペアレンタル・コントロール
150又はディジタル著作権管理と連携して動作することが可能である。
【０７０３】
実施形態では、結果は、キャリアビジネスルール130に関連して検索クエリに部分的に
基づいて取り出すことが可能である。キャリアビジネスルール130は、ガーデン外コンテ
ンツ、スポンサー情報、又はオークションを提示する、ウォールド・ガーデン結果を含む
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ことが可能である。モバイル通信設備102に関する情報は、モバイル加入者特徴情報とす
ることが可能である。
【０７０４】
実施形態では、結果は、スポンサー設備との対話に部分的に基づきモバイル通信設備10
2上で入力された検索クエリに部分的に基づいて取り出すことが可能である。スポンサー
提供の結果は、ペイドインクルージョン結果、オークション結果、又は（WAPサイト又は
電話番号に関連する）ペイ・パー・クリック結果とすることが可能である。スポンサー提
供の結果のスポンサーは、モバイル通信設備102の電話番号に関連する活動の結果として
報酬を受けることが可能である。スポンサー提供の結果の提示は、リンクとして形成する
ことが可能であり、又は、テキストとして、画像として、ビデオとして、又は対話型アプ

10

リケーションとして提示することが可能である。コンテンツは、モバイル通信設備102用
にフォーマットすることが可能であり、及びウェブページコンテンツ又はシンジケート広
告用のリンクに関連するものとすることが可能である。
【０７０５】
実施形態では、結果は、モバイル通信設備102に関する情報（モバイル加入者特徴112、
検索アルゴリズム設備144、個人用フィルタ、ペアレンタル・コントロール150、キャリア
ビジネスルール130、又はスポンサーシップ情報等）に少なくとも部分的に基づいて予測
テキストを生成することにより、検索クエリに基づいて順序づけし表示することが可能で
ある。更に、予測テキストは、モバイル通信設備102のSMS変換及び／又はキーパッドシー
ケンス変換に基づくものとすることが可能である。

20

【０７０６】
実施形態では、結果は、ボイスベースのクエリ入力120をモバイル通信設備102に関する
情報に関連づけること（SMS変換に少なくとも部分的に基づくボイス解釈等）により、順
序づけし表示することが可能である。
【０７０７】
実施形態では、結果は、モバイル通信設備102上で入力された検索クエリに部分的に基
づいて順序づけし表示することが可能であり、この場合、該結果の一部は、検索マーケテ
ィングに関するオークションに基づくものである。オークションの実行は、モバイル通信
設備102に関する情報（例えば、モバイル加入者特徴112、検索アルゴリズム設備144、個
人用フィルタ、ペアレンタル・コントロール150、又はキャリアビジネスルール130）の使

30

用を伴うことが可能である。１つ又は２つ以上の結果セットの表示は、スポンサー提供の
結果を優先させ又は強調することが可能である。
【０７０８】
実施形態では、モバイル通信設備102上の検索クエリに部分的に基づいて結果を順序づ
けし表示することが可能であり、及び該結果を該モバイル通信設備102に付随する画面上
に提示することが可能であり、及びスポンサードリンクに関連してトランザクションを実
行することが可能であり、この場合、該トランザクションは、該スポンサードリンク上で
のユーザのクリックにより、又はダウンロード可能コンテンツの購入等の商取引をユーザ
が行うことにより、発生することが可能である。
【０７０９】

40

実施形態では、結果は、モバイル通信設備102上で順序づけし表示することが可能であ
り、該結果は、モバイル通信設備102上での表示のための検索クエリに関係することによ
り収集される。コンテンツ（例えば、着信音コンテンツ、音楽コンテンツ、又はビデオコ
ンテンツ）はスパイダを介して収集することが可能である。該スパイダは、モバイル通信
設備102の能力とのコンテンツの互換性を判定することが可能である。互換性の判定は、
一連のモックモバイル通信設備102試行を実行し、その結果を使用して好ましさを基準と
してサイトから結果を抽出することにより行うことが可能である。該好ましさを基準とす
ることにより、WAP互換コンテンツサイトからの抽出が最初に提供され、又は、モバイル
通信設備102に関する情報に関連してコンテンツが収集されたコンテンツタイプサイトか
らの抽出が最初に提供される。
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【０７１０】
実施形態では、結果は、モバイル通信設備102上で入力された検索クエリに部分的に基
づいて順序づけし表示することが可能であり、及びアウトバウンドPPCを用いたクエリに
関する検索結果内の少なくとも１つの結果に関連づけることが可能である。
【０７１１】
実施形態では、モバイル通信設備102に関する情報に関連する検索クエリが入力される
前に、該情報に関してコンテンツを取り出すことが可能である。該検索クエリの入力に続
いて、該情報を順序づけし表示することが可能である。該提示されるコンテンツは、モバ
イル通信設備102のロケーションに関連する情報（例えば、レストラン、エンターテイメ
ント、劇場、及び開演時刻）とすることが可能である。情報はまた、時刻、モバイル加入

10

者特徴112、又はペアレンタル・コントロール150に関連するものとすることが可能である
。コンテンツは、広告を含むことが可能であり、及びモバイル通信設備102上に（例えば
キャッシュメモリ内に）ローカルに格納し、及び時刻及び／又はモバイル通信設備102の
ロケーションの変化に従って定期的に更新することが可能である。
【０７１２】
実施形態では、モバイル通信設備上で取り出された結果の順序づけに関連してワイヤレ
スキャリアレポートを生成することが可能である。該レポートは、検索結果の品質、キー
ワード管理、又は収入に関する情報を含むことが可能であり、及び使用されるモバイル通
信設備102のタイプによって分割することが可能である。
【０７１３】

20

実施形態では、検索クエリはモバイル通信設備102上で検索ボックス中に入力すること
が可能であり、該検索クエリはモバイル通信情報に関連するものであり、結果は、入力さ
れた検索クエリに部分的に基づき、及びモバイル通信情報に部分的に基づいて、順序づけ
され表示される。
【０７１４】
実施形態では、結果は、モバイル通信設備上で入力された検索クエリに部分的に基づき
、及びモバイル通信設備102情報に部分的に基づいて、順序づけし表示することが可能で
ある。
【０７１５】
実施形態では、クエリは、検索クエリ入力設備120で入力することが可能であり、該ク
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エリがモバイル通信情報に関連づけられ、及び結果が部分的にクエリに基づき及び部分的
にモバイル通信情報に基づいて順序づけされ表示される。
【０７１６】
実施形態では、検索クエリは、検索アルゴリズム設備144を介して処理することが可能
であり、該検索クエリに部分的に基づいてモバイル通信最適化結果が取り出され、この場
合、該最適化結果は、モバイル通信設備102に関する情報に基づいて最適化される。モバ
イル通信設備102に関する情報は、画面サイズ、画面形状、処理能力、処理速度、オーデ
ィオシステム、ビジュアルシステム、聴覚システム、モバイル加入者特徴112、及びロケ
ーションとすることが可能である。
【０７１７】
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実施形態では、検索結果は配信設備から受信することが可能であり、及び該結果はモバ
イル通信設備102に関連して順序づけし表示することが可能であり、ここで、該順序づけ
は、該モバイル通信設備102に関する情報に関連して行われる。該モバイル通信設備102に
関する情報は、画面サイズ、画面形状、処理能力、処理速度、オーディオシステム、ビジ
ュアルシステム、聴覚システム、モバイル加入者特徴112、及びロケーションとすること
が可能である。
【０７１８】
実施形態では、結果は、少なくとも１つのモバイル加入者特徴に基づいてモバイル通信
設備102の表示装置上で順序づけし表示することが可能である。該モバイル加入者特徴112
は、ロケーション、個人情報、ユーザのウェブ対話の履歴、又はロケーション及び時刻等
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の複数の特徴を含むことが可能である。
【０７１９】
実施形態では、検索結果は、ロケーションベースのサービスを使用してモバイル通信設
備102のロケーションに基づき該モバイル通信設備102の表示装置上で順序づけし表示する
ことが可能である。該関係は、少なくとも１つのクエリ入力120とロケーション及び時刻
との関係とすることが可能である。ロケーションは、GPSシステム又はセルラー電話の三
角測量サービスにより提供することが可能である。
【０７２０】
実施形態では、検索クエリは、フィルタアルゴリズム設備144を介してモバイル通信設
備102上で処理し及び入力することが可能であり、その結果は、フィルタアルゴリズムに

10

部分的に基づいて順序づけすることが可能であり、この場合、該フィルタアルゴリズムは
、モバイル通信設備102に関する情報を使用する。アルゴリズム設備144は、協調フィルタ
とすることが可能であり（この場合、検索はオープンウェブ検索）、又は推薦システムと
することが可能である。
【０７２１】
実施形態では、結果は、モバイル通信設備上で入力された検索クエリに部分的に基づい
て結果設備148から順序づけすることが可能である。該結果設備148は、モバイル通信設備
102から導出された情報（モバイル加入者特徴112情報等）に関連するものとすることが可
能である。
【０７２２】
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実施形態では、結果設備148から結果を順序づけし表示するプロセスでモバイルブラウ
ザ設備を使用することが可能である。該結果設備148は、キャリアプレミアムコンテンツ
及びオープンウェブ検索に関連する結果を生成するよう構成することが可能である。結果
設備148はまた、モバイル通信設備102から導出された情報（モバイル加入者特徴112情報
等）に関連するものとすることが可能である。
【０７２３】
実施形態では、結果は、モバイル通信設備上で入力された検索クエリに部分的に基づい
て順序づけすることが可能である。クエリの非曖昧化は、モバイル通信設備102上で又は
サーバアプリケーション上で行うことが可能である。非曖昧化は、SMS変換、スペルチェ
ックアルゴリズム、スペルチェックテーブル、音声スペリングアルゴリズム、音声スペリ

30

ングテーブル、又は数字キーパッドワード変換を伴うことが可能である。
【０７２４】
実施形態では、結果は、モバイル通信設備102上に存在するボイス認識設備160を介して
該モバイル通信設備102上で入力された検索クエリに部分的に基づいて順序づけすること
が可能である。代替的に、ボイス認識設備160は、リモートサーバ上に存在することが可
能であり、又は部分的にモバイル通信設備102上に存在し且つ部分的にサーバ上に存在す
ることが可能である。
【０７２５】
実施形態では、結果は、モバイル通信設備102上で入力された検索クエリに部分的に基
づいて順序づけすることが可能であり、この場合、該結果は、モバイル通信設備102に関

40

連するデータ設備内に格納されている情報に部分的に基づくものである。この情報は、モ
バイル通信設備102上にローカルに存在することが可能であり、又はリモートに（例えば
モバイル加入者特徴112データベース内に）格納することが可能である。
【０７２６】
実施形態では、結果は、モバイル通信設備102上で生成される結果を制限するためのペ
アレンタル・コントロール設備を提供する該モバイル通信設備102上で入力された検索ク
エリに部分的に基づいて順序づけし表示することが可能である。該ペアレンタル・コント
ロール150は、サーバアプリケーションを介して又はモバイル通信設備102を介して調整す
ることが可能である。
【０７２７】
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実施形態では、結果は、検索クエリのカテゴリに関連する個人情報又はその他の機密情
報の損失からユーザを保護するためのモバイル通信設備102に関連するプライバシー設備1
52を提供する該モバイル通信設備102上で入力された検索クエリに部分的に基づいて順序
づけし表示することが可能である。該プライバシー設備152は、トランザクション中の情
報を保護するよう構成することが可能である。
【０７２８】
実施形態では、結果は、モバイル通信設備102上で入力された検索クエリに部分的に基
づいて順序づけし表示することが可能であり、該結果に関連するセキュアなトランザクシ
ョンを可能にするトランザクションセキュリティ設備に該結果を関連づけることが可能で
ある。該トランザクションセキュリティ設備154は、クエリの分類に関連するセキュアな

10

トランザクションを可能にするよう構成することが可能である。該トランザクションセキ
ュリティ設備154は、プライバシー152の保護を伴うことが可能であり、及びペアレンタル
・コントロール150、ディジタル著作権管理、又はアイデンティティ保護と連携して動作
することが可能である。
【０７２９】
実施形態では、結果は、キャリアビジネスルール130に関連してモバイル通信設備上で
入力された検索クエリに部分的に基づいて順序づけし表示することが可能である。キャリ
アビジネスルール130は、ガーデン外コンテンツ、スポンサー情報、又はオークションを
提示する、ウォールド・ガーデン結果を含むことが可能である。モバイル通信設備102に
関する情報は、モバイル加入者特徴情報とすることが可能である。
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【０７３０】
実施形態では、結果は、スポンサー設備との対話に関連してモバイル通信設備102上で
入力された検索クエリに部分的に基づいて順序づけし表示することが可能である。スポン
サー提供の結果は、ペイドインクルージョン結果、オークション結果、又は（WAPサイト
又は電話番号に関連する）ペイ・パー・クリック結果とすることが可能である。スポンサ
ー提供の結果のスポンサーは、モバイル通信設備102の電話番号に関連する活動の結果と
して報酬を受けることが可能である。スポンサー提供の結果の提示は、リンクとして形成
することが可能であり、又は、テキストとして、画像として、ビデオとして、又は対話型
アプリケーションとして提示することが可能である。コンテンツは、モバイル通信設備10
2用にフォーマットすることが可能であり、及びウェブページコンテンツ又はシンジケー
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ト広告用のリンクに関連するものとすることが可能である。
【０７３１】
実施形態では、テキストを予測し、及びボイス認識を使用してモバイル通信設備102上
で入力された検索クエリに前記テキストを関連づけることが可能である。該予測テキスト
は、モバイル通信設備102情報、SMS変換、モバイル加入者特徴情報、ユーザ固有辞書、数
字キーパッド変換、及び多文字キーパッド変換のうちの少なくとも１つに部分的に基づく
ものとすることが可能である。
【０７３２】
実施形態では、テキストを予測し、該テキストをモバイル通信設備102上で入力された
検索クエリに関連づけし、及び該予測されたテキストに関連して検索マーケティングのた

40

めのオークションを実行することが可能である。該オークションの実行は、モバイル通信
設備102に関する情報（例えば、モバイル加入者特徴112、検索アルゴリズム設備144、個
人用フィルタ、ペアレンタル・コントロール150、又はキャリアビジネスルール130）の使
用を伴うことが可能である。１つ又は２つ以上の結果セットの表示は、スポンサーの結果
を優先させ又は強調することが可能である。
【０７３３】
実施形態では、テキストを予測し、該テキストをモバイル通信設備102上で入力された
検索クエリに関連づけし、及び該予測されたテキストに少なくとも部分的に基づいてトラ
ンザクションを実行することが可能である。該トランザクションは、ユーザが、スポンサ
ードリンク上をクリックすることにより、又はダウンロード可能コンテンツの購入等の商
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取引をユーザが行うことにより、又は非経済的な取引を行うことにより、発生することが
可能である。予測テキストは、モバイル通信設備102情報、SMS変換、モバイル加入者特徴
情報、ユーザ固有辞書、数字キーパッド変換、及び多文字キーパッド変換のうちの少なく
とも１つに少なくとも部分的に基づくものとすることが可能である。
【０７３４】
実施形態では、テキストを予測し、該テキストをモバイル通信設備102上で入力された
検索クエリに関連づけし、及び該予測されたテキストに部分的に基づいて結果を収集する
ことが可能である。コンテンツ（例えば、着信音コンテンツ、音楽コンテンツ、又はビデ
オコンテンツ）は、スパイダを介して収集することが可能であり、及び高いレベルの収集
された形態のカテゴリで提示することが可能である。該スパイダは、モバイル通信設備10

10

2の能力とのコンテンツの互換性を判定することが可能である。互換性の判定は、一連の
モックモバイル通信設備102試行を実行し、その結果を使用して好ましさを基準としてサ
イトから結果を抽出することにより行うことが可能である。該好ましさを基準とすること
により、WAP互換コンテンツサイトからの抽出が最初に提供され、又は、モバイル通信設
備102に関する情報に関連してコンテンツが収集されたコンテンツタイプサイトからの抽
出が最初に提供される。
【０７３５】
実施形態では、テキストを予測し、該テキストをモバイル通信設備102上で入力された
検索クエリに関連づけし、及び該予測されたテキストに関連してアウトバウンドPCCマー
ケティング活動を実行することが可能である。予測テキストは、モバイル通信設備102情
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報、SMS変換、モバイル加入者特徴情報、ユーザ固有辞書、数字キーパッド変換、及び多
文字キーパッド変換のうちの少なくとも１つに部分的に基づくものとすることが可能であ
る。
【０７３６】
実施形態では、結果は、モバイル通信設備102に関する情報、及びモバイル通信設備102
上で入力された検索クエリに関連して予測されたテキストに部分的に基づいて、モバイル
通信設備102へダウンロードすることが可能である。該予測テキストステップに続いて、
モバイル通信設備102に付随する表示装置上に結果を提示することが可能である。予測テ
キストは、モバイル通信設備102情報、SMS変換、モバイル加入者特徴情報、ユーザ固有辞
書、数字キーパッド変換、及び多文字キーパッド変換のうちの少なくとも１つに部分的に
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基づくものとすることが可能である。提示されるコンテンツは、モバイル通信設備102の
ロケーションに関連する情報（例えば、レストラン、エンターテイメント、劇場、及び開
演時刻）とすることが可能である。情報はまた、時刻、モバイル加入者特徴112、又はペ
アレンタル・コントロール150に関連するものとすることが可能である。コンテンツは、
広告を含むことが可能であり、及びモバイル通信設備102上に（例えばキャッシュメモリ
内に）ローカルに格納し、及び時刻及び／又はモバイル通信設備102のロケーションの変
化に従って定期的に更新することが可能である。
【０７３７】
実施形態では、モバイル通信設備102上で入力された検索クエリに関連する予測テキス
トに関してワイヤレスキャリアレポートを生成することが可能である。該予測テキストは

40

、モバイル通信設備102情報、SMS変換、モバイル加入者特徴情報、ユーザ固有辞書、数字
キーパッド変換、及び多文字キーパッド変換のうちの少なくとも１つに部分的に基づくも
のとすることが可能である。該レポートは、検索結果の品質、キーワード管理、又は収入
に関する情報を含むことが可能であり、及び使用されるモバイル通信設備102のタイプに
よって分割することが可能である。
【０７３８】
実施形態では、テキストを予測し、該テキストをモバイル通信設備102上で検索ボック
ス内に入力された検索クエリに関連づけすることが可能である。該予測テキストは、モバ
イル通信設備102情報、SMS変換、モバイル加入者特徴情報、ユーザ固有辞書、数字キーパ
ッド変換、及び多文字キーパッド変換のうちの少なくとも１つに部分的に基づくものとす
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ることが可能である。
【０７３９】
実施形態では、テキストを予測し、該テキストをモバイル通信設備102上で入力された
検索クエリに関連づけることが可能である。該予測テキストは、モバイル通信設備102情
報、SMS変換、モバイル加入者特徴情報、ユーザ固有辞書、数字キーパッド変換、及び多
文字キーパッド変換のうちの少なくとも１つに部分的に基づくものとすることが可能であ
る。
【０７４０】
実施形態では、テキストを予測し、ボイス認識を使用してモバイル通信設備102に関連
するクエリ入力120設備で入力された検索クエリに前記テキストを関連づけることが可能

10

である。該予測テキストは、モバイル通信設備102情報、SMS変換、モバイル加入者特徴情
報、ユーザ固有辞書、数字キーパッド変換、及び多文字キーパッド変換のうちの少なくと
も１つに部分的に基づくものとすることが可能である。
【０７４１】
実施形態では、テキストを予測し、該テキストをモバイル通信設備102上で入力された
検索クエリに関連づけし、前記予測されたテキストに少なくとも基づく要求を検索アルゴ
リズム設備144を介して処理することが可能である。該予測テキストは、モバイル通信設
備102情報、SMS変換、モバイル加入者特徴情報、ユーザ固有辞書、数字キーパッド変換、
及び多文字キーパッド変換のうちの少なくとも１つに部分的に基づくものとすることが可
能である。

20

【０７４２】
実施形態では、テキストを予測し、該テキストをモバイル通信設備102上で入力された
検索クエリに関連づけし、該予測されたテキストに部分的に関連して配信設備から結果を
受信することが可能である。該予測テキストは、モバイル通信設備102情報、SMS変換、モ
バイル加入者特徴情報、ユーザ固有辞書、数字キーパッド変換、及び多文字キーパッド変
換のうちの少なくとも１つに部分的に基づくものとすることが可能である。
【０７４３】
実施形態では、テキストを予測し、該テキストを、少なくとも１つのモバイル加入者特
徴に部分的に基づいて、モバイル通信設備102上で入力された検索クエリに関連づけるこ
とが可能である。該モバイル加入者特徴112は、ロケーション、個人情報、ユーザのウェ
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ブ対話の履歴、又はロケーション及び時刻等の複数の特徴を含むことが可能である。該予
測テキストは、モバイル通信設備102情報、SMS変換、モバイル加入者特徴情報、ユーザ固
有辞書、数字キーパッド変換、及び多文字キーパッド変換のうちの少なくとも１つに少な
くとも部分的に基づくものとすることが可能である。
【０７４４】
実施形態では、テキストを予測し、該テキストをモバイル通信設備102上で入力された
検索クエリに関連づけることが可能であり、ここで、該予測されたテキストは、ロケーシ
ョンベースのサービスにより決定されるロケーションに部分的に基づくものである。その
関係は、少なくとも１つのクエリ入力120とロケーション及び時刻との関係とすることが
可能である。ロケーションは、GPSシステム又はセルラー電話の三角測量サービスにより
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提供することが可能である。予測テキストは、モバイル通信設備102情報、SMS変換、モバ
イル加入者特徴情報、ユーザ固有辞書、数字キーパッド変換、及び多文字キーパッド変換
のうちの少なくとも１つに部分的に基づくものとすることが可能である。
【０７４５】
実施形態では、テキストを予測し、該テキストをモバイル通信設備102上で入力された
検索クエリに関連づけることが可能であり、該予測されたテキストは、フィルタアルゴリ
ズム設備144に部分的に基づくものである。該アルゴリズム設備144は、協調フィルタとす
ることが可能であり（この場合、検索はオープンウェブ検索）、又は推薦システムとする
ことが可能である。予測テキストは、モバイル通信設備102情報、SMS変換、モバイル加入
者特徴情報、ユーザ固有辞書、数字キーパッド変換、及び多文字キーパッド変換のうちの
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少なくとも１つに部分的に基づくものとすることが可能である。
【０７４６】
実施形態では、テキストを予測し、及びモバイル通信設備102上で検索クエリを入力す
ることが可能であり、その結果は前記予測されたテキストに関連して結果設備148から生
成される。該予測テキストは、モバイル通信設備102情報、SMS変換、モバイル加入者特徴
情報、ユーザ固有辞書、数字キーパッド変換、及び多文字キーパッド変換のうちの少なく
とも１つに部分的に基づくものとすることが可能である。
【０７４７】
実施形態では、テキストを予測し、該テキストをモバイル通信設備102上で入力された
検索クエリに関連づけることが可能である。該予測テキストは、モバイル通信設備102情

10

報、SMS変換、モバイル加入者特徴情報、ユーザ固有辞書、数字キーパッド変換、及び多
文字キーパッド変換のうちの少なくとも１つに部分的に基づくものとすることが可能であ
る。
【０７４８】
実施形態では、テキストを予測し、該テキストをモバイル通信設備102上で入力された
検索クエリに関連づけることが可能であり、該予測されたテキストは、非曖昧化設備140
を介して処理することが可能である。クエリの非曖昧化は、モバイル通信設備102上で又
はサーバアプリケーション上で行うことが可能である。非曖昧化は、SMS変換、スペルチ
ェックアルゴリズム、スペルチェックテーブル、音声スペリングアルゴリズム、音声スペ
リングテーブル、又は数字キーパッドワード変換を伴うことが可能である。予測テキスト

20

は、モバイル通信設備102情報、SMS変換、モバイル加入者特徴情報、ユーザ固有辞書、数
字キーパッド変換、及び多文字キーパッド変換のうちの少なくとも１つに部分的に基づく
ものとすることが可能である。
【０７４９】
実施形態では、テキストを予測し、該テキストをモバイル通信設備102上で入力された
検索クエリに関連づけることが可能であり、該予測されたテキストは、モバイル通信設備
102上に存在するボイス認識設備160を介して入力された検索クエリに部分的に基づくもの
とすることが可能である。代替的に、ボイス認識設備160は、リモートサーバ上に存在す
ることが可能であり、又は部分的にモバイル通信設備102上に存在し且つ部分的にサーバ
上に存在することが可能である。予測テキストは、モバイル通信設備102情報、SMS変換、
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モバイル加入者特徴情報、ユーザ固有辞書、数字キーパッド変換、及び多文字キーパッド
変換のうちの少なくとも１つに部分的に基づくものとすることが可能である。
【０７５０】
実施形態では、テキストを予測し、該テキストをモバイル通信設備102上で入力された
検索クエリに関連づけることが可能であり、該予測されたテキストは、データ設備内に存
在するモバイル通信関連情報に部分的に基づくものとすることが可能である。この情報は
、モバイル通信設備102上にローカルに存在することが可能であり、又はリモートに（例
えばモバイル加入者特徴112データベース内に）格納することが可能である。該予測テキ
ストは、モバイル通信設備102情報、SMS変換、モバイル加入者特徴情報、ユーザ固有辞書
、数字キーパッド変換、及び多文字キーパッド変換のうちの少なくとも１つに部分的に基
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づくものとすることが可能である。
【０７５１】
実施形態では、テキストを予測し、該テキストをモバイル通信設備102上で入力された
検索クエリに関連づけることが可能であり、該予測されたテキストは、ペアレンタル・コ
ントロール・パラメータに部分的に基づくものである。ペアレンタル・コントロール150
は、サーバアプリケーションを介して又はモバイル通信設備102を介して調整することが
可能である。該予測テキストは、モバイル通信設備102情報、SMS変換、モバイル加入者特
徴情報、ユーザ固有辞書、数字キーパッド変換、及び多文字キーパッド変換のうちの少な
くとも１つに部分的に基づくものとすることが可能である。
【０７５２】
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実施形態では、テキストを予測し、該テキストをモバイル通信設備102上で入力された
検索クエリに関連づけることが可能であり、該予測されたテキストは、プライバシー152
パラメータに部分的に基づくものである。プライバシー設備152は、トランザクション中
の情報を保護するよう構成することが可能である。予測テキストは、モバイル通信設備10
2情報、SMS変換、モバイル加入者特徴情報、ユーザ固有辞書、数字キーパッド変換、及び
多文字キーパッド変換のうちの少なくとも１つに部分的に基づくものとすることが可能で
ある。
【０７５３】
実施形態では、テキストを予測し、該テキストをモバイル通信設備102上で入力された
検索クエリに関連づけし、及び該予測されたテキストに関連するトランザクションが可能

10

となるよう該予測されたテキストをトランザクション設備に関連づけることが可能である
。トランザクションセキュリティ設備154は、クエリ分類に関連するセキュアなトランザ
クションを可能とするよう構成することが可能である。トランザクションセキュリティ設
備154は、プライバシー152の保護を伴うことが可能であり、及びペアレンタル・コントロ
ール150、ディジタル著作権管理、又はアイデンティティ保護と連携して動作することが
可能である。予測テキストは、モバイル通信設備102情報、SMS変換、モバイル加入者特徴
情報、ユーザ固有辞書、数字キーパッド変換、及び多文字キーパッド変換のうちの少なく
とも１つに部分的に基づくものとすることが可能である。
【０７５４】
実施形態では、テキストを予測し、該テキストをモバイル通信設備102上で入力された
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検索クエリに関連づけることが可能であり、該予測されたテキストは、キャリアビジネス
ルール130に部分的に基づくものである。キャリアビジネスルール130は、ガーデン外コン
テンツ、スポンサー情報、又はオークションを提示する、ウォールド・ガーデン結果を含
むことが可能である。モバイル通信設備102に関する情報は、モバイル加入者特徴情報と
することが可能である。予測テキストは、モバイル通信設備102情報、SMS変換、モバイル
加入者特徴情報、ユーザ固有辞書、数字キーパッド変換、及び多文字キーパッド変換のう
ちの少なくとも１つに部分的に基づくものとすることが可能である。
【０７５５】
実施形態では、テキストを予測し、該テキストをモバイル通信設備102上で入力された
検索クエリに関連づけることが可能であり、該予測されたテキストは、スポンサー設備情
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報に部分的に基づくものである。スポンサー提供の結果は、ペイドインクルージョン結果
、オークション結果、又は（WAPサイト又は電話番号に関連する）ペイ・パー・クリック
結果とすることが可能である。スポンサー提供の結果のスポンサーは、モバイル通信設備
102の電話番号に関連する活動の結果として報酬を受けることが可能である。スポンサー
提供の結果の提示は、リンクとして形成することが可能であり、又は、テキストとして、
画像として、ビデオとして、又は対話型アプリケーションとして提示することが可能であ
る。コンテンツは、モバイル通信設備102用にフォーマットすることが可能であり、及び
ウェブページコンテンツ又はシンジケート広告用のリンクに関連するものとすることが可
能である。予測テキストは、モバイル通信設備102情報、SMS変換、モバイル加入者特徴情
報、ユーザ固有辞書、数字キーパッド変換、及び多文字キーパッド変換のうちの少なくと
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も１つに部分的に基づくものとすることが可能である。
【０７５６】
実施形態では、ボイス認識を使用してモバイル通信設備102上で検索クエリを入力し、
該検索クエリに関連する検索マーケティングのためのオークションを実行することが可能
である。該オークションの実行は、モバイル通信設備102に関する情報（例えば、モバイ
ル加入者特徴112、検索アルゴリズム設備144、個人用フィルタ、ペアレンタル・コントロ
ール150、又はキャリアビジネスルール130）の使用を伴うことが可能である。１つ又は２
つ以上の結果セットの表示は、スポンサーの結果を優先させ又は強調することが可能であ
る。
【０７５７】
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実施形態では、ボイス認識を使用してモバイル通信設備102上で検索クエリを入力し、
該検索クエリに少なくとも部分的に基づいて受信した結果に関連してトランザクションを
行うことが可能である。該トランザクションは、ユーザが、スポンサードリンク上をクリ
ックすることにより、又はダウンロード可能コンテンツの購入等の商取引を行うことによ
り、又は非経済的な取引を行うことにより、発生することが可能である。
【０７５８】
実施形態では、ボイス認識を使用してモバイル通信設備102上で検索クエリを入力し、
該検索クエリに部分的に基づいて結果を収集することが可能である。コンテンツ（例えば
、着信音コンテンツ、音楽コンテンツ、又はビデオコンテンツ）は、スパイダを介して収
集することが可能であり、及び高いレベルの収集された形態のカテゴリで提示することが

10

可能である。該スパイダは、モバイル通信設備102の能力とのコンテンツの互換性を判定
することが可能である。互換性の判定は、一連のモックモバイル通信設備102試行を実行
し、その結果を使用して好ましさを基準としてサイトから結果を抽出することにより行う
ことが可能である。該好ましさを基準とすることにより、WAP互換コンテンツサイトから
の抽出が最初に提供され、又は、モバイル通信設備102に関する情報に関連してコンテン
ツが収集されたコンテンツタイプサイトからの抽出が最初に提供される。
【０７５９】
実施形態では、ボイス認識を使用してモバイル通信設備102上で検索クエリを入力し、
該検索クエリに少なくとも部分的に基づいてアウトバウンドPCCマーケティングに関連す
る活動を実行することが可能である。
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【０７６０】
実施形態では、モバイル通信設備102に関する情報に少なくとも部分的に基づいて該モ
バイル通信設備102へ結果をダウンロードし、その後、ボイス認識を使用して検索クエリ
を入力して前記結果を受信することが可能である。予測テキストステップに続いて、モバ
イル通信設備102に付随する表示装置上に結果を提示することが可能である。提示される
コンテンツは、モバイル通信設備102のロケーションに関連する情報（例えば、レストラ
ン、エンターテイメント、劇場、及び開演時刻）とすることが可能である。情報はまた、
時刻、モバイル加入者特徴112、又はペアレンタル・コントロール150に関連するものとす
ることが可能である。コンテンツは、広告を含むことが可能であり、及びモバイル通信設
備102上に（例えばキャッシュメモリ内に）ローカルに格納し、及び時刻及び／又はモバ
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イル通信設備102のロケーションの変化に従って定期的に更新することが可能である。
【０７６１】
実施形態では、モバイル通信設備102上でボイス認識を介して入力された検索クエリに
関連する予測テキストに関してワイヤレスキャリアレポートを生成することが可能である
。該レポートは、検索結果の品質、キーワード管理、又は収入に関する情報を含むことが
可能であり、及び使用されるモバイル通信設備102のタイプによって分割することが可能
である。
【０７６２】
実施形態では、ボイス認識を使用してモバイル通信設備102上で検索クエリを入力する
ことが可能である。該ボイス・アクティベーションは、検索ボックス入力、ボタン、又は
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その他の適当なアクティベーション技術によって活動化させることが可能である。ボイス
認識設備160は、クエリ入力120設備を含むことが可能である。検索クエリは、検索アルゴ
リズム設備144、配信設備、及び／又は本書に記載する検索を処理するのに適した他の任
意の設備を介して処理することが可能である。検索クエリは、モバイル加入者特徴に関連
づけることが可能である。該モバイル加入者特徴112は、ロケーション、個人情報、ユー
ザのウェブ対話の履歴、又はロケーション及び時刻等の複数の特徴を含むことが可能であ
る。
【０７６３】
実施形態では、ボイス認識を使用してモバイル通信設備102上で検索クエリを入力する
ことが可能であり、該検索クエリは、ロケーションベースのサービスにより決定されるロ
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ケーションに関連づけることが可能である。その関係は、少なくとも１つのクエリ入力12
0とロケーション及び時刻との関係とすることも可能である。ロケーションは、GPSシステ
ム又はセルラー電話の三角測量サービスにより提供することが可能である。
【０７６４】
実施形態では、ボイス認識を使用してモバイル通信設備102上で検索クエリを入力する
ことが可能であり、該検索クエリは、フィルタアルゴリズム設備144に関連づけることが
可能である。該アルゴリズム設備144は、協調フィルタとすることが可能であり（この場
合、検索はオープンウェブ検索）、又は推薦システムとすることが可能である。
【０７６５】
実施形態では、ボイス認識を使用してモバイル通信設備102上で検索クエリを入力する

10

ことが可能であり、及び該検索クエリを結果設備148へ提示することが可能である。
【０７６６】
実施形態では、ボイス認識を使用してモバイル通信設備102上で検索クエリを入力する
ことが可能であり、及び該検索クエリをモバイルブラウザ設備を使用して処理することが
可能である。
【０７６７】
実施形態では、ボイス認識を使用してモバイル通信設備102上で検索クエリを入力する
ことが可能であり、及び該検索クエリを非曖昧化設備140を介して処理することが可能で
ある。クエリの非曖昧化は、モバイル通信設備102上で又はサーバアプリケーション上で
行うことが可能である。非曖昧化は、SMS変換、スペルチェックアルゴリズム、スペルチ

20

ェックテーブル、音声スペリングアルゴリズム、音声スペリングテーブル、又は数字キー
パッドワード変換を伴うことが可能である。
【０７６８】
実施形態では、モバイル通信設備102上に存在するボイス認識設備160を使用して該モバ
イル通信設備102上で検索クエリを入力することが可能である。代替的に、ボイス認識設
備160は、リモートサーバ上に存在することが可能であり、又は部分的にモバイル通信設
備102上に存在し且つ部分的にサーバ上に存在することが可能である。
【０７６９】
実施形態では、ボイス認識を使用してモバイル通信設備102上で検索クエリを入力する
ことが可能であり、そのボイス認識プロセスは、データ設備内に存在し得るモバイル通信

30

設備102に関する情報を使用する。この情報は、モバイル通信設備102上にローカルに存在
することが可能であり、又はリモートに（例えばモバイル加入者特徴112データベース内
に）格納することが可能である。
【０７７０】
実施形態では、ボイス認識を使用してモバイル通信設備102上で検索クエリを入力する
ことが可能であり、該検索クエリはペアレンタル・コントロール・パラメータに関連する
ものである。ペアレンタル・コントロール150は、サーバアプリケーションを介して又は
モバイル通信設備102を介して調整することが可能である。
【０７７１】
実施形態では、ボイス認識を使用してモバイル通信設備102上で検索クエリを入力する

40

ことが可能であり、該検索クエリは、プライバシー152パラメータに関連するものである
。該プライバシー設備152は、トランザクション中の情報を保護するよう構成することが
可能である。
【０７７２】
実施形態では、ボイス認識を使用してモバイル通信設備102上で検索クエリを入力する
ことが可能であり、該検索クエリは、セキュリティ設備に関連するものである。トランザ
クションセキュリティ設備154は、クエリ分類に関連するセキュアなトランザクションを
可能とするよう構成することが可能である。トランザクションセキュリティ154設備は、
プライバシー152の保護を伴うことが可能であり、及びペアレンタル・コントロール150、
ディジタル著作権管理、又はアイデンティティ保護と連携して動作することが可能である
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。
【０７７３】
実施形態では、ボイス認識を使用してモバイル通信設備102上で検索クエリを入力する
ことが可能であり、該検索クエリはキャリアビジネスルールに関連するものである。キャ
リアビジネスルール130は、ガーデン外コンテンツ、スポンサー情報、又はオークション
を提示する、ウォールド・ガーデン結果を含むことが可能である。モバイル通信設備102
に関する情報は、モバイル加入者特徴情報とすることが可能である。
【０７７４】
実施形態では、ボイス認識を使用してモバイル通信設備102上で検索クエリを入力する
ことが可能であり、該検索クエリはスポンサー設備に関連するものである。スポンサー提

10

供の結果は、ペイドインクルージョン結果、オークション結果、又は（WAPサイト又は電
話番号に関連する）ペイ・パー・クリック結果とすることが可能である。スポンサー提供
の結果のスポンサーは、モバイル通信設備102の電話番号に関連する活動の結果として報
酬を受けることが可能である。スポンサー提供の結果の提示は、リンクとして形成するこ
とが可能であり、又は、テキストとして、画像として、ビデオとして、又は対話型アプリ
ケーションとして提示することが可能である。コンテンツは、モバイル通信設備102用に
フォーマットすることが可能であり、及びウェブページコンテンツ又はシンジケート広告
用のリンクに関連するものとすることが可能である。
【０７７５】
実施形態では、モバイル通信設備102上でのスポンサードコンテンツの提示に関連して

20

検索マーケティングのためのオークションを実行することが可能であり、該スポンサード
コンテンツは、トランザクションに関連するものとなるよう構成されている。該トランザ
クションは、ユーザが、スポンサードリンク上をクリックすることにより、又はダウンロ
ード可能コンテンツの購入等の商取引を行うことにより、又は非経済的な取引を行うこと
により、発生することが可能である。
【０７７６】
実施形態では、モバイル通信設備102上でのスポンサードコンテンツの提示に関連して
検索マーケティングのためのオークションを実行することが可能であり、該スポンサード
コンテンツは、コンテンツの収集に関連するものである。コンテンツ（例えば、着信音コ
ンテンツ、音楽コンテンツ、又はビデオコンテンツ）は、スパイダを介して収集すること

30

が可能であり、及び高いレベルの収集された形態のカテゴリで提示することが可能である
。該スパイダは、モバイル通信設備102の能力とのコンテンツの互換性を判定することが
可能である。互換性の判定は、一連のモックモバイル通信設備102試行を実行し、その結
果を使用して好ましさを基準としてサイトから結果を抽出することにより行うことが可能
である。該好ましさを基準とすることにより、WAP互換コンテンツサイトからの抽出が最
初に提供され、又は、モバイル通信設備102に関する情報に関連してコンテンツが収集さ
れたコンテンツタイプサイトからの抽出が最初に提供される。
【０７７７】
実施形態では、モバイル通信設備102上でのスポンサードコンテンツの提示に関連して
検索マーケティングのためのオークションを実行することが可能であり、該スポンサード

40

コンテンツはPPCマーケティングに関連するものである。
【０７７８】
実施形態では、モバイル通信設備102上でのスポンサードコンテンツの提示に関連して
検索マーケティングのためのオークションを実行することが可能であり、該スポンサード
コンテンツをモバイル通信設備102へダウンロードし、その後、検索を実行し、次いでス
ポンサードコンテンツを提示することが可能である。提示されるコンテンツは、モバイル
通信設備102のロケーションに関連する情報（例えば、レストラン、エンターテイメント
、劇場、及び開演時刻）とすることが可能である。情報はまた、時刻、モバイル加入者特
徴112、又はペアレンタル・コントロール150に関連するものとすることが可能である。コ
ンテンツは、広告を含むことが可能であり、及びモバイル通信設備102上に（例えばキャ
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ッシュメモリ内に）ローカルに格納し、及び時刻及び／又はモバイル通信設備102のロケ
ーションの変化に従って定期的に更新することが可能である。
【０７７９】
実施形態では、モバイル通信設備102上でのスポンサードコンテンツの提示に関連する
検索マーケティングのためのオークションに関してワイヤレスキャリアレポートを生成す
ることが可能である。該レポートは、検索結果の品質、キーワード管理、又は収入に関す
る情報を含むことが可能であり、及び使用されるモバイル通信設備102のタイプによって
分割することが可能である。
【０７８０】
実施形態では、モバイル通信設備102上でのスポンサードコンテンツの提示に関連して

10

検索マーケティングのためのオークションを実行することが可能であり、該オークション
は、モバイル通信設備102上で検索ボックス内に入力された検索クエリに少なくとも部分
的に関連するものである。
【０７８１】
実施形態では、モバイル通信設備102上でのスポンサードコンテンツの提示に関連して
検索マーケティングのためのオークションを実行することが可能である。
【０７８２】
実施形態では、モバイル通信設備102上でのスポンサードコンテンツの提示に関連して
検索マーケティングのためのオークションを実行することが可能であり、該オークション
は、モバイル通信設備102上で入力された検索クエリに部分的に基づくものである。

20

【０７８３】
実施形態では、モバイル通信設備102上でのスポンサードコンテンツの提示に関連して
検索マーケティングのためのオークションを実行することが可能であり、該オークション
は、検索アルゴリズム設備144に部分的に関連するものである。該検索アルゴリズム設備1
44は検索アルゴリズムを生成することが可能であり、該検索アルゴリズムをオークション
設備へ提供することが可能である。
【０７８４】
実施形態では、モバイル通信設備102上でのスポンサードコンテンツの提示に関連して
検索マーケティングのためのオークションを実行することが可能であり、該オークション
の結果は、モバイル通信設備102に関連する配信設備を介して提供される。

30

【０７８５】
実施形態では、モバイル通信設備102上でのスポンサードコンテンツの提示に関連して
検索マーケティングのためのオークションを実行することが可能であり、該オークション
は、モバイル加入者特徴に関連するものである。該モバイル加入者特徴112は、ロケーシ
ョン、個人情報、ユーザのウェブ対話の履歴、又はロケーション及び時刻等の複数の特徴
を含むことが可能である。
【０７８６】
実施形態では、モバイル通信設備102上でのスポンサードコンテンツの提示に関連して
検索マーケティングのためのオークションを実行することが可能であり、該オークション
は、ロケーションベースのサービスにより決定されるようなロケーションに関連するもの

40

である。その関係は、少なくとも１つのクエリ入力120とロケーション及び時刻との関係
とすることが可能である。ロケーションは、GPSシステム又はセルラー電話の三角測量サ
ービスにより提供することが可能である。
【０７８７】
実施形態では、モバイル通信設備102上でのスポンサードコンテンツの提示に関連して
検索マーケティングのためのオークションを実行することが可能であり、該オークション
は、フィルタアルゴリズム設備144に関連するものである。該アルゴリズム設備144は、協
調フィルタとすることが可能であり（この場合、検索はオープンウェブ検索）、又は推薦
システムとすることが可能である。
【０７８８】
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実施形態では、モバイル通信設備102上でのスポンサードコンテンツの提示に関連して
検索マーケティングのためのオークションを実行することが可能であり、該オークション
により生成される結果は、結果設備148を介してモバイル通信設備102へ提示される。
【０７８９】
実施形態では、モバイル通信設備102上でのスポンサードコンテンツの提示に関連して
検索マーケティングのためのオークションを実行することが可能であり、該オークション
の結果は、モバイルブラウザ設備を介してモバイル通信設備102へ提示される。
【０７９０】
実施形態では、モバイル通信設備102上でのスポンサードコンテンツの提示に関連して
検索マーケティングのためのオークションを実行することが可能であり、該オークション

10

は、非曖昧化設備140を介してクエリが処理された結果である。クエリの非曖昧化は、モ
バイル通信設備102上で又はサーバアプリケーション上で行うことが可能である。非曖昧
化は、SMS変換、スペルチェックアルゴリズム、スペルチェックテーブル、音声スペリン
グアルゴリズム、音声スペリングテーブル、又は数字キーパッドワード変換を伴うことが
可能である。
【０７９１】
実施形態では、モバイル通信設備102上でのスポンサードコンテンツの提示に関連して
検索マーケティングのためのオークションを実行することが可能であり、該オークション
は、モバイル通信設備102上に存在するボイス認識設備160を介してクエリが処理された結
果である。代替的に、ボイス認識設備160は、リモートサーバ上に存在することが可能で

20

あり、又は部分的にモバイル通信設備102上に存在し且つ部分的にサーバ上に存在するこ
とが可能である。
【０７９２】
実施形態では、モバイル通信設備102上でのスポンサードコンテンツの提示に関連して
検索マーケティングのためのオークションを実行することが可能であり、該オークション
は、データ設備内に存在するモバイル通信設備102に関する情報に関連して実行される。
この情報は、モバイル通信設備102上にローカルに存在することが可能であり、又はリモ
ートに（例えばモバイル加入者特徴データベース112内に）格納することが可能である。
【０７９３】
実施形態では、モバイル通信設備102上でのスポンサードコンテンツの提示に関連して

30

検索マーケティングのためのオークションを実行することが可能であり、該オークション
は、ペアレンタル・コントロール・パラメータに関連するものである。ペアレンタル・コ
ントロール150は、サーバアプリケーションを介して又はモバイル通信設備102を介して調
整することが可能である。
【０７９４】
実施形態では、モバイル通信設備102上でのスポンサードコンテンツの提示に関連して
検索マーケティングのためのオークションを実行することが可能であり、該オークション
は、プライバシー152パラメータに関連するものである。
【０７９５】
実施形態では、モバイル通信設備102上でのスポンサードコンテンツの提示に関連して

40

検索マーケティングのためのオークションを実行することが可能であり、該オークション
はセキュリティ設備に関連するものである。トランザクションセキュリティ154設備は、
クエリ分類に関連するセキュアなトランザクションを可能とするよう構成することが可能
である。トランザクションセキュリティ設備154は、プライバシー152の保護を伴うことが
可能であり、及びペアレンタル・コントロール150、ディジタル著作権管理、又はアイデ
ンティティ保護と連携して動作することが可能である。
【０７９６】
実施形態では、モバイル通信設備102上でのスポンサードコンテンツの提示に関連して
検索マーケティングのためのオークションを実行することが可能であり、該オークション
はキャリアビジネスルールに関連するものである。キャリアビジネスルール130は、ガー
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デン外コンテンツ、スポンサー情報、又はオークションを提示する、ウォールド・ガーデ
ン結果を含むことが可能である。モバイル通信設備102に関する情報は、モバイル加入者
特徴情報とすることが可能である。
【０７９７】
実施形態では、モバイル通信設備102上でのスポンサードコンテンツの提示に関連して
検索マーケティングのためのオークションを実行することが可能であり、該オークション
は、スポンサー設備に関連するものである。スポンサー提供の結果は、ペイドインクルー
ジョン結果、オークション結果、又は（WAPサイト又は電話番号に関連する）ペイ・パー
・クリック結果とすることが可能である。スポンサー提供の結果のスポンサーは、モバイ
ル通信設備102の電話番号に関連する活動の結果として報酬を受けることが可能である。

10

スポンサー提供の結果の提示は、リンクとして形成することが可能であり、又は、テキス
トとして、画像として、ビデオとして、又は対話型アプリケーションとして提示すること
が可能である。コンテンツは、モバイル通信設備102用にフォーマットすることが可能で
あり、及びウェブページコンテンツ又はシンジケート広告用のリンクに関連するものとす
ることが可能である。
【０７９８】
実施形態では、モバイル通信設備102上でトランザクションを行うことが可能であり、
該トランザクションはモバイル通信情報に関する結果を収集することに関連するものであ
る。コンテンツ（例えば、着信音コンテンツ、音楽コンテンツ、又はビデオコンテンツ）
は、スパイダを介して収集することが可能であり、及び高いレベルの収集された形態のカ

20

テゴリで提示することが可能である。該スパイダは、モバイル通信設備102の能力とのコ
ンテンツの互換性を判定することが可能である。互換性の判定は、一連のモックモバイル
通信設備102試行を実行し、その結果を使用して好ましさを基準としてサイトから結果を
抽出することにより行うことが可能である。該好ましさを基準とすることにより、WAP互
換コンテンツサイトからの抽出が最初に提供され、又は、モバイル通信設備102に関する
情報に関連してコンテンツが収集されたコンテンツタイプサイトからの抽出が最初に提供
される。
【０７９９】
実施形態では、モバイル通信設備102上でPPCマーケティングに関するアクションを実行
することが可能であり、該PPCマーケティングはモバイル通信情報に関連するものである

30

。
【０８００】
実施形態では、モバイル通信設備102上でトランザクションを行うことが可能であり、
該トランザクションは、検索を見越してモバイル通信設備102へ以前にダウンロードした
コンテンツに関連するものである。該検索は暗黙的検索とすることが可能である。提示さ
れるコンテンツは、モバイル通信設備102のロケーションに関連する情報（例えば、レス
トラン、エンターテイメント、劇場、及び開演時刻）とすることが可能である。情報はま
た、時刻、モバイル加入者特徴112、又はペアレンタル・コントロール150に関連するもの
とすることが可能である。コンテンツは、広告を含むことが可能であり、及びモバイル通
信設備102上に（例えばキャッシュメモリ内に）ローカルに格納し、及び時刻及び／又は

40

モバイル通信設備102のロケーションの変化に従って定期的に更新することが可能である
。
【０８０１】
実施形態では、モバイル通信設備102上で行われたトランザクションに関連してワイヤ
レスキャリアレポートを生成することが可能である。該レポートは、検索結果の品質、キ
ーワード管理、又は収入に関する情報を含むことが可能であり、及び使用されるモバイル
通信設備102のタイプによって分割することが可能である。
【０８０２】
実施形態では、モバイル通信設備102上でトランザクションを行うことが可能であり、
該トランザクションは、モバイル通信情報に関連する結果に関連するものであり、及びモ
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バイル通信設備102に関連する検索ボックス中に入力されたクエリに部分的に関連するも
のである。
【０８０３】
実施形態では、モバイル通信設備102上でトランザクションを行うことが可能であり、
該トランザクションは、モバイル加入者特徴情報等のモバイル通信情報に部分的に関連す
るものである。
【０８０４】
実施形態では、モバイル通信設備102上でトランザクションを行うことが可能であり、
該トランザクションは、クエリ入力120設備に入力されたクエリに部分的に関連するもの
であり、及びモバイル加入者特徴情報等のモバイル通信情報に部分的に関連するものであ

10

る。
【０８０５】
実施形態では、モバイル通信設備102上でトランザクションを行うことが可能であり、
該トランザクションは、検索アルゴリズム設備144を介して取得された結果に部分的に関
連するものである。該検索アルゴリズム設備144は、検索の実行時にモバイル通信情報を
使用することが可能である。例えば、検索アルゴリズム設備144は、検索アルゴリズムを
生成してそれをオークション設備へ提供することが可能である。
【０８０６】
実施形態では、モバイル通信設備102上でトランザクションを行うことが可能であり、
該トランザクションは、配信設備のタイプに少なくとも部分的に関連するものである。

20

【０８０７】
実施形態では、モバイル通信設備102上でトランザクションを行うことが可能であり、
該トランザクションは、モバイル加入者特徴に少なくとも部分的に関連するものである。
該モバイル加入者特徴112は、ロケーション、個人情報、ユーザのウェブ対話の履歴、又
はロケーション及び時刻等の複数の特徴を含むことが可能である。
【０８０８】
実施形態では、モバイル通信設備102上でトランザクションを行うことが可能であり、
該トランザクションは、ロケーションベースのサービスにより決定されるロケーションに
関連するものである。その関係は、少なくとも１つのクエリ入力120とロケーション及び
時刻との関係とすることが可能である。ロケーションは、GPSシステム又はセルラー電話

30

の三角測量サービスにより提供することが可能である。
【０８０９】
実施形態では、モバイル通信設備102上でトランザクションを行うことが可能であり、
該トランザクションはフィルタアルゴリズム設備144に関連するものである。該アルゴリ
ズム設備144は、協調フィルタとすることが可能であり（この場合、検索はオープンウェ
ブ検索）、又は推薦システムとすることが可能である。
【０８１０】
実施形態では、モバイル通信設備102上でトランザクションを行うことが可能であり、
この場合、オークションにより生成された結果が結果設備148を介してモバイル通信設備1
02へ提示される。

40

【０８１１】
実施形態では、モバイル通信設備102上でトランザクションを行うことが可能であり、
該トランザクションは少なくともモバイルブラウザ設備及びモバイル通信設備102を介し
て処理される。
【０８１２】
実施形態では、モバイル通信設備102上でトランザクションを行うことが可能であり、
該トランザクションは、非曖昧化設備140を介して処理されたクエリの結果に少なくとも
部分的に関連するものである。クエリの非曖昧化は、モバイル通信設備102上で又はサー
バアプリケーション上で行うことが可能である。非曖昧化は、SMS変換、スペルチェック
アルゴリズム、スペルチェックテーブル、音声スペリングアルゴリズム、音声スペリング
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テーブル、又は数字キーパッドワード変換を伴うことが可能である。
【０８１３】
実施形態では、モバイル通信設備102上でトランザクションを行うことが可能であり、
該トランザクションは、モバイル通信設備102上に存在するボイス認識設備160を介して処
理されたクエリに関連するものである。代替的に、ボイス認識設備160は、リモートサー
バ上に存在することが可能であり、又は部分的にモバイル通信設備102上に存在し且つ部
分的にサーバ上に存在することが可能である。
【０８１４】
実施形態では、モバイル通信設備102上でトランザクションを行うことが可能であり、
該トランザクションは、データ設備内に存在し得るモバイル通信設備102に関する情報に

10

関連して実行される。この情報は、モバイル通信設備102上にローカルに存在することが
可能であり、又はリモートに（例えばモバイル加入者特徴データベース112内に）格納す
ることが可能である。
【０８１５】
実施形態では、モバイル通信設備102上でトランザクションを行うことが可能であり、
該トランザクションは、ペアレンタル・コントロール・パラメータに関連するものである
。ペアレンタル・コントロール150は、サーバアプリケーションを介して又はモバイル通
信設備102を介して調整することが可能である。
【０８１６】
実施形態では、通信設備上でトランザクションを行うことが可能であり、該トランザク

20

ションはプライバシー152パラメータに関連するものである。
【０８１７】
実施形態では、モバイル通信設備102上でトランザクションを行うことが可能であり、
該トランザクションはセキュリティ設備に関連するものである。トランザクションセキュ
リティ設備154は、クエリ分類に関連するセキュアなトランザクションを可能とするよう
構成することが可能である。トランザクションセキュリティ設備154は、プライバシー152
の保護を伴うことが可能であり、及びペアレンタル・コントロール150、ディジタル著作
権管理、又はアイデンティティ保護と連携して動作することが可能である。
【０８１８】
実施形態では、モバイル通信設備102上でトランザクションを行うことが可能であり、

30

該トランザクションはキャリアビジネスルールに関連するものである。キャリアビジネス
ルール130は、ガーデン外コンテンツ、スポンサー情報、又はオークションを提示する、
ウォールド・ガーデン結果を含むことが可能である。モバイル通信設備102に関する情報
は、モバイル加入者特徴情報とすることが可能である。
【０８１９】
実施形態では、モバイル通信設備102上でトランザクションを行うことが可能であり、
該トランザクションはスポンサー設備に関連するものである。スポンサー提供の結果は、
ペイドインクルージョン結果、オークション結果、又は（WAPサイト又は電話番号に関連
する）ペイ・パー・クリック結果とすることが可能である。スポンサー提供の結果のスポ
ンサーは、モバイル通信設備102の電話番号に関連する活動の結果として報酬を受けるこ

40

とが可能である。スポンサー提供の結果の提示は、リンクとして形成することが可能であ
り、又は、テキストとして、画像として、ビデオとして、又は対話型アプリケーションと
して提示することが可能である。コンテンツは、モバイル通信設備102用にフォーマット
することが可能であり、及びウェブページコンテンツ又はシンジケート広告用のリンクに
関連するものとすることが可能である。
【０８２０】
実施形態では、スポンサードリンクに関連してベンダを選択することが可能であり、及
び収集された結果に関連して該スポンサードリンクを提示することが可能である。更なる
リード（電話又はウェブリード等）を受容するオプションをベンダに提示することが可能
である。
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【０８２１】
実施形態では、モバイル通信設備102に関連して結果を収集することが可能であり、該
収集した結果をモバイル通信設備102へダウンロードし、該ダウンロードに次ぐ検索クエ
リの入力の結果として該収集した結果を該モバイル通信設備102のユーザへ提示すること
が可能である。該結果は暗黙的検索とすることが可能である。提示されるコンテンツは、
モバイル通信設備102のロケーションに関連する情報（例えば、レストラン、エンターテ
イメント、劇場、及び開演時刻）とすることが可能である。情報はまた、時刻、モバイル
加入者特徴112、又はペアレンタル・コントロール150に関連するものとすることが可能で
ある。コンテンツは、広告を含むことが可能であり、及びモバイル通信設備102上に（例
えばキャッシュメモリ内に）ローカルに格納し、及び時刻及び／又はモバイル通信設備10

10

2のロケーションの変化に従って定期的に更新することが可能である。
【０８２２】
実施形態では、モバイル通信設備102上で提示される収集された結果に関連してワイヤ
レスキャリアレポートを生成することが可能である。該レポートは、検索結果の品質、キ
ーワード管理、又は収入に関する情報を含むことが可能であり、及び使用されるモバイル
通信設備102のタイプによって分割することが可能である。
【０８２３】
実施形態では、モバイル通信設備102上で検索ボックス内に検索クエリが入力され、該
検索クエリに関連する結果を収集し、及び該収集した結果をモバイル通信設備102上に提
示することが可能である。該収集した結果は、結果を現すようアクティブ化させることが

20

可能な高レベルの記述子を含む収集された形態で提示することが可能である。アクティベ
ーションはリンクとすることが可能である。第２組の結果を収集してモバイル通信設備10
2上に提示することも可能である。該第２の収集された結果は、高レベルの記述子と共に
提示することが可能である。
【０８２４】
実施形態では、結果を収集し、該収集された結果を複数の収集された結果へとカテゴラ
イズすることが可能であり、該複数の収集された結果がモバイル通信設備102上で提示さ
れる。
【０８２５】
実施形態では、収集設備がモバイル通信設備102のクエリ入力120設備に関連することが

30

可能であり、該収集設備は、カテゴライズされ収集された結果を提示するよう構成される
。モバイル通信設備102は、該カテゴライズされた結果の選択を容易化し、及び該収集さ
れた結果内の個々の結果を現すように、構成することが可能である。該容易化はリンクの
提示を伴うことが可能である。
【０８２６】
実施形態では、検索アルゴリズム設備144に関連して検索クエリを生成することが可能
であり、該検索クエリに基づいて結果が取り出され、及び該結果がモバイル通信設備102
上での提示のために複数のカテゴリへと集約される。
【０８２７】
実施形態では、配信設備からコンテンツを配信することが可能であり、該コンテンツが

40

複数のカテゴリへと集約され、該カテゴリがモバイル通信設備102上で提示される。
【０８２８】
実施形態では、検索結果を複数のカテゴリへと集約するためのパラメータとして少なく
とも１つのモバイル加入者特徴を使用することが可能である。該モバイル加入者特徴112
は、ロケーション、個人情報、ユーザのウェブ対話の履歴、又はロケーション及び時刻等
の複数の特徴を含むことが可能である。
【０８２９】
実施形態では、検索結果を複数のカテゴリへと集約するためのパラメータとして、ロケ
ーションベースのサービスにより決定されるようなロケーションを使用することが可能で
ある。ロケーションは、GPSシステム又はセルラー電話の三角測量サービスにより提供す
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ることが可能である。
【０８３０】
実施形態では、検索クエリは、フィルタアルゴリズム設備144に関連して生成すること
が可能であり、該検索クエリに関連して結果が収集され、該収集された結果がモバイル通
信設備102上に提示される。該アルゴリズム設備144は、協調フィルタとすることが可能で
あり（この場合、検索はオープンウェブ検索）、又は推薦システムとすることが可能であ
る。収集された検索結果をアルゴリズム設備144を介してフィルタリングし、その結果を
モバイル通信設備102上に提示することが可能である。
【０８３１】
実施形態では、結果設備148によって結果を収集し生成することが可能であり、及び該

10

収集された結果をモバイル通信設備102上に提示することが可能であり、ここで、該結果
設備148は、該モバイル通信設備102に関する情報に関連して動作する。該モバイル通信設
備102に関する情報は、モバイル加入者特徴112情報とすることが可能である。
【０８３２】
実施形態では、結果を複数の結果のカテゴリへと集約し、該結果のカテゴリをモバイル
ブラウザ設備を介して提示することが可能である。
【０８３３】
実施形態では、結果は、非曖昧化設備140を介して処理された検索クエリに部分的に基
づいて収集することが可能である。クエリの非曖昧化は、モバイル通信設備102上で又は
サーバアプリケーション上で行うことが可能である。非曖昧化は、SMS変換、スペルチェ

20

ックアルゴリズム、スペルチェックテーブル、音声スペリングアルゴリズム、音声スペリ
ングテーブル、又は数字キーパッドワード変換を伴うことが可能である。
【０８３４】
実施形態では、結果は、モバイル通信設備102上に存在するボイス認識設備160を介して
処理された検索クエリに部分的に基づいて収集することが可能である。代替的に、ボイス
認識設備160は、リモートサーバ上に存在することが可能であり、又は部分的にモバイル
通信設備102上に存在し且つ部分的にサーバ上に存在することが可能である。
【０８３５】
実施形態では、結果は、モバイル通信設備102に関する情報に少なくとも部分的に基づ
いて収集することが可能であり、ここで、該情報はデータ設備内に存在する。この情報は

30

、モバイル通信設備102上にローカルに存在することが可能であり、又はリモートに（例
えばモバイル加入者特徴112データベース内に）格納することが可能である。
【０８３６】
実施形態では、検索結果は、複数のカテゴリへと集約することが可能であり、ここで、
該集約は、ペアレンタル・コントロール・パラメータに少なくとも部分的に基づくものと
することが可能であり、該集約された結果をモバイル通信設備102上に提示することが可
能である。ペアレンタル・コントロール150は、サーバアプリケーションを介して又はモ
バイル通信設備102を介して調整することが可能である。
【０８３７】
実施形態では、検索結果は、複数のカテゴリへと集約することが可能であり、ここで、

40

該集約は、プライバシー152コントロール・パラメータに少なくとも部分的に基づくもの
であり、該集約の結果がモバイル通信設備102上に提示される。
【０８３８】
実施形態では、検索結果は、複数のカテゴリへと集約することが可能であり、ここで、
該集約はトランザクションセキュリティ設備に関連するものであり、該集約の結果がモバ
イル通信設備102上に提示される。該トランザクションセキュリティ154設備は、クエリ分
類に関連するセキュアなトランザクションを可能とするよう構成することが可能である。
トランザクションセキュリティ154設備は、プライバシー152の保護を伴うことが可能であ
り、及びペアレンタル・コントロール150、ディジタル著作権管理、又はアイデンティテ
ィ保護と連携して動作することが可能である。
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【０８３９】
実施形態では、検索結果は、複数のカテゴリへと集約することが可能であり、ここで、
該集約は、キャリアビジネスルール130に少なくとも部分的に基づくものであり、該集約
の結果がモバイル通信設備102上に提示される。キャリアビジネスルール130は、ガーデン
外コンテンツ、スポンサー情報、又はオークションを提示する、ウォールド・ガーデン結
果を含むことが可能である。モバイル通信設備102に関する情報は、モバイル加入者特徴
情報とすることが可能である。
【０８４０】
実施形態では、検索結果は、複数のカテゴリへと集約することが可能であり、ここで、
該集約は、スポンサー設備に少なくとも部分的に基づくものであり、該集約の結果がモバ

10

イル通信設備102上に提示される。スポンサー提供の結果は、ペイドインクルージョン結
果、オークション結果、又は（WAPサイト又は電話番号に関連する）ペイ・パー・クリッ
ク結果とすることが可能である。スポンサー提供の結果のスポンサーは、モバイル通信設
備102の電話番号に関連する活動の結果として報酬を受けることが可能である。スポンサ
ー提供の結果の提示は、リンクとして形成することが可能であり、又は、テキストとして
、画像として、ビデオとして、又は対話型アプリケーションとして提示することが可能で
ある。コンテンツは、モバイル通信設備102用にフォーマットすることが可能であり、及
びウェブページコンテンツ又はシンジケート広告用のリンクに関連するものとすることが
可能である。
【０８４１】
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実施形態では、スポンサードリンクに関連してベンダを選択することが可能であり、該
スポンサードリンクを暗黙的検索に備えてモバイル通信設備102上へダウンロードするこ
とが可能である。電話又はウェブリード等の更なるリードを受容するオプションをベンダ
に提示することが可能である。提示されるコンテンツは、モバイル通信設備102のロケー
ションに関連する情報（例えば、レストラン、エンターテイメント、劇場、及び開演時刻
）とすることが可能である。情報はまた、時刻、モバイル加入者特徴112、又はペアレン
タル・コントロール150に関連するものとすることが可能である。コンテンツは、広告を
含むことが可能であり、及びモバイル通信設備102上に（例えばキャッシュメモリ内に）
ローカルに格納し、及び時刻及び／又はモバイル通信設備102のロケーションの変化に従
って定期的に更新することが可能である。

30

【０８４２】
実施形態では、アウトバウンドPPCマーケティング活動に関連してワイヤレスキャリア
レポートを生成することが可能である。該レポートは、検索結果の品質、キーワード管理
、又は収入に関する情報を含むことが可能であり、及び使用されるモバイル通信設備102
のタイプによって分割することが可能である。
【０８４３】
実施形態では、モバイル通信設備102に関連する検索ボックス内に検索クエリを入力し
、スポンサードリンクに関連してベンダを選択し、及び前記検索クエリに応じて前記スポ
ンサードリンクをモバイル通信設備102上に提示することが可能である。前記ベンダには
電話又はウェブリード等の更なるリードを受容するオプションを提示することが可能であ
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る。
【０８４４】
実施形態では、スポンサードリンクに関連してベンダを選択し、モバイル通信設備102
上に該スポンサードリンクを提示することが可能である。該ベンダには、電話又はウェブ
リード等の更なるリードを受容するオプションを提示することが可能であり、該ベンダは
、モバイル通信設備102に関連する情報によって部分的に選択することが可能である。
【０８４５】
実施形態では、スポンサードリンクに関連してベンダを選択し、クエリ入力120設備で
入力されたクエリに応じてモバイル通信設備102上に該スポンサードリンクを提示するこ
とが可能である。該ベンダには、電話又はウェブリード等の更なるリードを受容するオプ
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ションを提示することが可能である。
【０８４６】
実施形態では、検索アルゴリズム設備144に関連して検索を実行し、検索結果を選択し
、及び該検索結果にベンダを関連づけてスポンサードリンクを形成し、及び該スポンサー
ドリンクをモバイル通信設備102上で提示することが可能である。該ベンダには、電話又
はウェブリード等の更なるリードを受容するオプションを提示することが可能である。
【０８４７】
実施形態では、配信設備からコンテンツを配信し、該コンテンツにベンダを関連づけて
スポンサードリンクを形成し、該スポンサードリンクをモバイル通信設備102上で提示す
ることが可能である。

10

【０８４８】
実施形態では、スポンサードリンクに関連してベンダを選択することが可能であり、こ
こで、該選択は、少なくとも１つのモバイル加入者特徴に少なくとも部分的に基づくもの
であり、該スポンサードリンクをモバイル通信設備102上で提示することが可能である。
該ベンダには、電話又はウェブリード等の更なるリードを受容するオプションを提示する
ことが可能である。該モバイル加入者特徴112は、ロケーション、個人情報、ユーザのウ
ェブ対話の履歴、又はロケーション及び時刻等の複数の特徴を含むことが可能である。
【０８４９】
実施形態では、ロケーションベースの設備に関連して検索を実行し、検索結果を選択し
、該検索結果にベンダを関連づけてスポンサードリンクを形成し、該スポンサードリンク
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をモバイル通信設備102上で提示することが可能である。該ベンダには、電話又はウェブ
リード等の更なるリードを受容するオプションを提示することが可能である。ロケーショ
ンは、GPSシステム又はセルラー電話の三角測量サービスにより提供することが可能であ
る。
【０８５０】
実施形態では、フィルタアルゴリズム設備144に関連して検索を実行し、検索結果を選
択し、該検索結果にベンダを関連づけてスポンサードリンクを形成し、該スポンサードリ
ンクをモバイル通信設備102上で提示することが可能である。該ベンダには、電話又はウ
ェブリード等の更なるリードを受容するオプションを提示することが可能である。前記ア
ルゴリズム設備144は、協調フィルタとすることが可能であり（この場合、検索はオープ
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ンウェブ検索）、又は推薦システムとすることが可能である。
【０８５１】
実施形態では、結果設備から結果を生成し、該検索結果にベンダを関連づけてスポンサ
ードリンクを形成し、及び該スポンサードリンクをモバイル通信設備102上で提示するこ
とが可能である。該ベンダには、電話又はウェブリード等の更なるリードを受容するオプ
ションを提示することが可能である。
【０８５２】
実施形態では、モバイルブラウザ設備を使用して検索を実行し、検索結果を選択し、該
検索結果にベンダを関連づけてスポンサードリンクを形成し、該スポンサードリンクをモ
バイル通信設備102上で提示することが可能である。該ベンダには、電話又はウェブリー
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ド等の更なるリードを受容するオプションを提示することが可能である。
【０８５３】
実施形態では、非曖昧化設備140に関連して検索を実行し、検索結果を選択し、該検索
結果にベンダを関連づけてスポンサードリンクを形成し、該スポンサードリンクをモバイ
ル通信設備102上で提示することが可能である。該ベンダには、電話又はウェブリード等
の更なるリードを受容するオプションを提示することが可能である。クエリの非曖昧化は
、モバイル通信設備102上で又はサーバアプリケーション上で行うことが可能である。非
曖昧化は、SMS変換、スペルチェックアルゴリズム、スペルチェックテーブル、音声スペ
リングアルゴリズム、音声スペリングテーブル、又は数字キーパッドワード変換を伴うこ
とが可能である。
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【０８５４】
実施形態では、ボイス認識設備160に関連して検索を実行し、検索結果を選択し、該検
索結果にベンダを関連づけてスポンサードリンクを形成し、該スポンサードリンクをモバ
イル通信設備102上で提示することが可能である。該ベンダには、電話又はウェブリード
等の更なるリードを受容するオプションを提示することが可能である。ボイス認識設備16
0は、モバイル通信設備102上もしくはリモートサーバ上に存在することが可能であり、又
は部分的にモバイル通信設備102上に且つ部分的にリモートサーバ上に存在することが可
能である。
【０８５５】
実施形態では、モバイル通信設備102に関する情報に関連して検索を実行することが可
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能であり、ここで、該モバイル通信設備102に関する情報は、データ設備内に存在する。
検索結果を選択し、該検索結果にベンダを関連づけることにより、スポンサードリンクを
形成することが可能である。該スポンサードリンクはモバイル通信設備102上で提示する
ことが可能である。該ベンダには、電話又はウェブリード等の更なるリードを受容するオ
プションを提示することが可能である。この情報は、モバイル通信設備102上にローカル
に存在することが可能であり、又はリモートに（例えばモバイル加入者特徴112データベ
ース内に）格納することが可能である。
【０８５６】
実施形態では、ペアレンタル・コントロール・パラメータに関連して検索を実行し、検
索結果を選択し、該検索結果にベンダを関連づけてスポンサードリンクを形成し、該スポ
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ンサードリンクをモバイル通信設備102上で提示することが可能である。該ベンダには、
電話又はウェブリード等の更なるリードを受容するオプションを提示することが可能であ
る。ペアレンタル・コントロール・パラメータは、サーバアプリケーションを介して又は
モバイル通信設備102を介して調整することが可能である。
【０８５７】
実施形態では、プライバシー152設備に関連して検索を実行し、検索結果を選択し、該
検索結果にベンダを関連づけてスポンサードリンクを形成し、該スポンサードリンクをモ
バイル通信設備102上で提示することが可能である。該ベンダには、電話又はウェブリー
ド等の更なるリードを受容するオプションを提示することが可能である。
【０８５８】
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実施形態では、トランザクションセキュリティ154設備に関連して検索を実行し、検索
結果を選択し、該検索結果にベンダを関連づけてスポンサードリンクを形成し、該スポン
サードリンクをモバイル通信設備102上で提示することが可能である。該ベンダには、電
話又はウェブリード等の更なるリードを受容するオプションを提示することが可能である
。該トランザクションセキュリティ154設備は、クエリ分類に関連するセキュアなトラン
ザクションを可能とするよう構成することが可能である。該トランザクションセキュリテ
ィ154設備は、プライバシー152の保護を伴うことが可能であり、及びペアレンタル・コン
トロール150、ディジタル著作権管理、又はアイデンティティ保護と連携して動作するこ
とが可能である。
【０８５９】
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実施形態では、キャリアビジネスルール130に関連して検索を実行し、検索結果を選択
し、該検索結果にベンダを関連づけてスポンサードリンクを形成し、該スポンサードリン
クをモバイル通信設備102上で提示することが可能である。該ベンダには、電話又はウェ
ブリード等の更なるリードを受容するオプションを提示することが可能である。キャリア
ビジネスルール130は、ガーデン外コンテンツ、スポンサー情報、又はオークションを提
示する、ウォールド・ガーデン結果を含むことが可能である。モバイル通信設備102に関
する情報は、モバイル加入者特徴情報とすることが可能である。
【０８６０】
実施形態では、スポンサー設備に関連して検索を実行し、検索結果を選択し、該検索結
果にベンダを関連づけてスポンサードリンクを形成し、該スポンサードリンクをモバイル
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通信設備102上で提示することが可能である。該ベンダには、電話又はウェブリード等の
更なるリードを受容するオプションを提示することが可能である。スポンサー提供の結果
は、ペイドインクルージョン結果、オークション結果、又は（WAPサイト又は電話番号に
関連する）ペイ・パー・クリック結果とすることが可能である。スポンサー提供の結果の
スポンサーは、モバイル通信設備102の電話番号に関連する活動の結果として報酬を受け
ることが可能である。スポンサー提供の結果の提示は、リンクとして形成することが可能
であり、又は、テキストとして、画像として、ビデオとして、又は対話型アプリケーショ
ンとして提示することが可能である。コンテンツは、モバイル通信設備102用にフォーマ
ットすることが可能であり、及びウェブページコンテンツ又はシンジケート広告用のリン
クに関連するものとすることが可能である。
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【０８６１】
実施形態では、暗黙的検索結果に関連してワイヤレスキャリアレポートを生成すること
が可能である。該レポートは、（例えば、クリック活動及び関連する検索に基づく）暗黙
的検索の成功、検索結果の品質、キーワード管理、又は収入に関する情報を含むことが可
能であり、及び使用されるモバイル通信設備102のタイプによって分割することが可能で
ある。
【０８６２】
実施形態では、結果をモバイル通信設備102へダウンロードすることが可能であり、こ
こで、該結果は、該モバイル通信設備102に関する情報に部分的に基づいて選択される。
これに続いて、モバイル通信設備102上で検索を実行することが可能であり、該モバイル
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通信設備102上で検索ボックス中に入力された検索に応じて結果が提示される。モバイル
通信設備102に関する情報は、ロケーション及び時刻又はユーザインタフェイス等のモバ
イル加入者特徴情報とすることが可能である。該ユーザインタフェイスは、ダウンロード
する結果のタイプのユーザによる選択を容易化するよう構成することが可能であり、又は
自動的にダウンロードする結果を選択するための少なくとも１つのキーワード及びその他
の情報の選択を容易化するよう構成することが可能である。
【０８６３】
実施形態では、結果をモバイル通信設備102へダウンロードすることが可能であり、こ
こで、該結果は、該モバイル通信設備102に関する情報に少なくとも部分的に基づいて選
択される。これに続いて、モバイル通信設備102上で検索を実行することが可能であり、
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該モバイル通信設備102上で検索ボックス中に入力された検索に応じて結果が提示される
。
【０８６４】
実施形態では、結果をモバイル通信設備102へダウンロードすることが可能であり、こ
こで、該結果は、該モバイル通信設備102に関する情報に少なくとも部分的に基づいて選
択される。これに続いて、モバイル通信設備102上で検索を実行することが可能であり、
該モバイル通信設備102上で検索ボックス中に入力された検索に応じて結果が提示される
。
【０８６５】
実施形態では、結果をモバイル通信設備102へダウンロードすることが可能であり、こ
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こで、該結果は、検索アルゴリズム設備144に関連する情報に少なくとも部分的に基づい
て選択される。これに続いて、モバイル通信設備102上で検索を実行することが可能であ
り、該モバイル通信設備102上で検索ボックス中に入力された検索に応じて結果が提示さ
れる。
【０８６６】
実施形態では、結果をモバイル通信設備102へダウンロードすることが可能であり、こ
こで、該結果は、配信設備に関する情報に少なくとも部分的に基づいて選択される。これ
に続いて、モバイル通信設備102上で検索を実行することが可能であり、該モバイル通信
設備102上で検索ボックス中に入力された検索に応じて結果が提示される。
【０８６７】
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実施形態では、結果をモバイル通信設備102へダウンロードすることが可能であり、こ
こで、該結果は、モバイル加入者特徴に関する情報に少なくとも部分的に基づいて選択さ
れる。これに続いて、モバイル通信設備102上で検索を実行することが可能であり、該モ
バイル通信設備102上で検索ボックス中に入力された検索に応じて結果が提示される。該
モバイル加入者特徴112は、ロケーション、個人情報、ユーザのウェブ対話の履歴、又は
ロケーション及び時刻等の複数の特徴を含むことが可能である。
【０８６８】
実施形態では、結果をモバイル通信設備102へダウンロードすることが可能であり、こ
こで、該結果は、ロケーションベースのサービスにより決定されるようなロケーションに
関する情報に部分的に基づいて選択される。ロケーションは、GPSシステム又はセルラー
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電話の三角測量サービスにより提供することが可能である。これに続いて、モバイル通信
設備102上で検索を実行することが可能であり、該モバイル通信設備102上で検索ボックス
中に入力された検索に応じて結果が提示される。
【０８６９】
実施形態では、結果をモバイル通信設備102へダウンロードすることが可能であり、こ
こで、該結果は、フィルタアルゴリズム設備144に関する情報に少なくとも部分的に基づ
いて選択される。該アルゴリズム設備144は、協調フィルタとすることが可能であり（こ
の場合、検索はオープンウェブ検索）、又は推薦システムとすることが可能である。これ
に続いて、モバイル通信設備102上で検索を実行することが可能であり、該モバイル通信
設備102上で検索ボックス中に入力された検索に応じて結果が提示される。
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【０８７０】
実施形態では、結果をモバイル通信設備102へダウンロードすることが可能であり、こ
こで、該結果は、結果設備148に関する情報に少なくとも部分的に基づいて選択される。
これに続いて、モバイル通信設備102上で検索を実行することが可能であり、該モバイル
通信設備102上で検索ボックス中に入力された検索に応じて結果が提示される。
【０８７１】
実施形態では、結果をモバイル通信設備102へダウンロードすることが可能であり、こ
こで、該結果は、モバイル通信設備102に関する情報に少なくとも部分的に基づいて選択
される。これに続いて、モバイル通信設備102上で検索を実行することが可能であり、該
モバイル通信設備102上で検索ボックス中に入力された検索に応じて結果が提示される。
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該提示は、モバイルブラウザ設備により容易化することが可能である。
【０８７２】
実施形態では、結果をモバイル通信設備102へダウンロードすることが可能であり、こ
こで、該結果は、モバイル通信設備102に関する情報に少なくとも部分的に基づいて選択
される。これに続いて、モバイル通信設備102上で検索を実行することが可能であり、非
曖昧化された検索に応じて結果が提示される。クエリの非曖昧化は、モバイル通信設備10
2上で又はサーバアプリケーション上で行うことが可能である。非曖昧化は、SMS変換、ス
ペルチェックアルゴリズム、スペルチェックテーブル、音声スペリングアルゴリズム、音
声スペリングテーブル、又は数字キーパッドワード変換を伴うことが可能である。
【０８７３】

40

実施形態では、結果をモバイル通信設備102へダウンロードすることが可能であり、こ
こで、該結果は、モバイル通信設備102のボイス認識設備160に関する情報に部分的に基づ
いて選択される。これに続いて、モバイル通信設備102上で検索を実行することが可能で
あり、該検索に応じて結果が提示される。ボイス認識設備160は、モバイル通信設備102上
もしくはリモートサーバ上に存在することが可能であり、又は部分的にモバイル通信設備
102上に且つ部分的にリモートサーバ上に存在することが可能である。
【０８７４】
実施形態では、結果をモバイル通信設備102へダウンロードすることが可能であり、こ
こで、該結果は、モバイル通信設備102に関する情報に部分的に基づいて選択される。こ
の情報は、モバイル通信設備102上にローカルに存在することが可能であり、又はリモー
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トに（例えばモバイル加入者特徴112データベース内に）格納することが可能である。こ
れに続いて、モバイル通信設備102上で検索を実行することが可能であり、該検索に応じ
て結果が提示される。
【０８７５】
実施形態では、結果をモバイル通信設備102へダウンロードすることが可能であり、こ
こで、該結果は、ペアレンタル・コントロール・パラメータに関する情報に部分的に基づ
いて選択される。該ペアレンタル・コントロール・パラメータは、サーバアプリケーショ
ンを介して又はモバイル通信設備102を介して調整することが可能である。これに続いて
、モバイル通信設備102上で検索を実行することが可能であり、該検索に応じて結果が提
示される。

10

【０８７６】
実施形態では、結果をモバイル通信設備102へダウンロードすることが可能であり、こ
こで、該結果は、プライバシー152パラメータに関する情報に部分的に基づいて選択され
る。
【０８７７】
実施形態では、結果をモバイル通信設備102へダウンロードすることが可能であり、こ
こで、該結果は、モバイル通信設備102に関する情報に部分的に基づいて選択される。該
モバイル通信設備102上で検索を実行することが可能であり、その結果はトランザクショ
ンセキュリティ設備154に関連するものとなる。該トランザクションセキュリティ154設備
は、プライバシー152の保護を伴うことが可能であり、及びペアレンタル・コントロール1

20

50、ディジタル著作権管理、又はアイデンティティ保護と連携して動作することが可能で
ある。
【０８７８】
実施形態では、結果をモバイル通信設備102へダウンロードすることが可能であり、こ
こで、該結果は、キャリアビジネスルール130に関する情報に少なくとも部分的に基づい
て選択され、モバイル通信設備102上で検索が実行され、該検索に応じて結果が提示され
る。キャリアビジネスルール130は、ガーデン外コンテンツ、スポンサー情報、又はオー
クションを提示する、ウォールド・ガーデン結果を含むことが可能である。モバイル通信
設備102に関する情報は、モバイル加入者特徴情報とすることが可能である。
【０８７９】

30

実施形態では、結果をモバイル通信設備102へダウンロードすることが可能であり、こ
こで、該結果は、スポンサー設備に関する情報に少なくとも部分的に基づいて選択され、
モバイル通信設備102上で検索が実行され、該検索に応じて結果が提示される。スポンサ
ー提供の結果は、ペイドインクルージョン結果、オークション結果、又は（WAPサイト又
は電話番号に関連する）ペイ・パー・クリック結果とすることが可能である。スポンサー
提供の結果のスポンサーは、モバイル通信設備102の電話番号に関連する活動の結果とし
て報酬を受けることが可能である。スポンサー提供の結果の提示は、リンクとして形成す
ることが可能であり、又は、テキストとして、画像として、ビデオとして、又は対話型ア
プリケーションとして提示することが可能である。コンテンツは、モバイル通信設備102
用にフォーマットすることが可能であり、及びウェブページコンテンツ又はシンジケート

40

広告用のリンクに関連するものとすることが可能である。
【０８８０】
実施形態では、モバイル通信設備上で検索ボックス中に検索クエリを入力して、シンジ
ケート広告結果を生成させることが可能である。該シンジケート広告結果は、スポンサー
ドリンクとしてモバイル通信設備102上で表示することが可能である。シンジケート広告
は、スポンサー間のオークションに基づく結果セット内に配置し及び該結果セット内で優
先順位付けすることが可能である。更に、前記オークションは、モバイル通信設備102に
関する情報（例えば、モバイル加入者特徴112）に関連するものとすることが可能である
。
【０８８１】
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実施形態では、シンジケート広告結果は、スポンサードリンクとしてモバイル通信設備
102上で表示することが可能である。シンジケート広告は、スポンサー間のオークション
に基づく結果セット内に配置し及び該結果セット内で優先順位付けすることが可能である
。更に、前記オークションは、モバイル通信設備102に関する情報（例えば、モバイル加
入者特徴112）に関連するものとすることが可能である。
【０８８２】
実施形態では、モバイル通信設備上でクエリ入力120設備内に検索クエリを入力して、
シンジケート広告結果を生成させることが可能である。該シンジケート広告結果は、スポ
ンサードリンクとしてモバイル通信設備102上で表示することが可能である。シンジケー
ト広告は、スポンサー間のオークションに基づく結果セット内に配置し及び該結果セット

10

内で優先順位付けすることが可能である。更に、前記オークションは、モバイル通信設備
102に関する情報（例えば、モバイル加入者特徴112）に関連するものとすることが可能で
ある。
【０８８３】
実施形態では、シンジケート広告結果をモバイル通信設備102上で生成することが可能
であり、ここで、該シンジケート広告結果は検索アルゴリズム設備144に関連して生成さ
れる。該シンジケート広告結果は、スポンサードリンクとしてモバイル通信設備102上で
表示することが可能である。シンジケート広告は、スポンサー間のオークションに基づく
結果セット内に配置し及び該結果セット内で優先順位付けすることが可能である。更に、
前記オークションは、モバイル通信設備102に関する情報（例えば、モバイル加入者特徴1

20

12）に関連するものとすることが可能である。
【０８８４】
実施形態では、シンジケート広告結果をモバイル通信設備102上で生成することが可能
であり、ここで、該シンジケート広告結果は配信設備に関連して生成される。該シンジケ
ート広告結果は、スポンサードリンクとしてモバイル通信設備102上で表示することが可
能である。シンジケート広告は、スポンサー間のオークションに基づく結果セット内に配
置し及び該結果セット内で優先順位付けすることが可能である。更に、前記オークション
は、モバイル通信設備102に関する情報（例えば、モバイル加入者特徴112）に関連するも
のとすることが可能である。
【０８８５】

30

実施形態では、シンジケート広告結果をモバイル通信設備102上で生成することが可能
であり、ここで、該シンジケート広告結果はモバイル加入者特徴情報に関連して生成され
る。該シンジケート広告結果は、スポンサードリンクとしてモバイル通信設備102上で表
示することが可能である。シンジケート広告は、スポンサー間のオークションに基づく結
果セット内に配置し及び該結果セット内で優先順位付けすることが可能である。更に、前
記オークションは、モバイル通信設備102に関する情報（例えば、モバイル加入者特徴112
）に関連するものとすることが可能である。モバイル加入者特徴112は、ロケーション、
個人情報、ユーザのウェブ対話の履歴、又はロケーション及び時刻等の複数の特徴を含む
ことが可能である。
【０８８６】
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実施形態では、シンジケート広告結果をモバイル通信設備102上で生成することが可能
であり、ここで、該シンジケート広告結果は、ロケーションベースのサービスの利用を介
して決定されるようなロケーションに関連して生成される。該シンジケート広告結果は、
スポンサードリンクとしてモバイル通信設備102上で表示することが可能である。シンジ
ケート広告は、スポンサー間のオークションに基づく結果セット内に配置し及び該結果セ
ット内で優先順位付けすることが可能である。更に、該オークションは、モバイル通信設
備102に関する情報（例えば、モバイル加入者特徴112）に関連するものとすることが可能
である。ロケーションは、GPSシステム又はセルラー電話の三角測量サービスにより提供
することが可能である。
【０８８７】
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実施形態では、シンジケート広告結果をモバイル通信設備102上で生成することが可能
であり、ここで、該シンジケート広告結果は、フィルタアルゴリズム設備144に関連して
生成される。該シンジケート広告結果は、スポンサードリンクとしてモバイル通信設備10
2上で表示することが可能である。シンジケート広告は、スポンサー間のオークションに
基づく結果セット内に配置し及び該結果セット内で優先順位付けすることが可能である。
更に、該オークションは、モバイル通信設備102に関する情報（例えば、モバイル加入者
特徴112）に関連するものとすることが可能である。該アルゴリズム設備144は、協調フィ
ルタとすることが可能であり（この場合、検索はオープンウェブ検索）、又は推薦システ
ムとすることが可能である。
【０８８８】

10

実施形態では、シンジケート広告結果をモバイル通信設備102上で生成することが可能
であり、ここで、該シンジケート広告結果は、結果設備148に関連して生成される。該シ
ンジケート広告結果は、スポンサードリンクとしてモバイル通信設備102上で表示するこ
とが可能である。シンジケート広告は、スポンサー間のオークションに基づく結果セット
内に配置し及び該結果セット内で優先順位付けすることが可能である。更に、該オークシ
ョンは、モバイル通信設備102に関する情報（例えば、モバイル加入者特徴112）に関連す
るものとすることが可能である。
【０８８９】
実施形態では、シンジケート広告結果をモバイル通信設備102上で生成することが可能
であり、ここで、該シンジケート広告結果は、モバイルブラウザ設備に関連して生成され
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る。該シンジケート広告結果は、スポンサードリンクとしてモバイル通信設備102上で表
示することが可能である。シンジケート広告は、スポンサー間のオークションに基づく結
果セット内に配置し及び該結果セット内で優先順位付けすることが可能である。更に、該
オークションは、モバイル通信設備102に関する情報（例えば、モバイル加入者特徴112）
に関連するものとすることが可能である。
【０８９０】
実施形態では、シンジケート広告結果をモバイル通信設備102上で生成することが可能
であり、ここで、該シンジケート広告結果は、非曖昧化設備140を介して処理された検索
クエリに関連して生成される。該シンジケート広告結果は、スポンサードリンクとしてモ
バイル通信設備102上で表示することが可能である。シンジケート広告は、スポンサー間

30

のオークションに基づく結果セット内に配置し及び該結果セット内で優先順位付けするこ
とが可能である。更に、該オークションは、モバイル通信設備102に関する情報（例えば
、モバイル加入者特徴112）に関連するものとすることが可能である。クエリの非曖昧化
は、モバイル通信設備102上で又はサーバアプリケーション上で行うことが可能である。
非曖昧化は、SMS変換、スペルチェックアルゴリズム、スペルチェックテーブル、音声ス
ペリングアルゴリズム、音声スペリングテーブル、又は数字キーパッドワード変換を伴う
ことが可能である。
【０８９１】
実施形態では、シンジケート広告結果をモバイル通信設備102上で生成することが可能
であり、ここで、該シンジケート広告結果は、ボイス認識設備160を介して入力されたク
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エリに関連して生成される。該シンジケート広告結果は、スポンサードリンクとしてモバ
イル通信設備102上で表示することが可能である。シンジケート広告は、スポンサー間の
オークションに基づく結果セット内に配置し及び該結果セット内で優先順位付けすること
が可能である。更に、該オークションは、モバイル通信設備102に関する情報（例えば、
モバイル加入者特徴112）に関連するものとすることが可能である。ボイス認識設備160は
、モバイル通信設備102上もしくはリモートサーバ上に存在することが可能であり、又は
部分的にモバイル通信設備102上に且つ部分的にリモートサーバ上に存在することが可能
である。
【０８９２】
実施形態では、シンジケート広告結果をモバイル通信設備102上で生成することが可能
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であり、ここで、該シンジケート広告結果は、モバイル通信設備102に関する情報に関連
して生成される。該モバイル通信設備102に関する情報は、データ設備内に格納すること
が可能である。該シンジケート広告結果は、スポンサードリンクとしてモバイル通信設備
102上で表示することが可能である。シンジケート広告は、スポンサー間のオークション
に基づく結果セット内に配置し及び該結果セット内で優先順位付けすることが可能である
。更に、該オークションは、モバイル通信設備102に関する情報（例えば、モバイル加入
者特徴112）に関連するものとすることが可能である。このモバイル通信設備102に関する
情報は、モバイル通信設備102上にローカルに存在することが可能であり、又はリモート
に（例えばモバイル加入者特徴112データベース内に）格納することが可能である。
【０８９３】

10

実施形態では、シンジケート広告結果をモバイル通信設備102上で生成することが可能
であり、ここで、該シンジケート広告結果は、ペアレンタル・コントロール・パラメータ
に関連して生成される。該シンジケート広告結果は、スポンサードリンクとしてモバイル
通信設備102上で表示することが可能である。シンジケート広告は、スポンサー間のオー
クションに基づく結果セット内に配置し及び該結果セット内で優先順位付けすることが可
能である。更に、該オークションは、モバイル通信設備102に関する情報（例えば、モバ
イル加入者特徴112）に関連するものとすることが可能である。ペアレンタル・コントロ
ール・パラメータは、サーバアプリケーションを介して又はモバイル通信設備102を介し
て調整することが可能である。
【０８９４】

20

実施形態では、シンジケート広告結果をモバイル通信設備102上で生成することが可能
であり、ここで、該シンジケート広告結果は、プライバシー152設備に関連して生成され
る。該シンジケート広告結果は、スポンサードリンクとしてモバイル通信設備102上で表
示することが可能である。シンジケート広告は、スポンサー間のオークションに基づく結
果セット内に配置し及び該結果セット内で優先順位付けすることが可能である。更に、該
オークションは、モバイル通信設備102に関する情報（例えば、モバイル加入者特徴112）
に関連するものとすることが可能である。プライバシー設備152は、セキュアな検索トラ
ンザクション及びセキュアな経済取引を可能にするよう構成することが可能である。
【０８９５】
実施形態では、シンジケート広告結果をモバイル通信設備102上で生成することが可能
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であり、ここで、該シンジケート広告結果は、トランザクションセキュリティ154設備に
関連するものである。該シンジケート広告結果は、スポンサードリンクとしてモバイル通
信設備102上で表示することが可能である。シンジケート広告は、スポンサー間のオーク
ションに基づく結果セット内に配置し及び該結果セット内で優先順位付けすることが可能
である。更に、該オークションは、モバイル通信設備102に関する情報（例えば、モバイ
ル加入者特徴112）に関連するものとすることが可能である。トランザクションセキュリ
ティ154設備は、プライバシー152の保護を伴うことが可能であり、及びペアレンタル・コ
ントロール150、ディジタル著作権管理、又はアイデンティティ保護と連携して動作する
ことが可能である。
【０８９６】
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実施形態では、シンジケート広告結果をモバイル通信設備102上で生成することが可能
であり、ここで、該シンジケート広告結果は、キャリアのビジネスルールに関連して生成
される。該シンジケート広告結果は、スポンサードリンクとしてモバイル通信設備102上
で表示することが可能である。シンジケート広告は、スポンサー間のオークションに基づ
く結果セット内に配置し及び該結果セット内で優先順位付けすることが可能である。更に
、該オークションは、モバイル通信設備102に関する情報（例えば、モバイル加入者特徴1
12）に関連するものとすることが可能である。キャリアビジネスルール130は、ガーデン
外コンテンツ、スポンサー情報、又はオークションを提示する、ウォールド・ガーデン結
果を含むことが可能である。モバイル通信設備102に関する情報は、モバイル加入者特徴
情報とすることが可能である。
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【０８９７】
実施形態では、シンジケート広告結果をモバイル通信設備102上で生成することが可能
であり、ここで、該シンジケート広告結果は、スポンサー設備に関連して生成される。該
シンジケート広告結果は、スポンサードリンクとしてモバイル通信設備102上で表示する
ことが可能である。シンジケート広告は、スポンサー間のオークションに基づく結果セッ
ト内に配置し及び該結果セット内で優先順位付けすることが可能である。更に、該オーク
ションは、モバイル通信設備102に関する情報（例えば、モバイル加入者特徴112）に関連
するものとすることが可能である。スポンサー提供の結果は、ペイドインクルージョン結
果、オークション結果、又は（WAPサイト又は電話番号に関連する）ペイ・パー・クリッ
ク結果とすることが可能である。スポンサー提供の結果のスポンサーは、モバイル通信設

10

備102の電話番号に関連する活動の結果として報酬を受けることが可能である。スポンサ
ー提供の結果の提示は、リンクとして形成することが可能であり、又は、テキストとして
、画像として、ビデオとして、又は対話型アプリケーションとして提示することが可能で
ある。コンテンツは、モバイル通信設備102用にフォーマットすることが可能であり、及
びウェブページコンテンツ又はシンジケート広告用のリンクに関連するものとすることが
可能である。
【０８９８】
実施形態では、検索クエリ入力120設備は、モバイル通信設備102に関連するものである
ことが可能であり、ここで、該検索クエリ入力120設備は更に、モバイル通信設備102に関
する情報（モバイル加入者特徴情報等）に関連するものである。
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【０８９９】
実施形態では、検索アルゴリズム設備144は、モバイル通信設備102に関連するものであ
ることが可能であり、ここで、該検索アルゴリズム設備144は更に、モバイル通信設備102
に関する情報に関連するものである。
【０９００】
実施形態では、結果配信設備は、モバイル通信設備102に関連するものであることが可
能であり、ここで、該配信設備は更に、モバイル通信設備102に関する情報に関連するも
のである。
【０９０１】
実施形態では、モバイル通信設備102上で検索を実行することが可能であり、ここで、
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該検索は、モバイル加入者特徴に少なくとも部分的に基づくものである。該モバイル加入
者特徴112は、ロケーション、個人情報、ユーザのウェブ対話の履歴、又はロケーション
及び時刻等の複数の特徴を含むことが可能である。
【０９０２】
実施形態では、モバイル通信設備102上で検索を実行することが可能であり、ここで、
該検索は、ロケーションベースのサービスにより決定されるようなロケーションに少なく
とも部分的に基づくものである。ロケーションは、GPSシステム又はセルラー電話の三角
測量サービスにより提供することが可能である。
【０９０３】
実施形態では、モバイル通信設備102上で検索を実行することが可能であり、ここで、
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該検索は、ロケーションベースのサービスにより決定されるようなロケーションに部分的
に基づくものである。ロケーションは、GPSシステム又はセルラー電話の三角測量サービ
スにより提供することが可能である。また、モバイル通信設備102上で検索を実行するこ
とが可能であり、ここで、該検索は、フィルタアルゴリズム設備144に少なくとも部分的
に基づくものである。該アルゴリズム設備144は、協調フィルタとすることが可能であり
（この場合、検索はオープンウェブ検索）、又は推薦システムとすることが可能である。
【０９０４】
実施形態では、結果設備148は、モバイル通信設備102に関連するものであることが可能
であり、ここで、該結果設備148は、モバイル通信設備102に関する情報に部分的に基づい
て結果を生成するよう構成されている。
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【０９０５】
実施形態では、モバイルブラウザ設備は、モバイル通信設備102に関連するものである
ことが可能であり、ここで、該モバイルブラウザ設備は、モバイル通信設備102に関する
情報に部分的に基づいて結果の選択を容易化するよう構成されている。
【０９０６】
実施形態では、非曖昧化設備140は、モバイル通信設備102に関連するものであることが
可能である。クエリの非曖昧化は、モバイル通信設備102上で又はサーバアプリケーショ
ン上で行うことが可能である。非曖昧化は、SMS変換、スペルチェックアルゴリズム、ス
ペルチェックテーブル、音声スペリングアルゴリズム、音声スペリングテーブル、又は数
字キーパッドワード変換を伴うことが可能である。
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【０９０７】
実施形態では、ボイス認識検索クエリ入力120設備は、モバイル通信設備102に関連する
ものであることが可能である。ボイス認識設備160は、モバイル通信設備102上もしくはリ
モートサーバ上に存在することが可能であり、又は部分的にモバイル通信設備102上に且
つ部分的にリモートサーバ上に存在することが可能である。
【０９０８】
実施形態では、データ設備は、モバイル通信設備102に関連するものであることが可能
であり、ここで、該データ設備は、モバイル通信設備102に関する情報を格納し、及び該
データ設備は、モバイル通信設備102への検索結果の提供に関連してアクセスされるよう
構成されている。該データ設備は、モバイル通信設備102上にローカルに存在することが
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可能であり、又はリモートに（例えばモバイル加入者特徴112データベース内に）格納す
ることが可能である。
【０９０９】
実施形態では、ペアレンタル・コントロール設備は、モバイル通信設備102に関連する
ものであることが可能である。ペアレンタル・コントロール・パラメータは、サーバアプ
リケーションを介して又はモバイル通信設備102を介して調整することが可能である。
【０９１０】
実施形態では、プライバシー設備152は、モバイル通信設備102に関連するものであるこ
とが可能である。該プライバシー設備152は、セキュアな検索トランザクション及びセキ
ュアな経済取引を提供するよう構成することが可能である。
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【０９１１】
実施形態では、トランザクションセキュリティ設備154は、モバイル通信設備102に関連
するものであることが可能であり、ここで、該トランザクションセキュリティ設備154は
、モバイル通信設備102上で取得された検索結果に関連するセキュアなトランザクション
を提供するよう構成される。該トランザクションセキュリティ設備154は、プライバシー1
52の保護を伴うことが可能であり、及びペアレンタル・コントロール150、ディジタル著
作権管理、又はアイデンティティ保護と連携して動作することが可能である。
【０９１２】
実施形態では、キャリアビジネスルール設備は、モバイル通信設備102に関連するもの
であることが可能であり、ここで、該キャリアビジネスルール設備は、モバイル通信設備
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102へ検索結果を提供するプロセスにおいてアクセスされるよう構成されている。キャリ
アビジネスルール130は、ガーデン外コンテンツ、スポンサー情報、又はオークションを
提示する、ウォールド・ガーデン結果を含むことが可能である。モバイル通信設備102に
関する情報は、モバイル加入者特徴情報とすることが可能である。
【０９１３】
実施形態では、スポンサー設備は、モバイル通信設備102に関連するものであることが
可能であり、ここで、該スポンサー設備は、モバイル通信設備102へ結果を提供するプロ
セスでアクセスされるよう構成されている。スポンサー提供の結果は、ペイドインクルー
ジョン結果、オークション結果、又は（WAPサイト又は電話番号に関連する）ペイ・パー
・クリック結果とすることが可能である。スポンサー提供の結果のスポンサーは、モバイ
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ル通信設備102の電話番号に関連する活動の結果として報酬を受けることが可能である。
スポンサー提供の結果の提示は、リンクとして形成することが可能であり、又は、テキス
トとして、画像として、ビデオとして、又は対話型アプリケーションとして提示すること
が可能である。コンテンツは、モバイル通信設備102用にフォーマットすることが可能で
あり、及びウェブページコンテンツ又はシンジケート広告用のリンクに関連するものとす
ることが可能である。
【０９１４】
実施形態では、モバイル通信設備102に関連する検索クエリ入力120設備上で検索クエリ
を入力し、検索アルゴリズム設備144を介して検索を実行することが可能である。該検索
は、モバイル通信設備102に関する情報（モバイル加入者特徴情報等）に部分的に基づく
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ものであることが可能である。
【０９１５】
実施形態では、検索アルゴリズム設備144を介して検索を実行することが可能であり、
ここで、該検索は、モバイル通信設備102に関する情報に部分的に基づくものであり、配
信設備の使用を介して検索結果を配信する。
【０９１６】
実施形態では、検索アルゴリズム設備144を介して検索を実行することが可能であり、
ここで、該検索は、モバイル加入者特徴情報に少なくとも部分的に基づくものである。モ
バイル加入者特徴112は、ロケーション、個人情報、ユーザのウェブ対話の履歴、又はロ
ケーション及び時刻等の複数の特徴を含むことが可能である。
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【０９１７】
実施形態では、検索アルゴリズム設備144を介して検索を実行することが可能であり、
ここで、該検索は、ロケーションベースの設備の使用を介して決定されるようなロケーシ
ョンに少なくとも部分的に基づくものである。該検索は更に、モバイル通信設備102に関
する情報（モバイル加入者特徴112等）に基づくものであることが可能である。ロケーシ
ョンは、GPSシステム又はセルラー電話の三角測量サービスにより提供することが可能で
ある。
【０９１８】
実施形態では、モバイル通信設備102に関連する検索アルゴリズム設備144を介して検索
を実行することが可能であり、ここで、該検索は、フィルタアルゴリズム設備144に関す
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る情報に少なくとも部分的に基づくものである。該アルゴリズム設備144は、協調フィル
タとすることが可能であり（この場合、検索はオープンウェブ検索）、又は推薦システム
とすることが可能である。
【０９１９】
実施形態では、モバイル通信設備102に関連する検索アルゴリズム設備144を介して検索
を実行し、結果設備148から検索結果を生成することが可能である。該検索は、モバイル
通信設備102に関する情報（モバイル加入者特徴112等）に基づくものであることが可能で
ある。
【０９２０】
実施形態では、検索アルゴリズム設備144を介して検索を実行することが可能であり、
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ここで、該検索は、モバイルブラウザ設備を介して容易化される。該検索は、モバイル通
信設備102に関する情報（モバイル加入者特徴112等）に基づくものであることが可能であ
る。
【０９２１】
実施形態では、モバイル通信設備102に関連する検索アルゴリズム設備144を介して検索
を実行することが可能であり、ここで、該検索は、非曖昧化設備140を介して処理された
検索クエリに少なくとも部分的に基づくものである。該検索は、モバイル通信設備102に
関する情報（モバイル加入者特徴112等）に基づくものであることが可能である。クエリ
の非曖昧化は、モバイル通信設備102上で又はサーバアプリケーション上で行うことが可
能である。非曖昧化は、SMS変換、スペルチェックアルゴリズム、スペルチェックテーブ
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ル、音声スペリングアルゴリズム、音声スペリングテーブル、又は数字キーパッドワード
変換を伴うことが可能である。
【０９２２】
実施形態では、モバイル通信設備102に関連するボイス認識設備160を介して検索を実行
し、及び検索アルゴリズム設備144を介して検索を実行することが可能である。該検索は
、モバイル通信設備102に関する情報（モバイル加入者特徴112等）に基づくものであるこ
とが可能である。該ボイス認識設備160は、モバイル通信設備102上もしくはリモートサー
バ上に存在することが可能であり、又は部分的にモバイル通信設備102上に且つ部分的に
リモートサーバ上に存在することが可能である。
【０９２３】

10

実施形態では、検索アルゴリズム設備144を介して検索を実行することが可能であり、
ここで、該検索は、モバイル通信設備102に関する情報に部分的に基づくものであり、デ
ータ設備内に存在する。該データ設備は、モバイル通信設備102上にローカルに存在する
ことが可能であり、又はリモートに（例えばモバイル加入者特徴112データベース内に）
格納することが可能である。
【０９２４】
実施形態では、モバイル通信設備102に関連する検索アルゴリズム設備144を介して検索
を実行することが可能であり、ここで、該検索は、ペアレンタル・コントロール・パラメ
ータに部分的に基づくものである。該ペアレンタル・コントロール・パラメータは、サー
バアプリケーションを介して又はモバイル通信設備102を介して調整することが可能であ

20

る。
【０９２５】
実施形態では、検索アルゴリズム設備144を介して検索を実行することが可能であり、
ここで、該検索は、プライバシー設備152に少なくとも部分的に基づくものである。該プ
ライバシー設備152は、セキュアな検索トランザクション及びセキュアな経済取引を提供
するよう構成することが可能である。
【０９２６】
実施形態では、検索アルゴリズム設備144を介して検索を実行することが可能であり、
ここで、該検索に基づく検索結果は、トランザクションセキュリティ設備154に関連する
ものである。該トランザクションセキュリティ設備154は、プライバシー152の保護を伴う
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ことが可能であり、及びペアレンタル・コントロール150、ディジタル著作権管理、又は
アイデンティティ保護と連携して動作することが可能である。
【０９２７】
実施形態では、検索アルゴリズム設備144を介して検索を実行することが可能であり、
ここで、該検索は、キャリアビジネスルール130に少なくとも部分的に基づくものである
。該キャリアビジネスルール130は、ガーデン外コンテンツ、スポンサー情報、又はオー
クションを提示する、ウォールド・ガーデン結果を含むことが可能である。モバイル通信
設備102に関する情報は、モバイル加入者特徴情報とすることが可能である。
【０９２８】
実施形態では、検索アルゴリズム設備144を介して検索を実行することが可能であり、

40

ここで、該検索は、スポンサー設備に関するものである。スポンサー提供の結果は、ペイ
ドインクルージョン結果、オークション結果、又は（WAPサイト又は電話番号に関連する
）ペイ・パー・クリック結果とすることが可能である。スポンサー提供の結果のスポンサ
ーは、モバイル通信設備102の電話番号に関連する活動の結果として報酬を受けることが
可能である。スポンサー提供の結果の提示は、リンクとして形成することが可能であり、
又は、テキストとして、画像として、ビデオとして、又は対話型アプリケーションとして
提示することが可能である。コンテンツは、モバイル通信設備102用にフォーマットする
ことが可能であり、及びウェブページコンテンツ又はシンジケート広告用のリンクに関連
するものとすることが可能である。
【０９２９】
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実施形態では、モバイル加入者特徴112設備に部分的に基づいて検索を実行することが
可能であり、ここで、該検索は更に、ロケーションベースのサービスにより決定されるよ
うなロケーションに部分的に基づくものである。ロケーションは、GPSシステム又はセル
ラー電話の三角測量サービスにより提供することが可能である。
【０９３０】
実施形態では、モバイル加入者特徴112設備に部分的に基づいて検索を実行することが
可能であり、ここで、該検索は更に、フィルタアルゴリズム設備144に少なくとも部分的
に基づくものである。該アルゴリズム設備144は、協調フィルタとすることが可能であり
（この場合、検索はオープンウェブ検索）、又は推薦システムとすることが可能である。
【０９３１】
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実施形態では、検索は、モバイル加入者特徴設備112に部分的に基づいて実行し、及び
該検索に関する結果を結果設備148から生成することが可能である。
【０９３２】
実施形態では、モバイル加入者特徴設備112に部分的に基づいて検索を実行することが
可能であり、ここで、該検索は、モバイルブラウザ設備の使用を介して容易化される。
【０９３３】
実施形態では、モバイル加入者特徴設備112に部分的に基づいて検索を実行することが
可能であり、ここで、該検索は更に、非曖昧化された検索クエリに少なくとも部分的に基
づくものである。クエリの非曖昧化は、モバイル通信設備102上で又はサーバアプリケー
ション上で行うことが可能である。非曖昧化は、SMS変換、スペルチェックアルゴリズム
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、スペルチェックテーブル、音声スペリングアルゴリズム、音声スペリングテーブル、又
は数字キーパッドワード変換を伴うことが可能である。
【０９３４】
実施形態では、モバイル加入者特徴設備112に部分的に基づいて検索を実行することが
可能であり、ここで、該検索は更に、ボイス認識設備160を介して処理された検索クエリ
に部分的に基づくものである。該ボイス認識設備160は、モバイル通信設備102上もしくは
リモートサーバ上に存在することが可能であり、又は部分的にモバイル通信設備102上に
且つ部分的にリモートサーバ上に存在することが可能である。
【０９３５】
実施形態では、モバイル加入者特徴設備112に部分的に基づいて検索を実行することが
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可能であり、ここで、該モバイル加入者特徴112設備は、データ設備内に情報を格納する
。該データ設備は、モバイル通信設備102上にローカルに存在することが可能であり、又
はリモートに（例えばモバイル加入者特徴データベース112内に）格納することが可能で
ある。
【０９３６】
実施形態では、モバイル加入者特徴設備112に部分的に基づいて検索を実行することが
可能であり、ここで、該検索は更に、ペアレンタル・コントロール・パラメータに少なく
とも部分的に基づくものである。該ペアレンタル・コントロール・パラメータは、サーバ
アプリケーションを介して又はモバイル通信設備102を介して調整することが可能である
40

。
【０９３７】
実施形態では、モバイル加入者特徴設備112に部分的に基づいて検索を実行することが
可能であり、ここで、該検索は更に、プライバシー設備152に部分的に基づくものである
。
【０９３８】
実施形態では、モバイル加入者特徴設備112に部分的に基づいて検索を実行することが
可能であり、ここで、該検索に応じて生成される検索結果は、トランザクションセキュリ
ティ設備154に関連するものである。該トランザクションセキュリティ設備154は、プライ
バシー152の保護を伴うことが可能であり、及びペアレンタル・コントロール150、ディジ
タル著作権管理、又はアイデンティティ保護と連携して動作することが可能である。

50

(173)

JP 5589163 B2 2014.9.17

【０９３９】
実施形態では、モバイル加入者特徴設備112に部分的に基づいて検索を実行することが
可能であり、ここで、該検索は更に、キャリアビジネスルールに部分的に基づくものであ
る。キャリアビジネスルール130は、ガーデン外コンテンツ、スポンサー情報、又はオー
クションを提示する、ウォールド・ガーデン結果を含むことが可能である。モバイル通信
設備102に関する情報は、モバイル加入者特徴情報とすることが可能である。
【０９４０】
実施形態では、モバイル加入者特徴設備112に部分的に基づいて検索を実行することが
可能であり、ここで、該検索に応じて生成される結果は、スポンサー設備に関連するもの
である。スポンサー提供の結果は、ペイドインクルージョン結果、オークション結果、又

10

は（WAPサイト又は電話番号に関連する）ペイ・パー・クリック結果とすることが可能で
ある。スポンサー提供の結果のスポンサーは、モバイル通信設備102の電話番号に関連す
る活動の結果として報酬を受けることが可能である。スポンサー提供の結果の提示は、リ
ンクとして形成することが可能であり、又は、テキストとして、画像として、ビデオとし
て、又は対話型アプリケーションとして提示することが可能である。コンテンツは、モバ
イル通信設備102用にフォーマットすることが可能であり、及びウェブページコンテンツ
又はシンジケート広告用のリンクに関連するものとすることが可能である。
【０９４１】
実施形態では、モバイル通信設備のユーザは、該モバイル通信設備のクエリ設備を使用
して、ラジオ及び／又はテレビ番組のリストを検索することが可能である。該検索結果は

20

、現在の及び／又は来るべき番組のスケジュールリストを提供することが可能である。該
検索結果は、ラジオ又はテレビコンテンツを聞き及び／又は見るためのリンクを提供する
ことが可能である。該検索結果は、記録すべきラジオ又はテレビ番組を選択するための手
段を提供することが可能である。モバイル通信設備は、ラジオ又はテレビコンテンツの再
生、一時停止、巻き戻し、又は早送りをクエリ設備が行うことが可能となるよう構成する
ことが可能である。
【０９４２】
実施形態では、モバイル通信設備102のロケーションは、ロケーションベースのサービ
スの使用を介して特定することが可能であり、該ロケーションをフィルタアルゴリズム設
備144と関連して使用して検索を実行することが可能である。該アルゴリズム設備144は、

30

協調フィルタとすることが可能であり（この場合、検索はオープンウェブ検索）、又は推
薦システムとすることが可能である。
【０９４３】
実施形態では、モバイル通信設備102のロケーションは、ロケーションベースのサービ
スの使用を介して特定することが可能であり、該ロケーションを結果設備と関連して使用
して検索結果を取得することが可能である。
【０９４４】
実施形態では、モバイル通信設備102のロケーションは、ロケーションベースのサービ
スの使用を介して特定することが可能であり、該ロケーションをモバイルブラウザ設備と
関連して使用して検索結果を取得することが可能である。

40

【０９４５】
実施形態では、モバイル通信設備102のロケーションは、ロケーションベースのサービ
スの使用を介して特定することが可能であり、該ロケーションを非曖昧化設備140と関連
して使用して検索結果を取得することが可能である。クエリの非曖昧化は、モバイル通信
設備102上で又はサーバアプリケーション上で行うことが可能である。非曖昧化は、SMS変
換、スペルチェックアルゴリズム、スペルチェックテーブル、音声スペリングアルゴリズ
ム、音声スペリングテーブル、又は数字キーパッドワード変換を伴うことが可能である。
【０９４６】
実施形態では、モバイル通信設備102のロケーションは、ロケーションベースのサービ
スの使用を介して特定することが可能であり、該ロケーションをボイス認識設備160と関
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連して使用して検索結果を取得することが可能である。該ボイス認識設備160は、モバイ
ル通信設備102上もしくはリモートサーバ上に存在することが可能であり、又は部分的に
モバイル通信設備102上に且つ部分的にリモートサーバ上に存在することが可能である。
【０９４７】
実施形態では、モバイル通信設備102のロケーションは、ロケーションベースのサービ
スの使用を介して特定することが可能であり、該ロケーションをデータ設備と関連して使
用して検索結果を取得することが可能である。該データ設備は、モバイル通信設備102上
にローカルに存在することが可能であり、又はリモートに（例えばモバイル加入者特徴11
2データベース内に）格納することが可能である。
【０９４８】

10

実施形態では、モバイル通信設備102のロケーションは、ロケーションベースのサービ
スの使用を介して特定することが可能であり、該ロケーションをペアレンタル・コントロ
ール設備と関連して使用して検索結果を取得することが可能である。ペアレンタル・コン
トロール・パラメータは、サーバアプリケーションを介して又はモバイル通信設備102を
介して調整することが可能である。
【０９４９】
実施形態では、モバイル通信設備102のロケーションは、ロケーションベースのサービ
スの使用を介して特定することが可能であり、該ロケーションをプライバシー152設備と
関連して使用して検索結果を取得することが可能である。該プライバシー152設備は、セ
キュアな検索トランザクション及びセキュアな経済取引を提供するよう構成することが可

20

能である。
【０９５０】
実施形態では、モバイル通信設備102のロケーションは、ロケーションベースのサービ
スの使用を介して特定することが可能であり、該ロケーションを検索設備142と関連して
使用して検索結果を取得することが可能であり、ここで、該検索結果はトランザクション
セキュリティ154設備と関連するものである。該トランザクションセキュリティ154設備は
、プライバシー152の保護を伴うことが可能であり、及びペアレンタル・コントロール150
、ディジタル著作権管理、又はアイデンティティ保護と連携して動作することが可能であ
る。
【０９５１】

30

実施形態では、モバイル通信設備102のロケーションは、ロケーションベースのサービ
スの使用を介して特定することが可能であり、該ロケーションをキャリアビジネスルール
と関連して使用して検索結果を取得することが可能である。キャリアビジネスルール130
は、ガーデン外コンテンツ、スポンサー情報、又はオークションを提示する、ウォールド
・ガーデン結果を含むことが可能である。モバイル通信設備102に関する情報は、モバイ
ル加入者特徴情報とすることが可能である。
【０９５２】
実施形態では、モバイル通信設備102のロケーションは、ロケーションベースのサービ
スの使用を介して特定することが可能であり、該ロケーションをスポンサー設備と関連し
て使用して検索結果を取得することが可能である。スポンサー提供の結果は、ペイドイン

40

クルージョン結果、オークション結果、又は（WAPサイト又は電話番号に関連する）ペイ
・パー・クリック結果とすることが可能である。スポンサー提供の結果のスポンサーは、
モバイル通信設備102の電話番号に関連する活動の結果として報酬を受けることが可能で
ある。スポンサー提供の結果の提示は、リンクとして形成することが可能であり、又は、
テキストとして、画像として、ビデオとして、又は対話型アプリケーションとして提示す
ることが可能である。コンテンツは、モバイル通信設備102用にフォーマットすることが
可能であり、及びウェブページコンテンツ又はシンジケート広告用のリンクに関連するも
のとすることが可能である。
【０９５３】
実施形態では、フィルタアルゴリズム設備144は、モバイル通信設備102と関連するもの
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であることが可能であり、及びフィルタアルゴリズム設備144は、検索結果を取得するプ
ロセスで使用することが可能である。
【０９５４】
実施形態では、フィルタアルゴリズム設備144は、モバイルブラウザ設備と関連するも
のであることが可能であり、及びフィルタアルゴリズム設備144は、検索結果を取得する
プロセスで使用することが可能である。
【０９５５】
実施形態では、フィルタアルゴリズム設備144は、モバイル通信設備102及び非曖昧化設
備140と関連するものであることが可能である。クエリの非曖昧化は、モバイル通信設備1
02上で又はサーバアプリケーション上で行うことが可能である。非曖昧化は、SMS変換、

10

スペルチェックアルゴリズム、スペルチェックテーブル、音声スペリングアルゴリズム、
音声スペリングテーブル、又は数字キーパッドワード変換を伴うことが可能である。
【０９５６】
実施形態では、フィルタアルゴリズム設備144は、モバイル通信設備102及びボイス認識
設備160と関連するものであることが可能である。該ボイス認識設備160は、モバイル通信
設備102上もしくはリモートサーバ上に存在することが可能であり、又は部分的にモバイ
ル通信設備102上に且つ部分的にリモートサーバ上に存在することが可能である。
【０９５７】
実施形態では、フィルタアルゴリズム設備144は、モバイル通信設備102及びデータ設備
と関連するものであることが可能である。該データ設備は、モバイル通信設備102上にロ

20

ーカルに存在することが可能であり、又はリモートに（例えばモバイル加入者特徴112デ
ータベース内に）格納することが可能である。
【０９５８】
実施形態では、フィルタアルゴリズム設備144は、モバイル通信設備102及びペアレンタ
ル・コントロール設備と関連するものであることが可能である。ペアレンタル・コントロ
ール・パラメータは、サーバアプリケーションを介して又はモバイル通信設備102を介し
て調整することが可能である。
【０９５９】
実施形態では、フィルタアルゴリズム設備144は、モバイル通信設備102及びプライバシ
ー152設備と関連するものであることが可能である。該プライバシー152設備は、セキュア

30

な検索トランザクション又はセキュアな経済取引を提供するよう構成することが可能であ
る。
【０９６０】
実施形態では、フィルタアルゴリズム設備144は、モバイル通信設備102及びトランザク
ションセキュリティ設備154と関連するものであることが可能である。トランザクション
セキュリティ設備154は、プライバシー152の保護を伴うことが可能であり、及びペアレン
タル・コントロール150、ディジタル著作権管理、又はアイデンティティ保護と連携して
動作することが可能である。
【０９６１】
実施形態では、フィルタアルゴリズム設備144は、モバイル通信設備102及びキャリアビ

40

ジネスルールと関連するものであることが可能である。キャリアビジネスルール130は、
ガーデン外コンテンツ、スポンサー情報、又はオークションを提示する、ウォールド・ガ
ーデン結果を含むことが可能である。モバイル通信設備102に関する情報は、モバイル加
入者特徴情報とすることが可能である。
【０９６２】
実施形態では、フィルタアルゴリズム設備144は、モバイル通信設備102及びスポンサー
設備と関連するものであることが可能である。スポンサー提供の結果は、ペイドインクル
ージョン結果、オークション結果、又は（WAPサイト又は電話番号に関連する）ペイ・パ
ー・クリック結果とすることが可能である。スポンサー提供の結果のスポンサーは、モバ
イル通信設備102の電話番号に関連する活動の結果として報酬を受けることが可能である
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。スポンサー提供の結果の提示は、リンクとして形成することが可能であり、又は、テキ
ストとして、画像として、ビデオとして、又は対話型アプリケーションとして提示するこ
とが可能である。コンテンツは、モバイル通信設備102用にフォーマットすることが可能
であり、及びウェブページコンテンツ又はシンジケート広告用のリンクに関連するものと
することが可能である。
【０９６３】
実施形態では、モバイルブラウザ設備は、非曖昧化設備140と関連するものであること
が可能である。クエリの非曖昧化は、モバイル通信設備102上で又はサーバアプリケーシ
ョン上で行うことが可能である。非曖昧化は、SMS変換、スペルチェックアルゴリズム、
スペルチェックテーブル、音声スペリングアルゴリズム、音声スペリングテーブル、又は

10

数字キーパッドワード変換を伴うことが可能である。
【０９６４】
実施形態では、モバイルブラウザ設備は、ボイス認識設備160と関連するものであるこ
とが可能であり、及び該モバイルブラウザ設備は、検索結果を取得するプロセスで使用す
ることが可能である。更に、フィルタアルゴリズム設備144が、結果を取得するプロセス
で使用することが可能である。ボイス認識設備160は、モバイル通信設備102上もしくはリ
モートサーバ上に存在することが可能であり、又は部分的にモバイル通信設備102上に且
つ部分的にリモートサーバ上に存在することが可能である。
【０９６５】
実施形態では、モバイルブラウザ設備は、データ設備と関連するものであることが可能

20

であり、ここで、モバイル通信に関係する情報は、関連するデータ設備内に格納される。
該データ設備は、モバイル通信設備102上にローカルに存在することが可能であり、又は
リモートに（例えばモバイル加入者特徴112データベース内に）格納することが可能であ
る。
【０９６６】
実施形態では、モバイルブラウザ設備は、ペアレンタル・コントロール設備と関連する
ものであり、及び該モバイルブラウザ設備は、検索結果を取得するプロセスで使用するこ
とが可能である。ペアレンタル・コントロール・パラメータは、サーバアプリケーション
を介して又はモバイル通信設備102を介して調整することが可能である。
【０９６７】

30

実施形態では、モバイルブラウザ設備は、プライバシー152設備と関連するものである
ことが可能であり、及び該モバイルブラウザ設備は、検索結果を取得するプロセスで使用
することが可能である。該プライバシー152設備は、セキュアな検索トランザクション又
はセキュアな経済取引を提供するよう構成することが可能である。
【０９６８】
実施形態では、モバイルブラウザ設備は、トランザクションセキュリティ設備154と関
連するものであることが可能である。該トランザクションセキュリティ設備154は、プラ
イバシー152の保護を伴うことが可能であり、及びペアレンタル・コントロール150、ディ
ジタル著作権管理、又はアイデンティティ保護と連携して動作することが可能である。
【０９６９】

40

実施形態では、モバイルブラウザ設備は、キャリアビジネスルール130と関連するもの
であることが可能である。キャリアビジネスルール130は、ガーデン外コンテンツ、スポ
ンサー情報、又はオークションを提示する、ウォールド・ガーデン結果を含むことが可能
である。モバイル通信設備102に関する情報は、モバイル加入者特徴情報とすることが可
能である。
【０９７０】
実施形態では、モバイルブラウザ設備は、スポンサー設備と関連するものであることが
可能であり、及び該モバイルブラウザ設備は、検索結果を取得するプロセスで使用するこ
とが可能である。スポンサー提供の結果は、ペイドインクルージョン結果、オークション
結果、又は（WAPサイト又は電話番号に関連する）ペイ・パー・クリック結果とすること
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が可能である。スポンサー提供の結果のスポンサーは、モバイル通信設備102の電話番号
に関連する活動の結果として報酬を受けることが可能である。スポンサー提供の結果の提
示は、リンクとして形成することが可能であり、又は、テキストとして、画像として、ビ
デオとして、又は対話型アプリケーションとして提示することが可能である。コンテンツ
は、モバイル通信設備102用にフォーマットすることが可能であり、及びウェブページコ
ンテンツ又はシンジケート広告用のリンクに関連するものとすることが可能である。
【０９７１】
実施形態では、非曖昧化設備140は、ボイス認識設備160及びモバイル通信設備102と関
連するものであることが可能であり、及び非曖昧化設備140又はアルゴリズム設備144は、
検索結果を取得するプロセスで使用することが可能である。ボイス認識設備160は、モバ

10

イル通信設備102上もしくはリモートサーバ上に存在することが可能であり、又は部分的
にモバイル通信設備102上に且つ部分的にリモートサーバ上に存在することが可能である
。
【０９７２】
実施形態では、非曖昧化設備140は、ボイス認識設備160と関連するものであることが可
能であり、ここで、モバイル通信設備102に関する情報が、データ設備に格納されている
。該データ設備は、モバイル通信設備102上にローカルに存在することが可能であり、又
はリモートに（例えばモバイル加入者特徴112データベース内に）格納することが可能で
ある。
【０９７３】
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実施形態では、非曖昧化設備140は、ボイスペアレンタル・コントロール設備及びモバ
イル通信設備102と関連するものであることが可能であり、及び該非曖昧化設備140は、検
索結果を取得するプロセスで使用することが可能である。ペアレンタル・コントロール・
パラメータは、サーバアプリケーションを介して又はモバイル通信設備102を介して調整
することが可能である。
【０９７４】
実施形態では、非曖昧化設備140は、ボイスプライバシー152設備及びモバイル通信設備
102と関連するものであることが可能であり、及び該非曖昧化設備140は、検索結果を取得
するプロセスで使用することが可能である。該プライバシー152設備は、セキュアな検索
トランザクション又はセキュアな経済取引を提供するよう構成することが可能である。
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【０９７５】
実施形態では、非曖昧化設備140は、ボイストランザクションセキュリティ設備154及び
モバイル通信設備102と関連するものであることが可能であり、及び該非曖昧化設備140は
、検索結果を取得するプロセスで使用することが可能である。該トランザクションセキュ
リティ設備154は、プライバシー152の保護を伴うことが可能であり、及びペアレンタル・
コントロール150、ディジタル著作権管理、又はアイデンティティ保護と連携して動作す
ることが可能である。
【０９７６】
実施形態では、非曖昧化設備140は、ボイスキャリアルール設備及びモバイル通信設備1
02と関連するものであることが可能であり、及び該非曖昧化設備140は、検索結果を取得
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するプロセスで使用することが可能である。キャリアビジネスルール130は、ガーデン外
コンテンツ、スポンサー情報、又はオークションを提示する、ウォールド・ガーデン結果
を含むことが可能である。モバイル通信設備102に関する情報は、モバイル加入者特徴情
報とすることが可能である。
【０９７７】
実施形態では、非曖昧化設備140は、ボイススポンサー設備及びモバイル通信設備102と
関連するものであることが可能であり、及び該非曖昧化設備140は、検索結果を取得する
プロセスで使用することが可能である。スポンサー提供の結果は、ペイドインクルージョ
ン結果、オークション結果、又は（WAPサイト又は電話番号に関連する）ペイ・パー・ク
リック結果とすることが可能である。スポンサー提供の結果のスポンサーは、モバイル通
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信設備102の電話番号に関連する活動の結果として報酬を受けることが可能である。スポ
ンサー提供の結果の提示は、リンクとして形成することが可能であり、又は、テキストと
して、画像として、ビデオとして、又は対話型アプリケーションとして提示することが可
能である。コンテンツは、モバイル通信設備102用にフォーマットすることが可能であり
、及びウェブページコンテンツ又はシンジケート広告用のリンクに関連するものとするこ
とが可能である。
【０９７８】
実施形態では、ボイス認識設備160は、データ設備と関連するものであることが可能で
あり、ここで、モバイル通信設備102に関する情報が該データ設備に格納され、該ボイス
認識設備160は、検索結果を取得するプロセスで使用される。該データ設備は、モバイル

10

通信設備102上にローカルに存在することが可能であり、又はリモートに（例えばモバイ
ル加入者特徴112データベース内に）格納することが可能である。
【０９７９】
実施形態では、ボイス認識設備160は、ペアレンタル・コントロール設備及びモバイル
通信設備102と関連するものであることが可能であり、該ボイス認識設備160は、検索結果
を取得するプロセスで使用することが可能である。ペアレンタル・コントロール・パラメ
ータは、サーバアプリケーションを介して又はモバイル通信設備102を介して調整するこ
とが可能である。
【０９８０】
実施形態では、ボイス認識設備160は、プライバシー設備152及びモバイル通信設備102
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と関連するものであることが可能であり、該ボイス認識設備160は、検索結果を取得する
プロセスで使用することが可能である。該プライバシー設備152は、セキュアな検索トラ
ンザクション及びセキュアな経済取引を提供するよう構成することが可能である。
【０９８１】
実施形態では、ボイス認識設備160は、トランザクションコントロール設備及びモバイ
ル通信設備102と関連するものであることが可能であり、該ボイス認識設備160は、検索結
果を取得するプロセスで使用することが可能である。トランザクションセキュリティ設備
154は、プライバシー152の保護を伴うことが可能であり、及びペアレンタル・コントロー
ル150、ディジタル著作権管理、又はアイデンティティ保護と連携して動作することが可
能である。
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【０９８２】
実施形態では、ボイス認識設備160は、キャリアビジネスルール130設備及びモバイル通
信設備102と関連するものであることが可能であり、該ボイス認識設備160は、検索結果を
取得するプロセスで使用することが可能である。キャリアビジネスルール130は、ガーデ
ン外コンテンツ、スポンサー情報、又はオークションを提示する、ウォールド・ガーデン
結果を含むことが可能である。モバイル通信設備102に関する情報は、モバイル加入者特
徴情報とすることが可能である。
【０９８３】
実施形態では、ボイス認識設備160は、スポンサー設備及びモバイル通信設備102と関連
するものであることが可能であり、該ボイス認識設備160は、検索結果を取得するプロセ

40

スで使用することが可能である。スポンサー提供の結果は、ペイドインクルージョン結果
、オークション結果、又は（WAPサイト又は電話番号に関連する）ペイ・パー・クリック
結果とすることが可能である。スポンサー提供の結果のスポンサーは、モバイル通信設備
102の電話番号に関連する活動の結果として報酬を受けることが可能である。スポンサー
提供の結果の提示は、リンクとして形成することが可能であり、又は、テキストとして、
画像として、ビデオとして、又は対話型アプリケーションとして提示することが可能であ
る。コンテンツは、モバイル通信設備102用にフォーマットすることが可能であり、及び
ウェブページコンテンツ又はシンジケート広告用のリンクに関連するものとすることが可
能である。
【０９８４】
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実施形態では、ペアレンタル・コントロール設備は、プライバシー152設備及びモバイ
ル通信設備102と関連するものであることが可能であり、及び該ペアレンタル・コントロ
ール設備を検索結果を取得するプロセスで使用することが可能である。該プライバシー15
2設備は、セキュアな検索トランザクション又はセキュアな経済取引を提供するよう構成
することが可能である。
【０９８５】
実施形態では、ペアレンタル・コントロール設備は、トランザクションセキュリティ設
備154及びモバイル通信設備102と関連するものであることが可能であり、及び該ペアレン
タル・コントロール設備は、検索結果を取得するプロセスで使用することが可能である。
該トランザクションセキュリティ設備154は、プライバシー152の保護を伴うことが可能で

10

あり、及びペアレンタル・コントロール150、ディジタル著作権管理、又はアイデンティ
ティ保護と連携して動作することが可能である。
【０９８６】
実施形態では、ペアレンタル・コントロール設備は、キャリアビジネスルール130設備
及びモバイル通信設備102と関連するものであることが可能であり、及び該ペアレンタル
・コントロール設備は、検索結果を取得するプロセスで使用することが可能である。キャ
リアビジネスルール130は、ガーデン外コンテンツ、スポンサー情報、又はオークション
を提示する、ウォールド・ガーデン結果を含むことが可能である。モバイル通信設備102
に関する情報は、モバイル加入者特徴情報とすることが可能である。
【０９８７】
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実施形態では、ペアレンタル・コントロール設備は、スポンサー設備及びモバイル通信
設備102と関連するものであることが可能であり、及び該ペアレンタル・コントロール設
備は、検索結果を取得するプロセスで使用することが可能である。スポンサー提供の結果
は、ペイドインクルージョン結果、オークション結果、又は（WAPサイト又は電話番号に
関連する）ペイ・パー・クリック結果とすることが可能である。スポンサー提供の結果の
スポンサーは、モバイル通信設備102の電話番号に関連する活動の結果として報酬を受け
ることが可能である。スポンサー提供の結果の提示は、リンクとして形成することが可能
であり、又は、テキストとして、画像として、ビデオとして、又は対話型アプリケーショ
ンとして提示することが可能である。コンテンツは、モバイル通信設備102用にフォーマ
ットすることが可能であり、及びウェブページコンテンツ又はシンジケート広告用のリン
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クに関連するものとすることが可能である。
【０９８８】
実施形態では、プライバシー152設備は、トランザクションセキュリティ154設備及びモ
バイル通信設備102と関連するものであることが可能であり、及び該プライバシー152設備
は、検索結果を取得するプロセスで使用することが可能である。該トランザクションセキ
ュリティ設備154は、プライバシー152の保護を伴うことが可能であり、及びペアレンタル
・コントロール150、ディジタル著作権管理、又はアイデンティティ保護と連携して動作
することが可能である。
【０９８９】
実施形態では、プライバシー152設備は、キャリアビジネスルール130設備及びモバイル
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通信設備102と関連するものであることが可能であり、及び該プライバシー152設備は、検
索結果を取得するプロセスで使用することが可能である。キャリアビジネスルール130は
、ガーデン外コンテンツ、スポンサー情報、又はオークションを提示する、ウォールド・
ガーデン結果を含むことが可能である。モバイル通信設備102に関する情報は、モバイル
加入者特徴情報とすることが可能である。
【０９９０】
実施形態では、プライバシー152設備は、スポンサー設備及びモバイル通信設備102と関
連するものであることが可能であり、及び該プライバシー152設備は、検索結果を取得す
るプロセスで使用することが可能である。スポンサー提供の結果は、ペイドインクルージ
ョン結果、オークション結果、又は（WAPサイト又は電話番号に関連する）ペイ・パー・
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クリック結果とすることが可能である。スポンサー提供の結果のスポンサーは、モバイル
通信設備102の電話番号に関連する活動の結果として報酬を受けることが可能である。ス
ポンサー提供の結果の提示は、リンクとして形成することが可能であり、又は、テキスト
として、画像として、ビデオとして、又は対話型アプリケーションとして提示することが
可能である。コンテンツは、モバイル通信設備102用にフォーマットすることが可能であ
り、及びウェブページコンテンツ又はシンジケート広告用のリンクに関連するものとする
ことが可能である。
【０９９１】
実施形態では、モバイルユーザ装置からの複数のウェブ対話を追跡して該ウェブ対話に
関する情報をデータベースに格納することにより、モバイル通信設備102互換コンテンツ

10

を識別することが可能であり、ここで、前記情報の少なくとも一部はモバイル装置の識別
子からなる。ウェブ対話に関連するコンテンツとのモバイル通信設備102の互換性の予測
は、ユーザの過去に幾つの対話が存在したかに部分的に基づくものとすることが可能であ
る。コンテンツは、ダウンロードしたもの、プログラム、ファイル、実行可能ファイル、
zip形式の圧縮ファイル、圧縮ファイル、オーディオ、及びビデオとすることが可能であ
る。ウェブ対話は、ハイパーリンク上のクリック、ダウンロードコンテンツへの指示、及
び／又はダウンロードプログラムへの指示であることが可能である。予測は、対話の数が
１を超えたとき又は対話の数が２を超えたときの互換性の予測を含み、更に各対話の時刻
に基づくものとすることが可能である。モバイル通信設備102の識別は、ユーザにも関連
する関連する電話番号に部分的に基づくものとすることが可能である。モバイル通信設備
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102は、携帯電話、衛星電話、PDA、PDA/携帯電話の組み合わせ、ウェブ装置、及び／又は
ウェブアプライアンスとすることが可能である。
【０９９２】
実施形態では、モバイル通信設備102互換コンテンツの判定方法は、ネットワークコン
テンツとのモバイル通信設備102の複数の対話の追跡を含むことが可能である。ウェブ対
話に関する情報は、データベースに格納することが可能であり、ここで、該情報の一部が
、複数のモバイル通信設備のうちの少なくとも１つのモバイル通信設備102の識別子を含
み、幾つのコンテンツ対話が存在したかに部分的に基づいてネットワークコンテンツとの
モバイル通信設備102の互換性を予測する。ウェブ対話に関連するコンテンツとのモバイ
ル通信設備102の互換性の予測は、ユーザの過去に幾つの対話が存在したかに部分的に基
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づくものとすることが可能である。コンテンツは、ダウンロードしたもの、プログラム、
ファイル、実行可能ファイル、zip形式の圧縮ファイル、圧縮ファイル、オーディオ、及
びビデオとすることが可能である。ウェブ対話は、ハイパーリンク上のクリック、ダウン
ロードコンテンツへの指示、及び／又はダウンロードプログラムへの指示であることが可
能である。予測は、対話の数が１を超えたとき又は対話の数が２を超えたときの互換性の
予測を含み、更に各対話の時刻に基づくものとすることが可能である。モバイル通信設備
102の識別は、ユーザにも関連する関連する電話番号に部分的に基づくものとすることが
可能である。モバイル通信設備102は、携帯電話、衛星電話、PDA、PDA/携帯電話の組み合
わせ、ウェブ装置、及び／又はウェブアプライアンスとすることが可能である。
【０９９３】
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実施形態では、モバイル通信設備102互換コンテンツの判定方法は、モバイル通信設備1
02をその電話番号との関連性により判定し、モバイル装置の第１のネットワークコンテン
ツ対話を識別し、モバイル装置の第２のネットワークコンテンツ対話を識別する、という
各ステップを含むことが可能であり、ここで、該第２の対話は、該第１の対話に関連する
ものである。前記モバイル通信設備102との前記第１のネットワークコンテンツの互換性
の予測は、第２の対話の存在に部分的に基づくものとすることが可能である。該第１の対
話は、ウェブサイトからのコンテンツのダウンロード、ウェブサイトとの対話、プログラ
ムのダウンロード、ビデオを見ること（ストリーミングビデオ又はビデオファイルのダウ
ンロード）、又はラジオを聞くこと（ストリーミングオーディオ又はオーディオファイル
又は音楽のダウンロード）とすることが可能である。
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【０９９４】
実施形態では、モバイル通信設備102互換コンテンツの提供方法は、複数のモバイルコ
ンテンツユーザからクリック履歴を収集し、該クリック履歴を繰り返しのユーザ訪問につ
いて解析し、該繰り返しのユーザ訪問を使用されるモバイル通信設備102のタイプについ
て解析し、及び互換性リストを生成すべく、対応するモバイル通信設備上でユーザが繰り
返し訪問したサイトのリストを生成する、という各ステップを含むことが可能である。モ
バイル通信設備102のタイプは、関連する電話番号から部分的に識別することが可能であ
る。クリック履歴は、ワイヤレスプロバイダ108により収集することが可能であり、これ
は、バッチとして処理し、リアルタイムで処理し、又は準リアルタイムで処理することが
可能である。この方法は、ユーザ固有のコンテンツの互換性リストを生成するために使用

10

することが可能であり、リストは、ユーザのモバイル通信設備102上に格納し又はサーバ
上に格納することが可能である。る。
【０９９５】
実施形態では、モバイル通信設備102へ装置と互換性のある検索結果のみを提供するた
めの方法は、類似するモバイル通信設備のウェブ対話から互換性を導出することを含むこ
とが可能である。
【０９９６】
実施形態では、モバイル通信設備102と互換性のある検証済装置の検索結果を提供する
方法は、モバイル通信設備102のユーザインタフェイス上で強調表示される検証済装置の
互換性結果を含むことが可能である。
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【０９９７】
実施形態では、モバイル通信設備102のロケーションを特定するための方法は、個人用
検索フィルタを配設し、モバイル通信設備102を使用してネットワーク上の情報を検索し
、又はモバイル通信設備102のロケーション及び個人用検索フィルタに部分的に基づいて
結果を提供する、という各ステップを含むことが可能である。該個人用検索フィルタは、
モバイル通信設備102内、サーバ上、又はネットワーク（例えばインターネット）上に存
在することが可能である。個人用検索フィルタは、協調フィルタとすることが可能であり
、及び少なくとも２つのサブフィルタ（例えば、個人情報や企業情報に関係するフィルタ
、選択可能なフィルタ、又は時刻もしくは時期に部分的に基づくフィルタ）を含むことも
可能である。個人用フィルタは、ローカルサービスの検索エンジン、ローカル製品の検索
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エンジン、企業検索エンジン、個人検索エンジン、旅行検索エンジン、金融検索エンジン
、ニュース検索エンジン、ビデオ検索エンジン、音楽検索エンジン、及び／又はレストラ
ン検索エンジンを含むよう構成可能なものとすることが可能である。モバイル通信設備10
2は、携帯電話、衛星電話、PDA、PDA/携帯電話の組み合わせ、ウェブ装置、及びウェブア
プライアンスとすることが可能である。モバイル通信設備102は、SMS検索インタフェイス
、ボイス認識検索インタフェイス、又はワイヤレスアプリケーションプロトコルを含むこ
とが可能である。検索は、キャリアのウェブサイトを介して又はキャリアのパートナーの
ウェブサイトを介して部分的に実行することが可能である。
【０９９８】
実施形態では、本方法は、モバイル通信設備102を使用してネットワークコンテンツを
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検索するために使用することが可能であり、該モバイル通信設備102は、ワイヤレス通信
サービスプロバイダを介してネットワークに接続し、及び検索結果が提供される。該検索
結果の一部は、オープンネットワーク検索からのものとすることが可能であり、該検索結
果の別の部分は、前記ワイヤレス通信サービスプロバイダにより調整されたコンテンツに
基づくものとすることが可能である。検索結果は、所定の順序で提供することが可能であ
り、該所定の順序は、先ずワイヤレス通信サービスプロバイダにより調整されたコンテン
ツに基づいて検索結果を配置するものである。本方法はまた、ワイヤレスプロバイダ108
により調整されたコンテンツに基づいて検索結果を強調表示することを含むことが可能で
あり、ここで、該強調表示された結果が最初に提供される。ワイヤレス通信サービスプロ
バイダにより調整されるコンテンツは、着信音、ビデオ、音楽ビデオ、音楽、ダウンロー
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ド用にフォーマットされた音楽、及びビデオゲームを含むことが可能である。該コンテン
ツは、一般にワイヤレス通信設備用に又は特定のワイヤレス通信設備用にトランスコード
することが可能である。トランスコードされたコンテンツは、ワイヤレス通信設備104の
ユーザインタフェイス上で強調表示することが可能である。本方法はまた、オープンネッ
トワーク検索結果の強調表示、及びスポンサードリンクの強調表示を含むことが可能であ
り、ここで、該スポンサードリンクは、ペイドインクルージョンリンク（例えば、競争入
札競売プロセスの結果として生じるもの）である。モバイル通信設備102は、携帯電話、
衛星電話、PDA、PDA/携帯電話の組み合わせ、ウェブ装置、及び／又はウェブアプライア
ンスとすることが可能である。
【０９９９】

10

実施形態では、本方法は、モバイル通信設備102へウォールド・ガーデン検索結果及び
オープンネットワーク検索結果を提供するために使用することが可能である。該ウォール
ド・ガーデン検索結果は、強調表示し、及び他のコンテンツよりも先にリストアップする
ことが可能である。該ウォールド・ガーデン検索結果は、オープンネットワーク検索結果
から提供された初期量のコンテンツには含まれていないプロバイダコンテンツを含むこと
が可能であり、ここで、該プロバイダコンテンツは、音楽、ゲーム、ビデオ、着信音、ダ
ウンロード、又はその他の購入に適合されたコンテンツを含むことが可能である。
【１０００】
実施形態では、モバイルユーザ用の検索結果を最適化する方法は、モバイル通信設備10
2のオンライン対話を追跡し（該追跡が、モバイル通信設備102に関連する識別番号を識別
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することを部分的に伴い）、該追跡されたオンライン対話に部分的に基づいてフィルタを
生成し、及び該フィルタをモバイル通信設備102上で実行される検索に適用する、という
各ステップを含むことが可能である。前記識別番号は、電話番号を含むことが可能である
。追跡されるオンライン情報は、クリック、クリックスルー、クエリ、クエリに次ぐクリ
ック、訪問したWAPサイト、訪問したWAPポータル、DECディレクトリ（例えばキャリアの
カタログ）からレビューした情報、ユーザに関連する請求履歴からレビューした情報、支
払い方法に関する情報、支払時期、オンライン対話の時期及び／又はロケーション、及び
オンライン対話時のモバイル通信設備102の速度及び方向を含むことが可能である。
【１００１】
フィルタは、協調フィルタ、個人用フィルタ、クリック解析を介して生成されたフィル
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タ、モバイル通信設備102に関連するキャリア情報に部分的に基づくフィルタ、キャリア
サービスについての支払い方法（例えば、事前支払い又は事後支払い）に基づくフィルタ
、使用されるモバイル通信設備102のタイプ（携帯電話やPDA等）に基づくフィルタ、及び
／又は人口統計学に基づくフィルタを含むことが可能である。フィルタはまた、ユーザの
モバイル通信設備102に固有の情報（例えば、アドレス帳情報、SMSログ、E‑mailログ、又
はIMログを該設備が有しているか否か）に部分的に基づいて生成することが可能である。
モバイル通信設備102に関連して格納される記述的な情報は、該設備のコスト、及び、該
設備が、音楽プレーヤを主機能として有しているか、ビデオプレーヤを主機能として有し
ているか、インスタントメッセンジャー又はチャット機能を主機能として有しているかに
関する情報、及び該設備が、特定の顧客層（例えば、子供、若年成人、成人）向けに販売
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されるタイプのものであるか否かを含むことが可能である。
【１００２】
実施形態では、モバイル通信設備102は、アドレス帳を更新することが可能である。例
えば、ユーザは、自身のアドレス帳に個人別欄及び職業別欄を追加することが可能である
。企業には、ローカルアドレス帳に対するリストの永久的な追加のために追加料金を課す
ことが可能である。
【１００３】
モバイル通信設備102の対話を追跡してサーバ上に格納することが可能であり、ここで
、該格納された情報は、キャリア間で転送することが可能である。同様に、キャリア間、
及び／又はモバイル通信設備間での転送が可能となるようにフィルタをサーバ上に格納す
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ることが可能である。
【１００４】
実施形態では、モバイル通信設備102上のアプリケーションの存在は、ワイヤレスプロ
バイダ108と協働することにより強化させることが可能である。
【１００５】
実施形態では、モバイルウォレット／BOBO(billing‑on‑behalf‑of)を利用可能として、
ユーザが有料検索・ショッピング比較ベンダで買い物をすることができるようにすること
が可能である。
【１００６】
実施形態では、ワイヤレスプロバイダ108により、提供されているFTPロケーションへ、

10

データフィードファイルをプッシュすることが可能である。これはフィード処理をトリガ
することが可能である。データフィードファイルは、ワイヤレスプロバイダ108により供
給されるFTPロケーションからプルすることが可能である。これは、所定のスケジュール
で行うことが可能である。
【１００７】
実施形態では、スパイダリングを介したインデクシングのためにデッキコンテンツを使
用することが可能である。スパイダリングとは、ウェブページ、WAPページ、又はその他
のオンラインコンテンツを自動的な態様でトラバースして関連するコンテンツを抽出する
処理である。スパイダは、１つ又は２つ以上のルートノードから開始し、一組のルールに
従ってそれらのページからのリンクをトラバースすることが可能である。スパイダリング
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は、所定のスケジュールで生じることが可能であり、及びワイヤレスプロバイダ108によ
り要求された際に手動で呼び出すことが可能である。また、ワイヤレスプロバイダ108は
、即時の更新が必要である場合、又は更なる検索のために特定のリンク又はロケーション
が識別された場合に、手動でのスパイダリングの実行を要求することが可能である。スパ
イダは、WAPデッキをトラバースして必要なメタデータを取り出し、該メタデータから検
索インデックスが構築される。コンテンツアイテム用のWAPページが、包括的なモバイル
通信設備102互換性情報を列挙する場合には、該情報を取り出してインデクシングするこ
とが可能である。WAPページが、互換性のあるハンドセットのみに制限されている場合に
は、スパイダは、各々の既知のモバイル通信設備102のタイプをエミュレートして、互換
性情報を導出することが可能である。
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【１００８】
WAPデッキ検索の場合には、ワイヤレスプロバイダ108は、１つ又は２つ以上のエントリ
ポイントをスパイダに提供することが可能である。これは、コンテンツのルーツを表す１
つ又は２つ以上のURLのリストとすることが可能である。ワイヤレスプロバイダ108は、WA
Pページに対して必要なアクセス特権を提供することが可能である。これは、プライベー
トヘッダ（例えば、X‑Request）についての情報の提供を伴うものである。該プライベー
トヘッダは、認証のために、又はスパイダが通過できるようにモバイルアプリケーション
ゲートウェイを構成するために、HTTP要求と共に供給することが可能なものである。
【１００９】
実施形態では、データフィード又はスパイダリングを介してワイヤレスプロバイダ108
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から受信したデータは、権限のない者に対してはアクセス可能とならない機器上で維持す
ることが可能である。このため、このデータは、エンドユーザに対して直接アクセス可能
とはならない。メタデータが抽出され、該データからインデックスが準備され、次いで該
インデックスがサービスと共に使用するために実稼働環境に配置される。
【１０１０】
実施形態では、プラットフォームの品質保証は、単体テスト、統合テスト、解決された
問題についての自動回帰テスト、及び／又はモバイル通信設備102の手動テストを介して
達成することが可能である。プラットフォームサーバのテストは、自動テスト又は手動テ
ストを介して達成することが可能である。プロジェクトの開発段階中に連続テストを使用
することが可能である。リリースがコードフリーズに入った際に、リリース資格テストを
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使用することが可能である。連続テストのプロセスは、挙動の変化が意図したものである
こと及びその品質が時間と共に劣化しないことを確認することが可能である。これは、開
発ポリシーと自動テストとの組み合わせを介して達成することが可能である。サーバ内の
各クラスは、開発者により書かれ維持される単体テストカバレッジを有することが可能で
ある。あらゆる各メソッド毎に固有の単体テストを書く必要はない。これは、単体テスト
によっては、小さすぎてその必要がないものや、単独でテストするのが困難なものがある
からである。個々のコンポーネントの一部又は全ては単独でテストすることが可能である
。単体テストは、スモークテスト（最も重要な機能のテストと最短時間での実行とを意図
した限られた一組のテスト）、完全テスト（製品の全領域の完全なテストを意図した大き
な一組のテスト）、及びパフォーマンステスト（実行されるテストの性質に起因して実行

10

に長時間を要する一組のテスト）といった、幾つかのグループを含むことが可能である。
【１０１１】
実施形態では、品質問題の識別を支援するために、連続ビルドプロセスを使用すること
が可能である。ソースコントロールに対するコード変更の各提出の前に、開発者は、一組
のスモークテストを実行して、壊れている単体テストを修正することが可能である（それ
らの変更が期待され所望される場合）。自動ビルドマシンプロセスは、ソースコントロー
ルシステムの変化を見守り、テストされていない変化に気付いた場合に必ずスモークテス
トのビルドを開始することが可能である。このプロセスは、チェックイン済ソースコード
についての一貫性チェックとして働くことが可能である。このビルドの失敗は、緊急事態
とみなすことが可能であり、及びこの失敗を導入した開発者によって直ちに修正すること
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が可能である。別の自動ビルドプロセスは、サーバをビルドし、完全及び回帰単体テスト
スイートをスケジューリングされた間隔で実行することが可能である。この自動ビルドで
の失敗は、以前に実行してから変更を行った開発者へ送って、その問題を可能な限り迅速
に既知のものとすることが可能である。更なる自動ビルドは、コードカバレッジ（コード
カバレッジメトリクスの計算及び算出）、コード解析（疑わしいコード構造及びスタイル
のチェック）、及びパフォーマンス単体テストスイート（長期の複数のパフォーマンス単
体テストの実行）を含む。
【１０１２】
実施形態では、プラットフォーム100は、WALL/WURFLツールキットの使用を介して全て
のバージョンのWAP（及びCHTML又はiMODE）に対応することが可能であり、該ツールキッ
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トは、ユーザからの電話バージョンを検出し、次いで適当に対応するものである。該WAP
サイトは、より新しいWAPバージョンの能力を利用することが可能であり、このため、異
なるWAPバージョンでは異なる対応をする。テストを使用して、WAPが出現し及び異なる電
話バージョンで適切に機能することを確認することが可能である。最小限の受入テストを
以前にテストしていない電話に使用して該電話を評価し及びバグを見つけることが可能で
ある。また、WAPサイトの小さな変更の後に、以前に完全な受入テストに合格している電
話に最小限の受入テストを使用することも可能である。完全受入テストは、以前に完全受
入テストに合格していないモバイル通信設備102上で実行することが可能であり、又は大
きなWAP変更後に実行することが可能である。テストは、以下のステップを含むことが可
能である：基本的なページレイアウトを検証し、ナンバリングが正しいこと、テーブル又
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はリストが適切に配置されていること、及びリンクトラバーサルが正しいことを検証し、
コンテンツアイテム名が正しくインデントされていることをチェックし、アーティスト名
が正しい位置にあることを検証し、検索タームの一致が強調表示されていることを検証し
、リンクの色が正しいことをチェックし、あらゆるリンクをたどってそのページの有効性
を確認し（完全テストのみ）、及び数字アクセスキーが正しく機能することを検証する（
但し、これらには限定されない）。該テストプロトコルは、エミュレータ、プロファイラ
、デバッガ、及び／又はネットワークモニタの使用を含むことが可能である。
【１０１３】
実施形態では、検索メトリック及びビジネスレポートは、検索データパターン及び挙動
に基づくレポート解釈及び製品推薦を含む。カスタムレポート及び代替的な配信オプショ
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ンを利用可能とすることも可能である。検索サマリレポートは、全てのプラットフォーム
にわたる検索の使用（例えば、モバイルウェブ検索、ゲートウェイエラートラフィック、
及び有料検索）を見るためのロールアップデータを提供することが可能である。該レポー
トは、総量、日付及び時刻レポート、及び各検索システムの使用を含むことが可能である
。検索量レポートは、モバイル検索の使用を監視するために日内及び週内検索量を示すこ
とが可能である。検索クエリストリームレポートは、各クエリと該クエリがその期間中に
検索エンジンへ送られた回数を詳述することが可能である。このレポートは、ユーザ人口
の全体的な検索挙動を理解するために使用することが可能である。新生クエリレポートは
、量が急速に増大し又は減少したクエリを示すことが可能である。このレポートは、マー
チャンダイジングのため、及びユーザベースに対する供給及び宣伝のためのコンテンツ、

10

製品、又はサービスを識別するために、使用することが可能である。
【１０１４】
実施形態では、WAP使用レポートは、利用可能なWAP検索サイトの使用パターンを、全体
として、電話機の機種により及びコンテンツプロバイダにより（２つ以上のコンテンツプ
ロバイダがインデクシングされている場合）、詳述することが可能である。WAP使用レポ
ートは、以下のデータ要素を含むことが可能である：検索の数、検索エンジンが少なくと
も１つの結果を有した回数、各検索毎の結果の平均数、各コンテンツカテゴリが検索に応
答した回数、検索結果ページ毎のクリック数、各検索毎に見られたページの数、一意のユ
ーザの数、セッション数、時間によるセッション長さ、ページビューのセッション長さ、
ページビューの総数、及び／又は検索からコンテンツの購入までのコンバージョンレート
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。
【１０１５】
実施形態では、アプリケーション使用レポートは、アプリケーションの使用を、全体と
して、及び電話機の機種により及びコンテンツプロバイダにより（２つ以上のコンテンツ
プロバイダがインデクシングされている場合）、詳述することが可能である。該レポート
は、以下のデータ要素を含むことが可能である：検索の数、検索エンジンが少なくとも１
つの結果を有した回数、各検索毎の結果の平均数、各コンテンツカテゴリが検索に応答し
た回数、検索結果ページ毎のクリック数、各検索毎に見られたページの数、一意のユーザ
の数、セッション数、時間によるセッション長さ、ページビューのセッション長さ、ペー
ジビューの総数、及び／又は検索からコンテンツの購入までのコンバージョンレート。
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【１０１６】
実施形態では、有料検索パフォーマンスレポートは、システムからの要求に直接応じた
有料検索エンジンのパフォーマンスを提供することが可能である。レポートは、WAPとア
プリケーション用途とで分割することが可能であり、以下を含むことが可能である：有料
検索データベースに対する要求の数、一致数、一致率（有料リストが利用可能となる時間
の百分率）、充填率（有料検索エンジンにより充填された要求された有料リストの百分率
）、クリックスルーレート、１クリック当たりの平均コスト、一広告主当たりのクリック
数、一広告主当たりの益金、総益金、総純収入。
【１０１７】
実施形態では、アプリケーション採用レポートは、その期間中におけるダウンロード可
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能アプリケーションの採用を詳述することが可能であり、以下を含むことが可能である：
提供された宣伝インプレッションの数、詳細を知るためのクリック数、ダウンロード数、
及びアクティブアプリケーション数。
【１０１８】
実施形態では、サービスメトリクスレポートは、サーバの動作に関するデータを詳述し
要約することが可能であり、以下を含むことが可能である：１秒当たりの平均要求、１秒
当たりのピーク要求、１秒当たりの要求の分配、最大要求サイズ、及び／又は平均応答時
間。
【１０１９】
実施形態では、各レポートタイプ毎に、ワイヤレスプロバイダ108は、異なる目的のた
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めに異なるレベルの特異性を要求することが可能であり、例えば、高度の概観を提供する
ことを意図した集約された態様で少量のデータを提示するエグゼクティブサマリ、より詳
細な情報を提供するよう収集された大きなデータセットを提示する詳細サマリを要求する
ことが可能である。この種のレポートは、ワイヤレスプロバイダ108が生データの解析を
望み及び要約された情報及び／又は収集された生データを示すトランザクションログが提
供される環境で、使用することが可能である。この種のレポートは、ワイヤレスプロバイ
ダ108が該プロバイダ自身の解析を行いたい場合に使用することが可能である。
【１０２０】
実施形態では、レポートは、生の行ベースのログファイル（その殆どはトランザクショ
ンログに使用される）、XML、HTML（XMLにXSLを適用してフォーマットされる）、及び／

10

又はプレーンテキスト（XMLにXSLを適用してフォーマットされる）を用いてフォーマット
することが可能である。
【１０２１】
実施形態では、レポートは、E‑mailを使用して配信することが可能であり、この場合、
ワイヤレスプロバイダ108がE‑mailアドレスを提供する。このメッセージのサブジェクト
は、レポートの名称及びタイムスタンプを含むことが可能である。レポートは、FTPによ
り配信することも可能であり、この場合、ワイヤレスプロバイダ108が、ホスト名、ユー
ザ名、パスワード、及びディレクトリ名を提供する。次いで、レポートが、所与のディレ
クトリ内へのファイルドロップとして配信される。そのファイル名は、レポート名、タイ
ムスタンプ、及び連番を含む。

20

【１０２２】
実施形態では、配置アーキテクチャは、到来する要求を操作するための動的にスケーラ
ブルなハードウェア及びソフトウェアからなることが可能である。該アーキテクチャの１
つの要素は、クラスタとすることが可能である。１クラスタは、３つのマシン、すなわち
、１つのフロントエンドウェブサーバと２つのバックエンドサービスティアサーバとから
構成することが可能である。ウェブサーバは、Red Hat Enterprise Linux 及び Apache H
TTP Serverを実行することが可能である。サービスティアサーバは、Red Hat Enterprise
Linux、Apache HTTP Server、Apache Tomcat、及び MySQLを実行することが可能である
。２つのクラスタのうち最も小さい方を、ロードバランシング、フェイルオーバー、及び
リダンダンシーに使用することが可能である。更なるクラスタを必要に応じて配置して、

30

更なるサーバ負荷を扱うことが可能である。クラスタは、HTTPを介してモバイル通信設備
102からの要求を受信し、キャッシュから取り出し又は様々なデータベースに照会して取
り出した結果を返すことが可能である。クラスタはまた、モバイル通信設備102のアプリ
ケーションのダウンロード要求を扱うために使用することも可能である。各クラスタは、
５QPS又は450,000要求／日を扱うことが可能である。到来する要求は、ロードバランシン
グハードウェアを介して複数のフロントエンドウェブサーバのうちの１つへ分配すること
が可能であり、次いで該フロントエンドウェブサーバとバックエンドサービスティアサー
バとの間の接続をロードバランシングハードウェアを介して分散させることが可能である
。モバイル通信設備102からサーバへの接続は、ステートレスとすることが可能である。
各接続は、適当に分散させることが可能である。フィードサーバは、ワイヤレスプロバイ

40

ダ108からのデータフィード、サーバのウェブのログ、及びサーバのTomcatのログを処理
するために使用することが可能である。これらのフィードサーバは、Red Hat Enterprise
Linuxを実行することが可能である。フィードサーバからの出力は、データウェアハウス
に格納することが可能であり、これは、データ解析、レポート作成、及びサービスティア
サーバ上に存在するMySQLデータベースの入力テーブルの作成に使用される。該データウ
ェアハウスは、Red Hat Enterprise Linux 及び Oracle Database 10gを実行することが
可能である。
【１０２３】
データセンターアーキテクチャは、アドミニストレーションサーバを採用することが可
能であり、該サーバは、他のサーバが適切に設定されていることを確実にし、ログファイ
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ルをフィードサーバへ移動し、及びサーバの健康状態を監視するものである。該サーバは
、信頼性、スケーラビリティ、及びパフォーマンスのために、ファイバチャネルRAID SAN
又はその他の冗長大容量記憶技術を利用することが可能である。そのドライブは、オフサ
イト記憶及びローテーションを含む工業規格によるバックアップ手順を用いてテープにバ
ックアップすることが可能である。同様のハードウェア及びソフトウェアを、開発及びQA
環境で使用することが可能である。開発環境及びQA環境は、それぞれ、それ自体のクラス
タセットを用いることが可能である。
【１０２４】
実施形態では、アップグレードのリリースは、同じバージョンを同時に利用可能にする
ことを必要としないローリングアップグレードを用いて行うことが可能である。サービス

10

ティアサーバは、そのアップグレード及び検証が行われる間は、ロードバランサにおける
サービスから除外することが可能である。該サービスティアサーバは、次いでサービスに
復帰し、次のサービスティアサーバがアップグレードされる。アップグレードはまた、同
じバージョンを配置して同時に利用可能とする必要のあるメンテナンスアップグレードに
より実行することが可能である。メンテナンスページを配置し、クラスタの全てをロード
バランサにおけるサービスから除外する一方で、それらのアップグレード及び検証を行う
ことが可能である。次いで該クラスタがロードバランサにおけるサービスに復帰する。該
アップグレードは、使用量が最小になる時間にスケジューリングすることが可能である。
【１０２５】
実施形態では、ウェブサーバは、公衆インターネットに配置されたマネージド・ファイ

20

アウォールにより保護することが可能である。該ファイアウォールは、該ウェブサーバと
通信することができるネットワークのタイプ及びトラフィックを制御するACLを含むこと
が可能である。該サーバは、データセンターにより管理することが可能であり、及び強化
バージョンのOS及びアンチウィルスソフトウェアを実装することが可能である。該OSは、
自動パッチ管理ソフトウェアを使用して最新の状態に維持することが可能である。外部へ
のアクセスは、VPN、SSH、又はプライベートバックエンドネットワークを介したセキュア
なチャネルに制限される。管理を目的としたデータセンターの要員によるアクセスは、認
証が行われ、及び記録される。
【１０２６】
実施形態では、プラットフォームは、WAPバージョン又はダウンロード可能アプリケー

30

ションに適用される様々な統合技術を用いて、ワイヤレスプロバイダ108の既存のデッキ
と統合させることが可能である。結果及びアイテム詳細ページは、サーバから直接提供さ
れるフルWAP（1.2,2.0）ページとして（「ホステッド」オプション）、又はワイヤレスプ
ロバイダ108のデッキ内でのフォーマッティング及びレンダリングに適したXMLデータとし
て（「API」オプション）、利用可能とすることが可能である。ワイヤレスプロバイダ108
は、サービスに適当なDNS名（例えば、search.carrier.com）を選択すること、及び適当
なサーバを指し示すようDNSレコードを設定することについて責務を負うことが可能であ
る。ワイヤレスプロバイダ108は、適当なカスタマイズ及び／又はスキニングオプション
を選択する責務を負うことが可能である。ワイヤレスプロバイダ108がそのユーザに最新
の検索機能（推薦エンジン等）を利用させたい場合には、該ワイヤレスプロバイダ108は

40

、合意済みの一意のIDが適当なサーバへ送信されるようにそのモバイルアプリケーション
ゲートウェイを設定する責務を負うことが可能である。エンドユーザのモバイルブラウザ
及びモバイル通信設備102の能力を識別し、ページをエンドユーザのモバイルブラウザへ
直接提供することが可能である。
【１０２７】
実施形態では、J2MEアプリケーションは、様々なOTA（Over‑The‑Air）フィールドアッ
プグレード方法をサポートすることが可能である。
【１０２８】
実施形態では、J2MEアプリケーションは、アップデートを定期的にチェックし、アップ
グレードが利用可能であることをユーザへ知らせることが可能である。ユーザは、アプリ
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ケーションを直ちにアップグレードするよう選択することが可能であり、この場合、該ア
プリケーションがアップデートのダウンロード及びインストールを開始する。ユーザは、
アプリケーションダウンロード用WAPサイトを訪問してアップデートを開始させることに
より該アプリケーションのアップデートを行うよう選択することが可能である。
【１０２９】
実施形態では、アプリケーションは、SMS接続を使用してSMSを介してアップデート通知
を受けることが可能であり、これは、モバイルアプリケーション設備102AMSにアプリケー
ションを実行させ、次いで該アプリケーションがユーザにアップデートオプションを提供
することが可能となる。
【１０３０】

10

実施形態では、WAPプッシュを使用してアプリケーションのインストール又はアップデ
ートを行うことが可能である。
【１０３１】
実施形態では、BREWバージョンのクライアントは、J2MEバージョンのアップデートによ
り使用される全ての機構を使用しないことが可能である。BREW環境では、アプリケーショ
ンはポーリングによりアップデートを発見することが可能であり、及びアプリケーション
向けSMSを使用してアプリケーションを目覚めさせてユーザにアップデートを知らせるこ
とが可能である。ユーザは、BREWプロバイダからアップデートをダウンロードすることが
可能である。
【１０３２】

20

実施形態では、検索設備142は、構造化データ及び非構造化データの両方を処理するこ
とが可能である。フィードファイルを定義する際に完成されなければならないプライマリ
カテゴリは、以下を含む：プライマリフィードファイル属性、ファイル名記述、ヘッダ行
列記述、トレーラ行列記述、詳細行列記述、非従来型ファイル名記述（適用可能な場合）
、及びフィード生成スケジュール。
【１０３３】
実施形態では、データソースは、ワイヤレスプロバイダ108を一意に定義することが可
能であり、所与のワイヤレスプロバイダ108についてのフィードファイルは、該所与のワ
イヤレスプロバイダ108のデータソース下で参照されることが可能である。フィードタイ
プは、フィードファイル内に収容されることになるデータの特定のタイプ又はカテゴリを

30

定義することが可能である。プライマリフィードタイプによっては以下を含むことが可能
である：ログ（ログ記録されたデータを含むフィードファイル）、個人（プロバイダ108
固有のメンバプロファイルデータを含むフィードファイル）、及びデッキ（コンテンツデ
ータを含むフィードファイル）。デッキデータの多くの派生が存在することが可能であり
、例えば、デッキアーティスト、デッキハンドセット、デッキカテゴリ、及びデッキ言語
が含まれる（但し、これらには限定されない）。フィードプロトコルは、フィードが要求
フィードであるか応答フィードであるかを指定することが可能である。該プロトコルは、
送信側ワイヤレスプロバイダ108の意図を定義することが可能である。送信側ワイヤレス
プロバイダ108は、所与のフィードを受信側プロバイダ108により処理することを要求する
ことが可能である。送信側プロバイダ108は、フィードコントラクトを完成させるために

40

、受信側プロバイダ108から受信した以前のフィードに応じてフィードを送信することが
可能である。所与のプロバイダ108のための所与のタイプのフィードを一意に定義する４
つの部分からなるフィード名を定義するためにフィードIDを使用することが可能である。
この４部分フィード命名法は、送信側パートナーID、受信側パートナーID、フィードタイ
プ、及びフィードプロトコル（例えば、「Acme̲Povider̲log̲Request」）を指定すること
が可能である。フィードは、インバウンド又はアウトバウンドとすることが可能である。
フィード方向の定義は、フィードエンジンが所与のフィードをどのように扱うかにおける
挙動の判定に資することが可能である（所与のフィードについて生成されるフィードファ
イルディレクトリのタイプ等）。
【１０３４】

50

(189)

JP 5589163 B2 2014.9.17

実施形態では、ドキュメントタイプは、フィードファイルの物理的な構造を指定するこ
とが可能である。フィードファイルの物理的な構造は、固定列形式、区切り列形式、及び
／又はXML形式により定義することが可能である。所与の行タイプについて定義された列
は、固定長を有することが可能である。所与のタイプの行は、固定長を有することが可能
である。例えば、フィードファイルは、以下の濃度の行タイプからなることが可能である
：０又は１のヘッダ行、０〜多数の詳細行、及び０又は１のトレーラ行。各行タイプは、
異なる固定長を有することが可能である。所与のフィード内の行について定義される列は
、１文字デリミタ（例えば、バー「｜」）により分割することが可能である。フィード内
の各行は、XML要素のタイプを表すことが可能である。１つのヘッダ行又は詳細行は、１
つの要素により定義することが可能である。詳細行は、多数の異なるタイプの行要素を有

10

することが可能である。２タイプ以上の行要素を有する詳細行は、フィードドキュメント
内で変異行として定義することが可能である。詳細行は、フィードファイル内のヘッダ行
とトレーラ行との間の全ての行を構成することが可能である。フィードファイルは、１つ
の非変異行タイプを有するもの又は２つ以上の変異行タイプを有するものとして定義する
ことが可能である。フィードファイル内の詳細行の全てが全く同じ列構造を有する場合、
該詳細行は非変異であると言われる。フィードファイル内の詳細行のうちの幾つかが同フ
ィードファイル内の他の詳細行と異なる列構造を有している場合、該詳細行は変異である
と言われる。連番を使用して所与のプロバイダ108についてのフィードファイル名を一意
に定義することが可能である。フィードファイルが如何に処理されるかの挙動を定義する
ことも可能である。連番は、増分的なもの、累進的なもの、又はタイムスタンプとして定
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義することが可能である。連番が増分的なものとして定義される場合、各フィードは、１
つのフィードから次のフィードへと順序に従うことが可能である（増分は１）。この種の
連番は、厳密な順序でフィードを追跡し又は受信することが重要である場合に使用するこ
とが可能である。連番が累進的なものとして定義される場合には、各フィードは、その前
のフィードよりも２以上大きな連番を有することが可能である。連番がタイムスタンプと
して定義される場合には、各フィードには、その連番として所与のタイムスタンプを与え
ることが可能である。連番は、yyyyMMddHHmmssという完全なタイムスタンプ形式を有する
ことが可能である。ラインデリミタは、１ラインの終わりをマークするために使用される
１文字又は複数の文字のタイプを定義することが可能である。フィードファイルのドキュ
メントタイプが、区切られたものとして定義されている場合には、所与のフィードファイ
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ル中のあらゆる各行内の各列を分割するトークンとして文字デリミタを定義することが可
能である。列デリミタは、バー「｜」とすることが可能である。
【１０３５】
実施形態では、デッキプラットフォームは、ワイヤレスプロバイダ108により提供され
るモバイル検索サービスを操作するための中心地として働くことが可能である。該システ
ムは、ポータル管理システム、課金システム、他の配信システム、及びエンド・ツー・エ
ンドのモバイル検索サービスを提供するのに必要な全ての他のワイヤレスプロバイダ108
（内部又はサードパーティ）システムと対話することが可能である。全体的な検索システ
ムの一部として、デッキは、販売業者の相関的な特徴（入札場、報告アクセス）の管理を
提供することも可能であり、及びメディア＆ベアラ・アグノスティック検索サービス（例

40

えば、3G、2.5G、MMS、SMS、ダウンロード可能コンテンツ、ストリーミングコンテンツ）
を管理するための一元化されたインタフェイス、及びを提供することが可能である。
【１０３６】
実施形態では、プラットフォームは、ワイヤレスプロバイダ108が該デッキシステムの
動作中に遭遇し得るイベントを該ワイヤレスプロバイダ108が操作するための警告及び／
又はメッセージングシステムを提供する。各メッセージの深刻性レベルは、不確定な深刻
性からサービスに影響を与え得る「警告」深刻性レベルまでの範囲で提示することが可能
である。故障マネージャを使用して、考え得る解要素のイベント及び警告を記述する共通
構造を定義することが可能である。この構造は、汎用的なものとすることが可能であり、
及び全てのタイプのイベントをサポートすることを意図したものである。更に、パフォー
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マンスカウンタは、パフォーマンス／セキュリティ問題を記録することが可能である。
【１０３７】
実施形態では、デッキは、ワイヤレスプロバイダ108のアラーム及び監視システムへ警
告及びステータスイベントを送るための手段としてSNMPプロトコルを使用することが可能
である。ワイヤレスプロバイダ108は、使用中のネットワーク監視ソリューションとかか
る接続を確立するために必要なアクセス詳細（SNMPサーバアドレス及びポート）を指定す
ることが可能であり、及びそのファイアウォールシステムを通るトンネルを開いて、SNMP
トラップが到着できるようにすることが可能である。デッキは、標準的なMIB構造を使用
してアラームを中継することが可能であり、及びあらゆる特定のMIB構造に適応すること
が可能である。イベントの内容及び警告メッセージへのアクセスをワイヤレスプロバイダ

10

108に提供するウェブツールをセキュアサーバ上でホストさせることが可能である。
【１０３８】
本発明の特徴は、モバイル通信設備のアドレスバー174内に入力された情報に対し、該
情報が現存するURL又はその他のウェブサイトの参照と適切に対応しない場合に、有用な
応答を提供することに関するものである。実施形態では、モバイル通信設備のユーザは、
モバイル通信設備上でアドレスバー174内に情報を入力することが可能であり、該情報は
、スペルを間違ったURLや未知のURL等である可能性がある。別の状況では、ユーザは、ア
ドレスバー174が検索クエリ入力設備であると思ってURLではなく検索タームを入力する場
合がある。モバイル通信設備のアドレスバー174内に誤情報が入力される理由は多数存在
し、本発明の実施形態は、かかる誤情報を入力した後であっても有用な情報をユーザへ提
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供するよう働くものである。
【１０３９】
実施形態では、モバイル通信設備のアドレスバー内に入力された誤情報は、間違ったUR
L又はタイプミスしたURLであり、現在アクティブなウェブページに対応するものでなく、
途切れたリンクであり、存在しないページであり、又はウェブサイト、URL、若しくは他
のサイト指示と一致しない他の情報である可能性がある。
【１０４０】
図１２は、モバイル通信設備102のアドレスバー174内に入力された誤情報に関連する予
測プロセスを示している。この予測プロセスにおいて、ユーザは、モバイル通信設備のア
ドレスバー174内にテキストを入力することが可能である（1202）。テキストの入力後、
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ユーザは、該テキストに関連するURLについて検索を開始することが可能である（1204）
。該検索要求に続いて、モバイル通信設備は、関連するサイトを生成することが可能であ
り（1214）、又は、該URLが発見されず又はその他の態様で利用できない場合にエラーを
生成することが可能である（1212）。エラーが返される場合には、望ましいサイトを予測
するよう設計された設備を用いることが可能である。該サイト予測設備は、例えば、モバ
イル通信設備内、ワイヤレスプロバイダ内、又は他の関連する設備内に存在することが可
能である。
【１０４１】
ステップ1218に関連する予測は、非曖昧化設備（例えば、図１に関連して本書で説明し
たようなもの）、訂正設備（例えば、図１に関連して本書で説明したようなもの）、又は
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ユーザが訪問することを意図したサイトを予測するよう設計された他の設備に基づくもの
とすることが可能である。例えば、アドレスバー174内に入力されたテキストは、「.com
」が含まれていないという事実を除いてURLに正しく関連するものであり、タイプミスさ
れ、スペルミスされ、又は真の拡張子が「.net」であり、又はその他の誤った拡張子情報
を含むものである可能性がある。ステップ1218に関連する予測設備は、関連するウェブサ
イトを見つけるために拡張子を追加し又は置換するプロセスを経ることが可能である。ア
ドレスバー174内に含まれる別の誤情報の例として、そのテキストがプレフィクスに関連
するミスタイプその他を含む（例えば、「www.」ではなく「wwe.」をタイプし、又はURL
の前にピリオドではなくカンマを入力する）可能性がある。ステップ1218に関連する予測
設備は、プレフィクス情報を追加し又は置換するプロセスを経て関連するウェブサイトを
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発見することが可能である。アドレスバー174内に含まれる誤情報の更に別の例として、
ユーザは、URLをスペルミスし、短縮されたURLを入力し、URLの代わりに検索タームを入
力する、といった可能性がある。ステップ1218に関連する予測設備は、テキストをスペル
チェックし、意図するターゲットサイトであると考えられるものでその訂正を行う、プロ
セスを経ることが可能である。間違って指示されたテキスト入力に関してテキストを予測
し訂正する過程で、予測設備は、他の技法（例えば、訂正、非曖昧化、及びユーザがより
良い検索クエリをターゲットとすることを支援する他の技法（例えば図１に関連して本書
で説明したようなもの））を用いてユーザを支援することが可能である。
【１０４２】
ステップ1218を介してサイトが予測されると、該予測されたサイトを入力して(1220)モ
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バイル通信設備102上で提示することが可能である。望ましいサイトを予測するプロセス(
1218)はまた、予測した後に該予測したサイトを検索するステップを含むことが可能であ
る(1224)。該予測したサイトが存在せず又は応答しない場合には、該予測ステップ1218に
関連する予測設備は、予測をリファインして再び検索を行うことが可能である。このプロ
セスは、例えば、予測されたサイトが見つかるまで、又は予め設定されたタイムアウト時
間に起因して該プロセスがタイムアウトになるまで、何度も行うことが可能である。
【１０４３】
実施形態では、モバイル通信設備のアドレスバー174内に入力された誤情報から望まし
いサイトを予測するためのプロセスは、該誤情報に対するサイトが存在せず又は応答しな
いことの指示を受容した(1212)後に、望ましいサイトを予測する(1218)、という各ステッ
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プを伴うことが可能である。該予測(1218)は、訂正、非曖昧化、又は本書に記載するよう
な他の技法を伴うことが可能である。例えば、該予測は、誤情報の非曖昧化又は訂正を支
援するためにモバイル通信設備に関連する情報（例えばモバイル加入者特徴情報）を使用
することを伴うことが可能である。予測が行われると、例えば、該予測をテストし(1224)
（例えば、関連するURLの検索を行い）、該予測を提案としてユーザへ提示し(1222)、又
は該予測に関連するサイトに入って提示する(1220)ことが可能である。
【１０４４】
図１３は、モバイル通信設備102に関連するアドレスバー174内に入力された誤情報に基
づく検索プロセス(1300)を示している。この検索プロセスにおいて、ユーザは、モバイル
通信設備のアドレスバー174内にテキストを入力することが可能である（1202）。テキス
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トの入力後、ユーザは、該テキストに関連するURLについて検索を開始することが可能で
ある（1204）。該検索要求に続いて、モバイル通信設備は、関連するサイトを生成するこ
とが可能であり（1214）、又は、該URLが発見されず又はその他の態様で利用できない場
合にエラーを生成することが可能である（1212）。エラーが返される場合には、望ましい
サイト又は入力されたテキストに関連する他の情報を検索するよう設計された設備を用い
ることが可能である。該サイト検索設備は、例えば、モバイル通信設備内、ワイヤレスプ
ロバイダ内、又は他の関連する設備内に存在することが可能である。
【１０４５】
エラー1212又は望ましいサイトが利用不能であることの他の指示が発生すると、アドレ
スバー174内に入力されたテキストを（例えば、図１に関連して説明したように検索クエ
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リ設備内にテキストが入力された場合と同様に）検索クエリとして使用する(1302)ことが
可能である。例えば、該テキストは、それが曖昧な場合には非曖昧化することが可能であ
り、訂正する（例えば、スペルをチェックして訂正する）ことが可能であり、又はクエリ
に関する提案、非曖昧化されたクエリ、若しくは訂正されたクエリを、ユーザのために生
成することが可能である。検索クエリ、訂正された検索クエリ、又は非曖昧化された検索
クエリが決定されると、次いでそれを用いて結果の検索が行われる(1304)。該検索は、結
果を生成することが可能であり、及び／又は提案もしくはその他の関連する情報を生成す
ることが可能である(1308)。例えば、本書における他の実施形態に関連して（例えば図１
に関連して）開示したように、検索結果又は提案は、モバイル通信設備102に関する情報
（例えばモバイル加入者特徴情報）と連携して生成することが可能である。実施形態では
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、（図１に関連して示したような）アルゴリズム設備144をモバイル通信設備に関する情
報と関連して使用して、ユーザが探しているものをより良好に予測することが可能である
。
【１０４６】
実施形態では、モバイル通信設備のアドレスバー174内に入力された誤情報に関する情
報を検索するためのプロセスは、該誤情報に対するサイトが存在せず又は応答しないとい
う指示(1212)を受容した後に、アドレスバー174内に入力されたテキストから検索クエリ
を生成する(1302)、という各ステップを伴うことが可能である。該検索クエリ1302は、訂
正、非曖昧化、又は又は本書に記載するような他の技法を伴うことが可能である。例えば
、検索クエリの作成は、誤情報の非曖昧化又は訂正を支援するためにモバイル通信設備に
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関連する情報（例えばモバイル加入者特徴情報）を使用することを伴うことが可能である
。検索クエリが作成されると、検索結果、及び／又は提案、及び／又は推薦、又はアドレ
スバー174内に入力されたテキストに関する他の情報を、モバイル通信設備のユーザへ提
示することが可能である。
【１０４７】
図１４は、モバイル通信設備102に関連するアドレスバー174内に入力された誤情報に基
づいて処理される検索クエリプロセス(1400)を示している。この検索プロセスにおいて、
ユーザは、モバイル通信設備のアドレスバー174内にテキストを入力することが可能であ
る（1202）。テキストの入力後、ユーザは、該テキストに関連するURLについて検索を開
始することが可能である（1204）。該検索要求に続いて、モバイル通信設備は、関連する
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サイトを生成することが可能であり（1214）、又は、該URLが発見されず又はその他の態
様で利用できない場合にエラーを生成することが可能である（1212）。エラーが返される
場合には、望ましいサイト又は入力されたテキストに関連する他の情報を検索するよう設
計された設備を用いることが可能である。該サイト検索設備は、例えば、モバイル通信設
備内、ワイヤレスプロバイダ内、又は他の関連する設備内に存在することが可能である。
【１０４８】
アドレスバー174から入力されたテキストは、非曖昧化設備、訂正設備、又はモバイル
通信設備上での検索に一層適当な形へとテキストを修正するよう構成された他の設備を介
して処理することが可能である(1402)。該処理されたクエリを次いで検索クエリとして使
用して(1404)検索を実行することが可能である。結果、提案、及び／又は処理されたクエ
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リに関する他の情報を生成して、モバイル通信設備102に関連する表示装置上に表示する
ことが可能である。
【１０４９】
図１５は、モバイル通信設備102に関連するアドレスバー174内に入力された誤情報に基
づくリダイレクションプロセス(1400)を示している。このリダイレクションプロセスにお
いて、ユーザは、モバイル通信設備のアドレスバー174内にテキストを入力することが可
能である（1202）。テキストの入力後、ユーザは、該テキストに関連するURLについて検
索を開始することが可能である（1204）。該検索要求に続いて、モバイル通信設備は、関
連するサイトを生成することが可能であり（1214）、又は、該URLが発見されず又はその
他の態様で利用できない場合にエラーを生成することが可能である（1212）。エラーが返
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される場合には、望ましいサイト又は入力されたテキストに関連する他の情報を検索する
よう設計された設備を用いることが可能である。該サイト検索設備は、例えば、モバイル
通信設備内、ワイヤレスプロバイダ内、又は他の関連する設備内に存在することが可能で
ある。
【１０５０】
エラー、又はサイトが利用できないことの他の指示(1212)に続いて、リダイレクトされ
るサイトを選択することが可能である(1502)。該リダイレクション1502は、テーブル、ア
ルゴリズム、又は正しいサイトを示す当初に利用できなかったサイトに関する情報、に基
づくものとすることが可能である。例えば、利用できないサイトは、関連するサイトが存
在することを示す情報を生成することが可能である。例えば、参照されたURLを提供する
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ことが可能である。このリダイレクション情報が与えられると、モバイル通信設備を新た
なサイトへとリダイレクトさせることが可能となる。
【１０５１】
実施形態では、モバイル通信設備に関する情報を使用して、リダイレクトされたサイト
へユーザをリダイレクトすることが可能である。例えば、ユーザがURLをスペルミスし、
及びモバイル通信設備に関する情報が、ユーザが入る意図のある場所を示す場合がある。
例えば、ミスタイプされたURLに酷似するURLを有するサイトをユーザが最近見たことを示
す情報をモバイル特徴情報が含む可能性があり、その以前に訪問したサイトをユーザに提
示することが可能である。実施形態では、入力されたURLが利用できないことの指示をユ
ーザに提示し、代替策を提案するプロセスを使用したことを示すことが可能である。
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【１０５２】
実施形態では、リダイレクション、検索、テキスト処理、結果提示、提案、又はモバイ
ル通信設備のアドレスバー内に入力された情報を管理する他の方法は、アルゴリズム設備
144を介して支援されることが可能である。該アルゴリズム設備144は、ユーザが最も興味
のある情報を決定する過程でモバイル通信設備102に関する情報を使用することが可能で
ある。該アルゴリズム設備は、例えば協調フィルタ又は個人用とすることが可能であり、
該フィルタは、ユーザにターゲットを絞った結果を配信するプロセスで、モバイル特徴デ
ータベースからの情報を使用することが可能である。
【１０５３】
本発明の別の特徴は、モバイル通信設備上で入力された検索クエリ及びアドレスクエリ
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に関するエラーを処理することに関するものである。実施形態では、このエラー処理は、
モバイル通信設備上のソフトウェアを介して達成することが可能である。実施形態では、
該エラー処理は、モバイル通信設備から離れた場所（例えば、ワイヤレスプロバイダ108
に関連し又はワイヤレス通信設備104に関連するサーバ上）にあるソフトウェアを介して
達成することが可能である。実施形態では、該エラー処理は、部分的にモバイル通信設備
上で、及び部分的に該モバイル通信設備から離れたプラットフォーム上で、ソフトウェア
処理を用いて行うことが可能である。
【１０５４】
図１６は、エラー処理方法1600を示しており、この場合、該エラー処理は、少なくとも
部分的にモバイル通信設備102上で行われる。この実施形態では、モバイル通信設備を使
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用してアドレス検索要求を（例えば、モバイル通信設備上でアドレス検索バー内に入力さ
れたアドレスに関連して）サーバ設備1602へ通信することが可能である。該サーバは、例
えば、ワイヤレスプロバイダに関連するサーバとすることが可能である。かかるアドレス
又はURLが見つからない場合、又は見つかったアドレスがアクティブでなく又はその他の
エラーを生じさせるものである場合には、モバイル通信設備でエラー1604を生成してその
ことを示すことが可能である。このエラーは、図１２ないし図１５に関連してエラー1212
として説明したものと同様のエラーとすることが可能である。
【１０５５】
エラー1604等が生成されると、モバイル通信設備102上のソフトウェアプラットフォー
ムは、該エラーに対して様々な方法（例えば、図１２ないし図１５に関連するエラー処理
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）で応答することが可能である。例えば、図１２ないし図１５に関連して示したように、
モバイル通信設備102上のソフトウェアが望ましいサイトを予測し(1218)、テキストを検
索クエリとして使用し(1302)、入力されたテキストを更に処理し(1402)、モバイル通信設
備を別のウェブサイトへリダイレクトし(1502)、又はその他の態様でエラー1604に応じた
処理を行うことが可能である。該エラー処理に続いて、モバイル通信設備は、情報に関す
る更なる要求を生成し通信することが可能である(1608)。これは、図１２ないし図１５に
関連して説明した情報についての要求と同様のものとすることが可能である。例えば、（
例えば図１２に関連して説明したような）新たに予測したウェブサイトに入るための要求
を行うことが可能である。新たに予測したウェブサイトに入るための要求に続いて、エラ
ー等を生成してプロセスを再実行することが可能である(1224)。最後に、モバイル通信設
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備102は、予測されたサイトの指示を受信すること、又は該予測されたサイトが提示され
ることが可能である。別の例として、新たな要求1608を検索クエリとして形成することが
可能であり、又は図１３ないし図１４に関連して説明したように処理された（例えば非曖
昧化された）クエリの検索エンジンへの供給を意図することが可能である。更に別の例と
して、新たな要求1608は、図１５に関連して説明したようなリダイレクトされる要求とす
ることが可能である。ユーザは、検索クエリを意図的にロケーションボックス内に入れる
ことが可能である、ということが理解されよう。
【１０５６】
図１７は、エラー処理プロセス1700を示しており、この場合、該エラー処理は、少なく
とも部分的にモバイル通信設備102から離れた場所で行われる。この実施形態では、モバ
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イル通信設備を使用してアドレス検索要求1704を（例えば、モバイル通信設備上でアドレ
ス検索バー内に入力されたアドレスに関連して）ワイヤレスプロバイダ108に関連するサ
ーバ設備へ通信することが可能である。該サーバは、例えば、ワイヤレスプロバイダの制
御下にあるサーバとすることが可能であり、又はそれ以外に関連するサーバとすることが
可能である。かかるアドレス又はURLが見つからない場合、又は見つかったアドレスがア
クティブでなく又はその他のエラーを生じさせるものである場合には、ワイヤレスプロバ
イダ108に関連するサーバでエラー1704を生成してそのことを示すことが可能である。こ
のエラーは、図１２ないし図１５に関連してエラー1212として説明したものと同様のエラ
ーとすることが可能である。
【１０５７】
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エラー1704等が生成されると、ワイヤレスプロバイダ108に関連するサーバ上のソフト
ウェアプラットフォームが、該エラーに対して様々な方法（例えば、図１２ないし図１５
に関連するエラー処理）で応答することが可能である。例えば、図１２ないし図１５に関
連して示したように、該サーバ上のソフトウェアが望ましいサイトを予測し(1218)、テキ
ストを検索クエリとして使用し(1302)、入力されたテキストを更に処理し(1402)、モバイ
ル通信設備を別のウェブサイトへリダイレクトし(1502)、又はその他の態様でエラー1704
に応じた処理を行うことが可能である。該エラー処理に続いて、サーバは、情報に関する
更なる要求を生成し通信することが可能である(1708)。これは、図１２ないし図１５に関
連して説明した情報についての要求と同様のものとすることが可能である。例えば、（例
えば図１２に関連して説明したような）新たに予測したウェブサイトに入るための要求を
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行うことが可能である。新たに予測したウェブサイトに入るための要求に続いて、エラー
等を生成してプロセスを再実行することが可能である(1224)。最後に、モバイル通信設備
102は、予測されたサイトの指示を受信すること、又は該予測されたサイトが提示される
ことが可能である。別の例として、新たな要求1708を検索クエリとして形成することが可
能であり、又は図１３ないし図１４に関連して説明したように処理された（例えば非曖昧
化された）クエリの検索エンジンへの供給を意図することが可能である。更に別の例とし
て、新たな要求1608は、図１５に関連して説明したようなリダイレクトされる要求とする
ことが可能である。
【１０５８】
本発明の特徴は、スポンサードリンクの提供に関するものである。実施形態では、スポ

40

ンサーに、スポンサー情報（例えば、入札情報、入札に勝った際に提示すべきコンテンツ
、連絡先情報、装置互換情報、スポンサーがターゲットとするプロファイル、スポンサー
がターゲットとするロケーション）の入力を可能にするインタフェイスを提供することが
可能である。例えば、（例えば図１及び図２に関連して説明したような）スポンサーシッ
プ設備162をスポンサーシップ入力設備に適合させることが可能である。該スポンサーシ
ップ設備162は、モバイル通信設備上でのスポンサードリンクの提供に関連する他の機能
を実行することも可能である。例えば、スポンサーシップ設備162は、入札プロセスを容
易化し及び／又はスポンサードコンテンツをモバイル通信設備へ提示することが可能であ
る。実施形態では、モバイル通信設備に関する情報（例えばモバイル加入者特徴情報）を
スポンサードリンクプロセスで使用することが可能である。
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【１０５９】
図１８は、スポンサードコンテンツ設備1800を示しており、この場合、モバイル通信設
備102はワイヤレスプロバイダ108と通信状態にある。スポンサーシップ設備162は、モバ
イル検索ホスト設備114の一部とすることが可能であり、及び、スポンサードコンテンツ
、入札、検索基準等の入力プロセスをスポンサーが開始することが可能にするスポンサー
入力設備1804を含む。該スポンサーシップ設備162は、幾つかのスポンサー間での入札プ
ロセスを扱う入札設備1812、スポンサードコンテンツに関連する支払取引を扱う支払シス
テム1810、及びスポンサードコンテンツの方向付け及び／又は提供を行うよう構成された
スポンサードリンク／コンテンツ設備1808を含むことが可能である。スポンサーは、スポ
ンサードコンテンツデータベース128及びスポンサーの支払設備1802にアクセスするよう

10

構成されたサーバ134アプリケーションに関係することが可能である。
【１０６０】
実施形態では、スポンサーは、特定のスポンサードコンテンツをモバイル通信設備102
へ提供するために、スポンサー入力設備1804を介して入札を行うことが可能である。スポ
ンサーは、入札情報（特定のキーワード一致のための最高入札等）、コンテンツ情報、互
換性情報等を提供することが可能である。スポンサーは、スポンサー入力設備1804を介し
てスポンサープロセスに入ると、入札金額と引き換えにモバイル通信設備上にスポンサー
ドコンテンツを表示させることができる立場となる。ユーザは、モバイル通信設備102上
で検索クエリを入力することが可能であり、該クエリが入札設備1812へ送信され、該入札
設備1812において入札プロセスが行われて、どのスポンサーのコンテンツがモバイル通信
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設備102へ提供されることになるかを決定することが可能である。該入札プロセスの結果
として、入力プロセス中に当初に示される落札者情報で同定される特定のスポンサードコ
ンテンツ128の落札が生じることになる。例えば、スポンサーは、落札時にリンクその他
のコンテンツ1808をモバイル通信設備へ提示すべきことを指示している可能性がある。
【１０６１】
スポンサーは、モバイル通信設備102に購入可能コンテンツを提示することが可能であ
り、ユーザは、モバイル通信設備102を介して該コンテンツを購入することが可能であり
、及びワイヤレスプロバイダ108を介して該コンテンツの支払をすることが可能である。
例えば、該コンテンツは、ダウンロード可能な着信音、音楽ファイル、ビデオファイル、
壁紙等とすることが可能である。スポンサーは、かかるコンテンツの請求処理をワイヤレ

30

スプロバイダの請求処理設備1810を介して提供するよう選択することが可能である。これ
は、便利、セキュア、及び／又はトラステッドなユーザ取引を提供することが可能である
。ユーザは、自分のワイヤレスプロバイダを介してコンテンツを快適に購入することが可
能である。これは、既知の出所から提供されている外観の多くを該ワイヤレスプロバイダ
が提供することが可能であるからである。これは、ユーザの観点からすれば「ウォールド
・ガーデン」感覚を生成し得るものであると共に、かかるコンテンツをユーザがオープン
ウェブから検索及び／又は受信することを可能にする。スポンサーが、ワイヤレスプロバ
イダの支払設備1810を介したコンテンツの支払いを許容する場合には、ワイヤレスプロバ
イダ108は、請求書送付サービスの見返りとしてユーザの支払いの一部（又はその他の報
酬）を受け取ることが可能である。
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【１０６２】
実施形態では、スポンサーの支払設備1802を使用して、落札され及び／又はモバイル通
信設備102へ提示されたスポンサードリンクについての支払いを行うことが可能である。
例えば、スポンサードコンテンツが落札され及び／又はモバイル通信設備102へ提示され
ると、入札設備1812は、スポンサーの支払設備1802からの入札金額の支払いを要求するこ
とが可能である。次いで、スポンサーの支払設備1802は、例えば、ワイヤレスプロバイダ
の支払設備1810に対する支払いを処理することが可能である。
【１０６３】
図１９は、スポンサーがスポンサー入力設備1804と対話する際に該スポンサーへ提供す
ることが可能なスポンサー入力設備のユーザインタフェイス1900を示している。該ユーザ
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インタフェイス1900は、基準入力設備1902を含むことが可能であり、基準入力設備1902に
より、スポンサーが、スポンサードコンテンツを配置するための自分の入札にとって重要
な基準を入力することが可能となる。例えば、基準入力設備1902で入力される基準は、キ
ーワード、フレーズ、ターム、専門用語、smsコード、ユーザプロファイル、モバイル通
信設備のディスプレイタイプ、モバイル通信設備のタイプ、電話機のタイプ、モバイル通
信設備、モバイル通信設備のプロセッサタイプ又は能力、モバイル通信設備のオペレーテ
ィングシステム、モバイル通信設備のサードパーティソフトウェア、モバイル通信設備の
特徴、モバイル通信設備のオーディオシステム、ロケーション、ユーザの性別、ユーザの
購入履歴、ユーザの年齢、クリック履歴、電話履歴、時刻、通日、モバイル通信設備の市
外局番、ユーザの自宅住所、自宅地域、勤務先住所、勤務先地域、モバイル加入者特徴等
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に関するものとすることが可能である。
【１０６４】
ユーザインタフェイス1900はまた、入札入力設備1904を含むことが可能である。該入札
入力設備は、入札金額及びそれに対応する入札基準を入力する能力をスポンサーへ提供す
ることが可能である。例えば、キーワード関連性一致等の基準に最大入札金額を関連づけ
ることが可能である。実施形態では、最大入札は、単純な一致基準（例えば、キーワード
の一致等）に関連づけることが可能であり、又は一層複雑なストリング又は重み付けした
複数のタームからなるストリング、イベント、又は特徴に関連づけることが可能である。
例えば、スポンサーは、１つのキーワード一致について最大入札$0.10を提供することが
可能であるが、キーワード及びロケーションの組み合わせについては入札$0.15を提供す
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ることが可能であり、又はキーワード、ロケーション、及び電話機のタイプの組み合わせ
については$0.20を提供することが可能である。他の例として、スポンサーは、検索が暗
黙的検索である場合にロケーション及び時刻に関連づけされた入札について$0.15を入札
することが可能である。入札金額に関連する入札基準の特定の例を提供したが、基準の一
致は、重み付けされた機能の一致、アルゴリズムに基づく一致、又は他の任意のタイプの
規則に基づく、アルゴリズム的、ヒューリスティック的、又はその他の一致を含む（但し
これらには限定されない）、あらゆるタイプの一致とすることが可能である、ということ
が理解されよう。
【１０６５】
実施形態では、自身のコンテンツをモバイル通信設備上に提示することを望むスポンサ
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ーに対し、該スポンサーが、広告、宣伝通知、及び売出等を含む（但しこれらには限定さ
れない）スポンサーコンテンツの作成を行うための、複数のメニュー形式を提示すること
が可能である。例えば、そのメニューシステムは、スポンサーコンテンツのタイトル（UR
L、所在地住所、電話番号、又はその他の連絡先情報を含む）をスポンサーが作成するこ
とを可能にする入力メニューをスポンサーに提供することが可能である。更なる説明テキ
ストを１行で、１段落で、及び／又は１ページで入力することが可能である。
【１０６６】
実施形態では、自身のコンテンツをモバイル通信設備上に提示することを望むスポンサ
ーに対し、該スポンサーが該スポンサーコンテンツを提示したいモバイル通信設備のタイ
プを選択するための複数のメニュー形式を提示することが可能である。例えば、スポンサ
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ーは、自身のコンテンツを最適な状態で提示するための技術的な要件に起因して、該コン
テンツの提示に最も適した一部のモバイル通信設備モデルを選択したい場合がある。スポ
ンサーは、更なる説明テキストを１行で、１段落で、及び／又は１ページで入力すること
が可能である。スポンサーは、自身がターゲットとしたい他のユーザ特徴に関連するモバ
イル通信設備（例えば、大学生に多く使用されていることが分かっている携帯電話）上で
のみ提示することを選択することが可能である。
【１０６７】
実施形態では、自身のコンテンツをモバイル通信設備上に提示することを望むスポンサ
ーに対し、該スポンサーが該スポンサーコンテンツを提示したいモバイル通信設備のプラ
ットフォーム及び／又はソフトウェアのタイプを選択するための複数のメニュー形式を提
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示することが可能である。例えば、スポンサーは、Java対応デバイスを必要とするコンテ
ンツを有する可能性がある。このため、該スポンサーのコンテンツをJavaに対応したモバ
イル通信設備上でのみ提示することを選択することが該スポンサーにとって望ましい場合
がある。
【１０６８】
実施形態では、自身のコンテンツをモバイル通信設備上に提示することを望むスポンサ
ーに対し、該スポンサーの情報に関連するキーワード及び／又はキーフレーズのみを選択
するための複数のメニュー形式を提示することが可能である。該メニューは、スポンサー
が入札金額を入力することが可能な個々のワード、複数のワードのリスト、及び／又はフ
レーズを提示することが可能である。該入札金額は、スポンサーがその言葉にコンテンツ
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を関連づけるために支払う意志のある特定の金額、金額範囲、又は最高金額とすることが
可能である。
【１０６９】
実施形態では、自身のコンテンツをモバイル通信設備上に提示することを望むスポンサ
ーに対し、該スポンサーにより入力され及び／又は選択されたキーワードに基づいてキー
ワードの提案を提示することが可能である。例えば、シソーラスを使用して、スポンサー
が入札に興味があることを明示したキーワードに関連する更なるキーワードをスポンサー
へ自動的に提示することが可能である。
【１０７０】
実施形態では、自身のコンテンツをモバイル通信設備上に提示することを望むスポンサ
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ーに対し、該スポンサーの情報に関連づけるための地理的な変数を選択するための複数の
メニュー形式を提示することが可能である。該メニューは、個々の市外局番、市名、州名
、国名、及びロケーションを提示することが可能であり、それらは、ユーザにより入力さ
れ、及び／又はロケーション設備から導出されたGPS情報に基づくものとすることが可能
である。地理的情報は、モバイル加入者特徴に関連して提示することも可能である。例え
ば、ホテル業に携わるスポンサーは、現在住んでいる町または通常の勤務地以外の場所に
いるユーザのみに対して自身のコンテンツを提示することに興味がある可能性がある。
【１０７１】
実施形態では、自身のコンテンツをモバイル通信設備上に提示することを望むスポンサ
ーに対し、該スポンサーの情報に関連づけるための人口統計学的な変数を選択するための
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複数のメニュー形式を提示することが可能である。該メニューは、年齢、性別、人種、住
所、所得、請求書発送履歴、購入履歴等といった、モバイル加入者特徴データベースに収
容されている個々の人口統計学的な変数を提示することが可能である。
【１０７２】
実施形態では、スポンサーのコンテンツは、該スポンサーの入札金額に基づいて降順に
モバイル通信設備上で表示することが可能である。
【１０７３】
実施形態では、スポンサーから導出した共有する収益の量に基づいて降順にモバイル通
信設備上で表示することが可能である。
【１０７４】

40

実施形態では、スポンサーのコンテンツは、時間を基準として使用することに少なくと
も部分的に基づいてモバイル通信設備102上で表示し及び／又は順序づけることが可能で
ある。
【１０７５】
実施形態では、スポンサーのコンテンツは、モバイル加入者特徴（ユーザ、装置タイプ
、地理、取引、及び／又は履歴等）に少なくとも部分的に基づいてモバイル通信設備102
上で表示し及び／又は順序づけることが可能である。
【１０７６】
実施形態では、スポンサーのコンテンツは、スポンサードコンテンツの関連性に少なく
とも部分的に基づいてモバイル通信設備102上で表示し及び／又は順序づけることが可能
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である。例えば、関連性は、スポンサーのコンテンツに含まれる情報とクエリ入力設備12
0でユーザが入力したキーワードとに基づくものとすることが可能である。関連性は、ス
ポンサーのコンテンツとモバイル加入者特徴（ユーザ、装置タイプ、地理、取引、及び／
又は履歴等）とに基づくものとすることが可能である。
【１０７７】
実施形態では、スポンサーのコンテンツは、モバイル加入者特徴のグループ化又は集約
に少なくとも部分的に基づいてモバイル通信設備102上で表示し及び／又は順序づけるこ
とが可能である。例えば、スポンサーのコンテンツは、ユーザの年齢範囲（例えば、20〜
30歳）に基づいて表示することが可能である。
【１０７８】
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実施形態では、スポンサーの請求書発送プロセスの結果としての支払可能な金額は、ワ
イヤレスプロバイダの請求書発送プロセスにおいて処理することが可能である。例えば、
スポンサーは、ワイヤレスプロバイダの請求書発送システムに加入する際に、提示される
あらゆるスポンサードコンテンツについて料金を支払うようワイヤレスプロバイダと契約
を結ぶことが可能である。該支払いは、例えば、スポンサーからワイヤレスプロバイダへ
直接行うことが可能である。実施形態では、モバイル通信設備のユーザは、スポンサード
コンテンツと対話して（例えば、スポンサードライン上をクリックして）、該スポンサー
ドコンテンツ内で取引を行うことが可能である（例えば、該ユーザは、音楽ダウンロード
、着信音、壁紙等を購入することが可能である）。かかる実施形態では、購入コンテンツ
の購入価格は、スポンサーから請求するのではなくユーザのワイヤレスプロバイダの請求
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書に示すことが可能である。
【１０７９】
実施形態では、モバイル通信設備のユーザを、モバイル加入者特徴、装置タイプ、ロケ
ーション、挙動履歴、取引履歴、又はその他のパラメータの組み合わせで分類することが
可能であり、その結果として得られる分類を、入札のためにメニュー形式でスポンサーに
提供することが可能である。例えば、カリブ海クルーズのチケットを購入する可能性が最
も高いワイヤレスプロバイダの顧客基盤の集団内でユーザ特徴を統計的にモデル化するこ
とが可能である。このモデルが判明すると、該モデルにより記述されるプロファイルをほ
ぼ有する全ての顧客を「カリブ海クルーズ」カテゴリにグループ化することが可能である
。次いでこのカテゴリを他のカテゴリと共にメニューシステムに含ませて、入札のために
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スポンサーへ提示することが可能である。水着会社やサングラス会社等は、「カリブ海ク
ルーズ」カテゴリ内のユーザがそれらの会社の製品を必要としている可能性が高いため、
「カリブ海クルーズ」カテゴリにアクセスするための入札に大きな関心を示す可能性があ
る。該モデルで使用される多くの特徴（変数）を単一のカテゴリへと要約することにより
、入札プロセスをスポンサーにとって一層時間を要さないものにすることが可能となり、
及び独自の製品を構成することが可能である。更に、該統計的なモデルは、変化するユー
ザ嗜好に適応させるよう絶えず更新することが可能である。
【１０８０】
実施形態では、スポンサーのウェブサイトを評価して、キーワード及び／又はキーフレ
ーズが出現する頻度を判定することが可能である。該キーワード及び／又はキーフレーズ
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が判明すると、スポンサーのウェブサイトのコンテンツに対するキーワードの関連性を示
すサイト関連性スコアを導出することが可能である。次いでこの関連性スコアを使用して
スポンサーの入札を支援することが可能となり、これにより、スポンサーが自身のコンテ
ンツに対して最も高い関連性を有するキーワード及び／又はキーフレーズに自身の資金を
集中させるのが容易となる。
【１０８１】
実施形態では、モバイル通信設備のユーザの挙動を自動的に収集し、該ユーザの挙動を
反映するよう入札システムにおける入札額の値を調節することが可能である。例えば、ユ
ーザによる電話、クリック、クリックスルー、購入、及び出来高最適化を自動化して、キ
ーワードに関連する最小又は最大入札額の値の変更に使用することが可能である。
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【１０８２】
実施形態では、編集上のレビュープロセスを使用して、スポンサーが自身のコンテンツ
の関連づけのための基準の選択の適切さを評価することが可能である。例えば、子供の興
味に一般に関連するキーワードを有する成人向けコンテンツにスポンサーを関連づけるの
が適当でない場合がある。編集上のプロセスは、かかる不一致を探し出して修正するのに
資することが可能である。
【１０８３】
実施形態では、自動スパイダリングツールを使用して、スポンサーのコンテンツの変化
を定期的に監視し、及びスポンサーリンクの信頼性を判定することが可能である。例えば
、スポンサーは、以前に入札プロセスを介してキーワードに関連づけられた該スポンサー

10

のコンテンツがもはや信頼できないものとなる（すなわち、リンクがユーザを導いた場所
にもはやコンテンツが存在しない）程度に、ウェブサイトを更新する可能性がある。これ
が発生すると、システムは、スポンサーコンテンツのリンクの信頼性が不十分であること
を示す警告をスポンサーへ送ることが可能である。それらは、システムの全体的な信頼性
を改善する働きをすることが可能である。
【１０８４】
図２０に示すように、広告2004は、モバイル通信設備102のクエリ設備からウェブペー
ジ要求を受信し、該モバイル通信設備102に関連する情報を受信し、及び該モバイル通信
設備102に関連する情報に少なくとも部分的に基づいて少なくとも１つの広告2002aをウェ
ブページに関連づけする、という各ステップに少なくとも部分的に基づいてモバイル通信
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設備102へ提示することが可能である。例えば、モバイル通信設備102のユーザは、ミュー
ジシャンの名前を書いた明示的なテキストクエリからなる検索クエリを開始することが可
能である。ユーザのモバイル通信設備102へ提示することが可能な考え得る検索結果は、
広告2002a,2002b及びミュージシャンのCDや彼のパフォーマンスのビデオに関するウェブ
サイト等を含むことが可能である。代替的に、モバイル通信設備のユーザは、ミュージシ
ャンにあてられた特定のウェブサイトを要求するアドレス要求（例えばインターネットUR
L）を入力することが可能である。このアドレス要求は、ミュージシャンのCDや彼のパフ
ォーマンスのビデオ等に関連する広告及びその他のウェブサイトに関するものとすること
が可能である。モバイル通信設備102に関する情報（例えば、そのビデオストリーミング
能力）を使用して、広告／ウェブページ2008結果の何れをユーザのモバイル通信設備102
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に成功裏に提示することが可能であるかを判定することが可能である。次いで、その情報
を使用して、ユーザのモバイル通信設備102の表示装置にそれぞれ提示することができる
ウェブページ及び広告2004を対にすることが可能である。
【１０８５】
実施形態では、暗黙的クエリを、モバイル通信設備102のユーザから受信して、広告200
4との関連づけを少なくとも部分的に導出するために使用することが可能である。例えば
、モバイル加入者特徴112、キャリアビジネスルール130、又はモバイル通信設備102情報
は、時刻、ロケーション、又は類似する状況と相まって、関連する広告とウェブページ20
08とを対にした推薦をユーザのために提案することが可能である。推薦された広告2002は
、該広告2002の表示に先立ち、その表示中に、又はその表示後に、ウェブページと対にす
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ることが可能である。コンテンツ要求は、モバイル加入者特徴112に少なくとも部分的に
基づいて暗黙的クエリ要求により行うことが可能である。例えば、ユーザのモバイル加入
者特徴112は、ユーザの誕生日を含むことが可能である。このため、誕生日のお祝いや顧
客の誕生日における割引等に関する広告2004を選択するために、ユーザの誕生日に暗黙的
クエリを生成することが可能である。コンテンツ要求は、ユーザのモバイル通信設備102
の特徴に少なくとも部分的に基づいて暗黙的クエリ要求により行うことが可能である。例
えば、モバイル通信設備102のタイプが人口統計学（例えば年齢）に関連するものである
場合には、該モバイル通信設備102のタイプのユーザに関連し得る広告2004を選択するよ
う暗黙的クエリを開始することが可能である。
【１０８６】
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実施形態では、ユーザの以前の検索活動及び検索結果を使用して該ユーザのための暗黙
的クエリ要求を生成することも可能である。以前の検索活動は、取引、検索クエリ、ウェ
ブサイトへの訪問、及びモバイル通信設備102上でユーザが開始したその他の活動を含む
ことが可能である。モバイル通信設備102の地理的ロケーションは、ユーザの現在の地理
的近傍における製品及びサービスを含む（但し、それらには限定されない）暗黙的クエリ
を生成することが可能である。現在時刻を他の情報とは無関係に又は他の情報と共に使用
して暗黙的クエリを生成することが可能である。例えば、正午であるという独立した事実
は、ランチを提供するレストランに関する暗黙的クエリを開始することが可能である。上
記のレストランの例の場合のように、意味のある推薦を生成するための同様のプロセスを
他のサービス及び製品に適用することが可能であり、かかるサービス及び製品には、輸送
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、食料、劇場、スポーツ、エンターテイメント、映画、会社、職場、銀行、郵便局、郵送
施設、ガソリン、方向、ロケーション、場所の探索、ナビゲーション、タクシー、バス、
列車、自動車、空港、ベビーシッター、サービス提供者、商品提供者、ドラッグストア、
ドライブスルー、バー、クラブ、映画時刻、エンターテイメント時刻、ニュース、及びロ
ーカル情報等が含まれる。
【１０８７】
実施形態では、広告2002は、モバイル加入者特徴112に関する情報に少なくとも部分的
に基づいてモバイル通信設備102へ提示することが可能である。この情報は、モバイル加
入者特徴データベース112に収容されているユーザの個人的な人口統計学的な変数（例え
ば、年齢、性別、人種、宗教、市外局番、郵便番号、自宅住所、勤務先住所、請求書送付
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先住所、信用情報、家族情報、所得範囲、誕生日範囲、出生地、使用者、肩書き、就労日
数、所属、又は本書に記載するような他の情報）を含むことが可能である。モバイル加入
者特徴112は、個人用フィルタに関連づけることが可能である。モバイル加入者特徴は、
協調フィルタと連携して使用することが可能である。モバイル加入者特徴112は、ユーザ
特徴の集合を含むことが可能であり、又は一定範囲の値を含むことが可能である。該ユー
ザ特徴の一定範囲の値は、一定範囲のユーザ層とすることが可能である。該ユーザ特徴の
一定範囲の値は、一定範囲の挙動又は年齢範囲とすることが可能である。
【１０８８】
実施形態では、モバイル加入者特徴112は、広告2002の検索結果を、モバイル加入者特
徴112又は複数の特徴のプロファイルに関連するものに限定するパラメータを形成するこ
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とが可能である。このため、広告2002の１つ又は２つ以上の結果セットの表示は、情報を
省略し、情報を優先順位付けし（例えば、スポンサーリンクを他の全ての前に提示し）、
検索結果セットのサブセットを強調表示し、又はモバイル加入者特徴112の存在又は不存
在に基づいて情報の表示を順序づけすることが可能である。モバイル加入者特徴データベ
ース112内に格納することが可能な代表的な要素の例として、ロケーション、ユーザに関
する個人情報、ウェブ対話、E‑mail対話、メッセージング対話、請求書発送履歴、支払履
歴、典型的な請求額、時刻、オンライン対話の期間、オンライン対話の数、家族の状態、
職業、取引、以前に入力された検索クエリ、ロケーションの履歴、電話番号、装置識別子
、以前にダウンロードしたコンテンツのタイプ、以前に見たコンテンツ、及び訪問したサ
イトが挙げられる。
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【１０８９】
実施形態では、少なくとも１つの広告2004を、モバイル加入者特徴112とモバイル通信
設備102特徴との組み合わせに関連する情報に少なくとも部分的に基づいて、少なくとも
１つのウェブページに関連づけることが可能である。この情報は、ユーザが所与の時刻に
所与のロケーションで探している可能性のあるものに関する指示を提供することが可能で
ある。例えば、ユーザは、交通手段、食料、劇場、スポーツ、エンターテイメント、映画
、会社、仕事、銀行、郵便局、郵送施設、ガソリン、方向、ロケーション、場所の探索、
ナビゲーション、タクシー、バス、列車、自動車、空港、ベビーシッター、サービス提供
者、商品提供者、ドラッグストア、ドライブスルー、バー、クラブ、映画時刻、エンター
テイメント時刻、ニュース、及びローカル情報を探している可能性がある。
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【１０９０】
実施形態では、広告2004は、モバイル通信設備102に関する情報に少なくとも部分的に
基づいてモバイル通信設備102へ提示することが可能である。この情報は、広告2002の検
索結果を、所与のモバイル通信設備102のタイプについて、互換性を有し、関連し、又は
好ましい結果に限定する、パラメータを形成することが可能である。このため、広告2002
の１つ又は２つ以上の結果セットの表示は、情報を省略し、情報を優先順位付けし（例え
ば、スポンサーリンクを他の全ての前に提示し）、検索結果セットのサブセットを強調表
示し、又はモバイル通信設備102の存在もしくは不存在又はモバイル通信設備102の特徴に
基づいて情報の表示を順序づけすることが可能である。モバイル加入者特徴データベース
112内に格納することが可能な代表的な要素の例として、検索履歴、ペアレンタル・コン
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トロール、又はキャリアビジネスルール130、表示解像度、処理速度、オーディオ能力、
ビジュアル能力、及びその他の技術的特徴が挙げられる。例えば、広告2004は、該広告20
04のコンテンツを最適な状態で提示するための技術的な要件に起因して、該コンテンツの
提示に最も適した一部のモバイル通信設備102のモデルのみに関連づけることが可能であ
る。例えば、広告2004は、Java対応デバイスを必要とするコンテンツを有する場合がある
。このため、該広告2004にとって、そのコンテンツをJavaに対応したモバイル通信設備上
でのみ提示するのが望ましい場合がある。
【１０９１】
実施形態では、広告及びウェブページコンテンツのモバイル通信設備102との互換性は
、かかるコンテンツとのモバイル通信設備102の複数の対話を追跡することにより、少な
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くとも部分的に判定することが可能である。広告及びウェブ対話に関する情報は、データ
ベース中に格納することが可能であり、該情報の一部は、複数のモバイル通信設備のうち
の少なくとも１つのモバイル通信設備102の識別子を含むことが可能であり、コンテンツ
との対話が幾つ存在したかに部分的に基づいてモバイル通信設備102の互換性を予測する
ことが可能である。コンテンツとのモバイル通信設備102の互換性の予測は、ユーザの過
去に幾つの対話が存在したかに部分的に基づくものとすることが可能である。コンテンツ
は、ダウンロード、プログラムファイル、実行可能ファイル、zip形式の圧縮ファイル、
圧縮ファイル、オーディオ、及びビデオとすることが可能である。広告又はウェブ対話は
、ハイパーリンク上のクリック、ダウンロードされたコンテンツの指示、及び／又はダウ
ンロードされたプログラムの指示とすることが可能である。
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【１０９２】
実施形態では、広告コンテンツは、ウェブページコンテンツ及び少なくとも１つのモバ
イル加入者特徴112及び／又は少なくとも１つのモバイル通信設備102の特徴と関連づける
ことが可能である。
【１０９３】
実施形態では、広告2004は、モバイル通信プロバイダに関する情報に少なくとも部分的
に基づいて少なくとも１つのウェブページに関連づけることが可能である。モバイル通信
プロバイダに関する情報は、図式的な商標、可聴信号、モバイル通信プロバイダのスロー
ガン商標を読む人の記録、モバイル通信プロバイダに関連する独特な音程又は複数の音程
の組み合わせ、又は視聴覚コマーシャル等のビデオストリームを含むことが可能である（
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但しこれらには限定されない）。
【１０９４】
実施形態では、モバイル通信設備に関する過去の実行又はその他の情報は、リモートサ
ーバ134及びデータベース138、ワイヤレスプロバイダのデータ設備124、モバイル通信設
備、又はその他の同様の設備上で、格納し、集約し、及び解析することが可能である。過
去の実行は、過去のコンテンツ対話、コンテンツダウンロード、オーディオコンテンツス
トリーミング、ビデオコンテンツストリーミング、Javaクッキー中に含まれるコンテンツ
、モバイル通信設備上に格納されているテンポラリーインターネットファイル中に含まれ
るコンテンツ、過去の取引情報等を含むことが可能である（但しこれらには限定されない
）。
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【１０９５】
実施形態では、アルゴリズム設備144は、モバイル通信設備の過去の実行に関する情報
又はモバイル通信設備に関するその他の情報の関連づけを行うためのアルゴリズムを含む
アルゴリズムを実行することが可能である。例えば、アルゴリズム設備は、単一のモバイ
ル通信設備102又は一群をなす複数のモバイル通信設備内での所与の過去の実行（例えば
、MP3ファイルのダウンロード）の累積的な頻度を判定するためのアルゴリズムを含むこ
とが可能である。コンテンツは、イエローページ式の分類法にカテゴライズすることが可
能であり、この分類法は、モバイル通信設備102又は一群をなす複数のモバイル通信設備
の過去の実行へとマッピングすることが可能である。次いで、該分類法は、モバイル通信
設備又は一群をなす複数のモバイル通信設備に関連する累積的な順位の降順に従って順序
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づけすることが可能である。例えば、かかるアルゴリズムをユーザのモバイル通信設備の
過去の実行に適用する結果として、以下に示すようなコンテンツの分類法による累積的な
頻度の順位が生じることになる（例えば、各数字は累積的な別個のコンテンツ対話を表し
ている）：MP3:92；着信音:43；オンライン楽器サイト:16；新聞ウェブサイト:2；ビジネ
ス週刊誌ウェブサイト:1。この一連のデータに基づき、コンテンツの関連性を推論するこ
とが可能であり、その結果として、音楽（聴くこと及び演奏すること）に関係するコンテ
ンツに、ニュースに関係するコンテンツよりも高い優先順位が与えられることになる。
【１０９６】
実施形態では、アルゴリズムはまた、単一のモバイル通信設備102又は一群をなす複数
のモバイル通信設備内の過去の実行の相関付けを行うことが可能である。例えば、アルゴ
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リズムは、モバイル通信設備102を用いたMP3ファイルのダウンロード及びコンサートチケ
ットのオンラインでの購入の過去の実行間の関連性を記述するための相関係数を計算する
ことが可能である。この係数は、モバイル通信設備102へ提示するコンテンツの順序づけ
の基礎を形成することが可能である。例えば、単一のモバイル通信設備又は一群をなす複
数のモバイル通信設備の過去の実行において、MP3ファイルのダウンロードが係数0.23で
オンラインコンサートチケット購入と正の相関を有し、一方、MP3ファイルのダウンロー
ドがたったの係数0.04で不動産リストのダウンロードと正の相関を有することが見出され
る場合がある。この情報を使用してコンテンツの関連性をランク付けして、MP3のダウン
ロードを過去に実行した人に対し、コンサートチケットの購入に関するコンテンツが、不
動産リストに関するコンテンツよりも頻繁に、該リストよりも優先的に、モバイル通信設
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備の表示装置172内で該リストよりも優先させた配置で、又は該リストを除外する等して
、提示されるようにすることが可能である。この情報はまた、コンテンツ対話の妥当性及
び可能性を推論するために使用することが可能である。例えば、過去に多数のMP3ダウン
ロードを実行しているがオンラインコンサートチケット購入を行っていないモバイル通信
設備102は、チケット購入コンテンツを受信し及び／又はチケット購入コンテンツをニュ
ースコンテンツよりも優先的に受信する最有力候補である可能性がある。
【１０９７】
実施形態では、上述のアルゴリズムタイプは、モバイル通信設備に関連する情報、モバ
イル通信設備の能力、モバイル通信設備に関連するユーザ、モバイル通信設備の所有者、
１つ又は２つ以上のモバイル加入者特徴、キャリア情報、又はスポンサードコンテンツと
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の対話の可能性を予測するものとして使用することが可能な他の情報に基づいて、コンテ
ンツの関連性、優先順位、位置決め、及び配置等を評価するために、使用することも可能
である。モバイル通信設備の能力は、オーディオ能力、ビデオ能力、ビジュアル能力、処
理能力、及び画面能力等を含むことが可能である（但しこれらには限定されない）。ユー
ザ特徴は、ユーザ履歴情報、人口統計学的情報、取引履歴、ロケーション情報、ユーザ請
求書送付情報、及び個人用フィルタ等を含むことが可能である（但しこれらには限定され
ない）。モバイル加入者特徴は、ユーザ取引履歴、ユーザロケーション、ユーザに関する
個人情報、ユーザウェブ対話、E‑mail対話、メッセージング対話、請求書送付履歴、支払
履歴、典型的な請求額、時刻、オンライン対話時間、オンライン対話数、家族状態、職業
、以前の検索クエリ、ロケーションの履歴、電話番号、装置識別子、以前にダウンロード
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したコンテンツのタイプ、以前に見たコンテンツ、及び訪問したサイト等を含むことが可
能である（但しこれらには限定されない）。モバイル加入者特徴は、人口統計学的情報を
含むことも可能である。人口統計学的情報は、年齢、性別、人種、宗教、市外局番、郵便
番号、自宅住所、勤務先住所、請求書送付先住所、信用情報、家族情報、所得範囲、誕生
日範囲、出生地、使用者、肩書き、就労日数、又は所属等を含むことが可能である（但し
これらには限定されない）。モバイルサービスプロバイダ特徴は、キャリアビジネスルー
ル、モバイルサービスプロバイダのサービスが消費者に対して利用可能となる地理的領域
、及びウォールド・ガーデン・コンテンツ等を含むことが可能である（但しこれらには限
定されない）。
【１０９８】

10

本発明の一態様は、モバイルキャリアゲートウェイ110からウェブサイト要求100を受信
し、要求されたウェブサイト100に関するコンテキスト情報120を受信し、該受信したコン
テキスト情報120をモバイルコンテンツ130に関連づけし、該モバイルコンテンツ130をモ
バイル通信設備150上でウェブサイト180と共に表示する、という各ステップを含む。
【１０９９】
ウェブサイト要求100を行うために使用されるモバイル通信設備150は、電話機、携帯電
話、セルラー電話、GSM電話、GPRS電話、WAP対応電話、衛星電話、WiFi電話、無線装置、
ページャ、及びPDA等のうちの１つ又は２つ以上とすることが可能である。ウェブサイト
要求100は、モバイルキャリアゲートウェイ110を介して送ることが可能であり、次いで該
モバイルキャリアゲートウェイ110が、要求されたウェブサイト180のコンテキストレビュ
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ー要求160を開始する。要求されたウェブサイト180は、ウェブページ、ドキュメント、イ
メージ、ビデオ、オーディオ、又はその他のウェブサイトのうちの１つ又は２つ以上とす
ることが可能である。サーバ140は、該コンテキストレビュー要求160に応じて、ウェブサ
イト180にアクセスし、及び該ウェブサイト180のコンテキストレビュー170を実行するこ
とが可能である。該コンテキストレビュー170の結果は、ウェブサイト180に関連するコン
テキスト情報120の識別となることが可能である。該識別されたコンテキスト情報120は、
次いでサーバ140へ返送することが可能である。該コンテキスト情報120は、以下のうちの
１つ又は２つ以上とすることが可能である：リンク、リンク構造、ウェブサイトへのイン
バウンドリンク、ウェブサイトからのアウトバウンドリンク、往復リンク、テキスト、キ
ーワード、メタデータ、ウェブサイト使用パターン、及びウェブサイト使用統計等。例え
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ば、モバイル通信設備150のユーザは、マサチューセッツ州ボストン市からニューヨーク
州ニューヨーク市へのAmtrak社の列車時刻表を含むスケジュールウェブサイト180につい
てウェブサイト要求100を実行することが可能である。Amtrak社の時刻表ウェブサイトに
関連するコンテキスト情報120は、例えば、「旅行」、「列車」、「休暇」、「ボストン
」、及び「ニューヨーク」等のキーワード、ボストン市及びニューヨーク市内の局地的な
天気へのアウトバウンドリンク、又は旅行代理店ウェブサイトからのインバウンドリンク
を含むことが可能である。識別されると、Amtrak社の時刻表ウェブサイトに関するコンテ
キスト情報120のうちの１つ又は２つ以上をサーバ140へ返送することが可能である。
【１１００】
サーバ140は、コンテキスト情報120を受信し、次いでそれをモバイルコンテンツ130に
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関連づけることが可能である。随意選択的に、サーバ140は、特定のウェブサイト180に関
連するコンテキスト情報120を格納して、同一の又は異なるモバイル加入者から発せられ
る後続のコンテキストレビュー要求160を容易化することが可能である。モバイルコンテ
ンツ130は、以下の１つ又は２つ以上に関するものとすることが可能である：広告、スポ
ンサードコンテンツ、スポンサードコール、イメージ、ビデオ、テキスト、検索ボックス
、ペイ・パー・クリック・リンク、ペイ・パー・コール・リンク、又はその他のモバイル
コンテンツ130。例えば、コンテキスト情報120がキーワード「休暇」である場合には、関
連するモバイルコンテンツ130は、航空運賃のメタ検索エンジンのための検索ボックス、
カンクーンにある全てを含むリゾート地に関する宣伝、又はエキゾチックな目的地のレビ
ューとすることが可能である。モバイルコンテンツ130が検索ボックスである場合には、
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該検索ボックスは、ローカルサイト検索ボックス、広告検索ボックス、キャリアポータル
検索ボックス、又はその他のかかる検索ボックスに関するものとすることが可能である。
例えば、ローカルサイト検索ボックスは、要求されたウェブサイト180のみについてのク
エリを提供することが可能であり、一方、キャリアポータル検索ボックスは、より大きな
一群をなすウェブサイトについてのクエリを提供することが可能である。
【１１０１】
モバイルコンテンツ130はまた、ワイヤレスキャリアのブランドを使用して随意選択的
にブランドを付すことが可能である。例えば、モバイルコンテンツ130は、サードパーテ
ィの検索エンジンの技術を用いた検索ボックスとすることが可能であるが、該検索ボック
スは、名前、ロゴ、商標、スローガン、グラフィック、オーディオ、ビデオ、イメージ、

10

又はその他の該ワイヤレスキャリアブランドを表す表現を有することが可能である。
【１１０２】
要求されたウェブサイトに関する適当なモバイルコンテンツ130をモバイル通信設備150
へ配信するために、受信したコンテキスト情報120とモバイルコンテンツ130との関連づけ
を、関連性に少なくとも部分的に基づくものとすることが可能である。例えば、該関連性
は、モバイル加入者特徴に関するものとすることが可能である。例えば、高齢者である加
入者が、導出されたコンテキスト情報120がターム「休暇」を含むウェブサイト180を要求
する場合には、関連性のあるコンテンツ130は、カンクーンでの春休みに関する広告では
なく、高齢者の船旅に関する広告とすることが可能である。
【１１０３】
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関連性はまた、コンテキスト情報120とモバイルコンテンツ130との関係に少なくとも部
分的に基づくものとすることが可能である。例えば、該関係は、コンテキスト情報120と
モバイルコンテンツ130との類似性又は非類似性とすることが可能である。他のモバイル
コンテンツ130よりもコンテキスト情報に対してより高い類似性を呈するモバイルコンテ
ンツ130は、より関連性が高いものとみなすことができ、それ故、モバイル通信設備150上
でウェブサイト180と共に表示される可能性がより高いものである。これに対し、コンテ
キスト情報120とは非類似のモバイルコンテンツ130は、関連するものとみなさないことが
可能であり、及び表示のための優先順位を低くすることが可能である。例えば、コンテキ
スト情報120は、書店のウェブサイト（例えば、Barnes & Noble, Border's）へのアウト
バウンドリンクとすることが可能である。書店へのリンクは、Amazon.comの検索ボックス
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又は人気のある著者の最新リリースについての広告を含むモバイルコンテンツ130と類似
するものとみなすことが可能である。書店へのリンクは、薄型テレビに関する広告を含む
モバイルコンテンツ130とは非類似であるとみなすことが可能である。
【１１０４】
関連性はまた、格納されているコンテキスト情報120及び／又はモバイル加入者による
以前のウェブサイト要求100から生じたモバイルコンテンツ130とモバイルコンテンツ130
の現在のプールとの関係に少なくとも部分的に基づくものとすることが可能である。モバ
イル通信設備150へ配信すべきモバイルコンテンツ130は、以前に見たウェブサイト180か
らのコンテキスト情報120との関連づけにより、関連するものとして識別することが可能
である。例えば、現在のウェブサイト要求100が国際ニュースウェブサイトに関するもの
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である場合であっても、「ショッピング」及び「家具」を含む以前に導出したコンテキス
ト情報120に基づいて、配信されるモバイルコンテンツ130をTarget.comのための検索ボッ
クスとすることが可能である。
【１１０５】
モバイルコンテンツ130が、受信したコンテキスト情報120と関連づけされると、該モバ
イルコンテンツ130は、ウェブサイト180と共にモバイル通信設備150上で表示することが
可能となる。該モバイルコンテンツ130は、ウェブサイト180とは隙間を空けて又はウェブ
サイト180と共に表示することが可能である。随意選択的に、表示されたモバイルコンテ
ンツ130をサーバ140内に格納することが可能である。
【１１０６】
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本方法の幾つかの実施形態では、ウェブサイト180に関連する団体にオプトイン機能を
提供することが可能であり、この場合、該オプトイン機能は、自動コンテキストシンジケ
ーションに関して該ウェブサイト180を登録するものである。コンテキスト情報120は、モ
バイル通信設備150へのウェブサイト180の送信に伴ってサーバ140により提供することが
可能である。該サーバ140は、WAPサーバ、モバイルアプリケーションゲートウェイ、WAP
ゲートウェイ、プロキシサーバ、及びウェブサーバ等のうちの１つ又は２つ以上とするこ
とが可能である。
【１１０７】
図示し及び詳細に説明した好適な実施形態に関して本発明を説明したが、それらに対す
る様々な修正及び改善が当業者には自明であろう。したがって、本発明の思想及び範囲は

10

、上記の例によって制限されるものではなく、法律により許される広範な意味で理解され
るべきである。
【１１０８】
ユーザは、関連するモバイルコンテンツを、ランダムなモバイルコンテンツよりも一層
有益なものであると考える可能性がある。それ故、ユーザに関連するモバイルコンテンツ
は、コンテンツプロバイダにとって、より高い価値を有するものとなり得る。これは、ユ
ーザが、プロバイダの目的にとって好ましい態様（例えば、購入又は提案のオプトイン）
でコンテンツと対話する可能性が高くなるからである。結果的に、モバイル通信設備102
のユーザへの関連するモバイルコンテンツの配信は、ユーザ、モバイルサービスプロバイ
ダ、及びコンテンツプロバイダに利益をもたらすことが可能である。
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【１１０９】
関連するモバイルコンテンツのユーザへの配信は、モバイル通信設備102へのウェブサ
イト又はウェブページコンテンツの配信と関連づけることが可能である。関連するコンテ
ンツの配信をウェブページの配信と関連づけることにより、モバイル通信設備102のユー
ザが、該モバイル通信設備102上に新しい情報が表示されるのを既に期待している可能性
がある。また、関連するモバイルコンテンツは、配信されるウェブページに関連するもの
であることが可能であり、これにより、モバイルコンテンツのユーザとの関連性が強化さ
れることになる。
【１１１０】
ウェブサイト又はウェブページ（及び関連するモバイルコンテンツ）は、様々なアクシ
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ョン及び条件に基づいて、モバイル通信設備102へ配信し表示させる（又はビデオ又はオ
ーディオの場合のように再生させる）ことが可能である。かかるアクションの１つが、ユ
ーザがワイヤレスプロバイダ108にウェブサイトを明示的に要求することである。該要求
の結果として、ワイヤレスプロバイダ108は、選択されたモバイルコンテンツがユーザ及
び／又はウェブサイトに対して関連性を有するように、様々なモバイルコンテンツのソー
スからモバイルコンテンツを選択することが可能である。
【１１１１】
前記様々なモバイルコンテンツのソースは、インターネット、ワイヤレスプロバイダ10
8のデータ設備124、コンテンツ・ウォールド・ガーデン132、広告主データ174、スポンサ
ー128、サーバ134、検索設備142、及びスポンサーシップ設備162を含むことが可能である
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（但しこれらには限定されない）。本書に記載するように、スポンサーシップ設備162は
、スポンサードモバイルコンテンツに対するモバイル加入者特徴112（例えば挙動情報）
の何らかの関連性の一致を提供することが可能である。スポンサーシップ設備162におけ
る関連性の一致を容易化するために、ワイヤレス通信設備104は、モバイル加入者特徴112
又はユーザ挙動情報等の基準、又はロケーション情報612、及び要求されたURLを、スポン
サーシップ設備162へ提供することが可能である。
【１１１２】
モバイルコンテンツは、ユーザがモバイルコンテンツのソースに直接応答することをモ
バイル通信設備102の特定のユーザインタフェイス要素が可能とするように、モバイル通
信設備102と対話することが可能である。かかる対話は、モバイル通信設備102が他の機能
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（ウェブブラウジングや音声通話等）を実行している間であっても、該モバイル通信設備
102がモバイルコンテンツのソースと直接対話することを可能とするものである。
【１１１３】
一例では、モバイル通信設備102は、そのユーザインタフェイス内に可変ファンクショ
ンキーを含むことが可能である。モバイル通信設備102によりモバイルコンテンツが受信
される際に、該可変ファンクションキーが、該モバイルコンテンツの提案についてのオプ
トインキーとなることが可能である。ユーザは、該可変ファンクションキーをアクティブ
にすることにより、該モバイルコンテンツの提案を自動的にオプトインすることが可能で
ある。適当なユーザ情報をウェブサイト又はモバイルコンテンツのプロバイダへ提供して
、提案をオプトインすることについての該ユーザの承諾又は同意をアクティブにすること

10

が可能である。
【１１１４】
ウェブページは、ユーザ要求以外のアクション又は条件に基づいてモバイル通信設備10
2へ配信することが可能である。ウェブページは、モバイル通信設備102により受信され又
は開始された通話、モバイル通信設備102のロケーションの変化、モバイル通信設備102の
電源オン、及びワイヤレス検索プラットフォーム100においてモバイル通信設備102に関連
づけることが可能な本書に記載する多数の他のアクション又は条件といった、アクション
に基づいて配信することが可能である。モバイルコンテンツはまた、該アクション又は条
件に関連する情報に少なくとも部分的に基づいて選択することが可能である。一例では、
ユーザが家電小売業者との電話を完了した結果として、競合する家電小売業者からの現在
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の特別奉仕品を見せるべく該ユーザを招待するウェブページ及び関連するモバイルコンテ
ンツをモバイル通信設備102上に表示させることが可能である。別の例では、ワイヤレス
プロバイダ108は、モバイル通信設備102のロケーションの変化を検出して、局地的な天気
予報及びユーザ特徴との関連性に基づくその土地のレストランを含む関連するモバイルコ
ンテンツを有するウェブページを配信することが可能である。
【１１１５】
サーバ134は、ユーザとの関連性を有する配信用のモバイルコンテンツを選択するため
に使用することが可能である。一例では、ユーザの履歴は、該ユーザがモバイル通信設備
102から開始した一部又はほぼ全ての取引を含むことが可能である。このユーザ履歴にお
いて、ユーザは、ジャズ音楽に関連するモバイルコンテンツと対話する嗜好又は傾向があ
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ることを示すことが可能である。該ユーザはまた、ジャズ音楽に関する複数のクエリを実
行している場合がある。それ故、ジャズ音楽に関連するモバイルコンテンツの配信は、該
ユーザと関連性を有するものとなり得る。サーバ134は、かかるタイプの関連性に基づい
て様々なモバイルコンテンツを選択し格納し、それをワイヤレスプロバイダ108に対して
利用可能な状態にして、ユーザへの関連するモバイルコンテンツの配信を容易化すること
が可能である。
【１１１６】
関連性を確立するためにモバイルコンテンツを関連づけることが可能な挙動情報は、個
々のユーザ又は一群のユーザに基づくものとすることが可能である。該一群のユーザは、
１つ又は２つ以上の特徴を共通して有するユーザとすることが可能である。該特徴は、ユ
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ーザ（ユーザ特徴）、モバイル通信設備102、モバイル通信設備102のロケーション、時刻
、又は他の何らかの特徴に関するものとすることが可能である。
【１１１７】
関連するモバイルコンテンツは、スポンサードコンテンツ、スポンサードコール、検索
ボックス等といった、広告又はその他のタイプのモバイルコンテンツとすることが可能で
ある。該関連するモバイルコンテンツの形式は、ユーザ挙動情報に対する関連性に少なく
とも部分的に基づいて選択することが可能である。ユーザは、オーディオ及びビデオの両
方を含むモバイルコンテンツを好むことをモバイル通信設備102に明示的に又は特定のア
クションを介して示している可能性がある。このユーザの挙動情報を使用して類似するモ
バイルコンテンツ間で選択を行い、最も関連性の高いモバイルコンテンツをユーザへ提供
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することが可能である。本書で開示するようなモバイル通信設備102のユーザに関する挙
動情報にモバイルコンテンツを関連づける方法及びシステムは、ウェブサイトに関連して
モバイルコンテンツを選択するのに適用することも可能である。
【１１１８】
実施形態では、モバイル通信設備に関する対話情報を使用してコンテンツを重み付けし
、該重み付けに少なくとも部分的に基づいて、モバイル通信設備上で提示するための該コ
ンテンツの順序づけを行うことが可能である。例えば、対話情報は、取引イベント、購入
履歴、ユーザ履歴、ユーザ特徴、ユーザ装置、地理的ロケーション、時刻、専門知識、職
業、所得層、及び自宅住所等に基づくものとすることが可能である。野球に関係して過去
１週間に幾つかのオンライン書籍購入を行ったユーザは、この過去の挙動の結果として、

10

スポーツコンテンツが、好ましいものとして重み付けされ、及び該ユーザのモバイル通信
設備102上で優先して配置されることになる。この対話情報を使用して、野球の書籍を購
入した該ユーザと１つ又は複数の属性（例えば年齢や所得等）を共有する他のモバイル通
信設備について重み付け及び優先処理を行うことも可能である。対話情報が収集されると
、該対話情報を全体として格納し解析して、モバイルコンテンツのための重みを導出し、
及びモバイル加入者特徴、モバイル通信設備特徴、及びその他のユーザに関係する情報に
関連する情報に基づいてコンテンツの提示の優先順位付けを行うことが可能である。
【１１１９】
実施形態では、モバイルコンテンツは、ダウンロード可能コンテンツ、スポンサードリ
ンク、URL、E‑mailアドレス、FTPアドレス、通話、及びウェブページアドレス、広告、ス

20

ポンサードコンテンツ、オーディオストリーム、ビデオ、及びグラフィック要素等を含む
ことが可能である（但しこれらには限定されない）。実施形態では、対話情報に関係する
ことが可能な情報は、分割することが可能である（例えば、年齢範囲、所得範囲等）。
【１１２０】
実施形態では、モバイルコンテンツ対話情報は、モバイル通信設備（電話機、セルラー
電話、携帯電話、GSM電話、PDA、「ポケット」パーソナルコンピュータ等）から導出する
ことが可能である。
【１１２１】
実施形態では、モバイルコンテンツ対話情報は、複数のモバイルコンテンツ対話情報と
することが可能である。モバイルコンテンツの重み付けは、複数のモバイルコンテンツ対
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話情報に基づくものとすることが可能である。
【１１２２】
モバイルコンテンツ（例えば、ウェブサイト、ダウンロード可能コンテンツ、スポンサ
ードリンク、スポンサードコール、スポンサードコンテンツ、広告、検索結果等）に関す
る対話情報を使用して該コンテンツを重み付けすることが可能である。重み付けは本来は
リンク解析に類似するものであるが、ここでは、コンテンツとの別個の対話の数を計算で
使用してモバイルコンテンツが如何に人気があるか又は関連するものであるかを判断する
ことが可能である。実施形態では、モバイルコンテンツとの全ての対話が等しく重み付け
されるわけではない。大きな権限を有するユーザからの対話は、より関連するものである
とみなすことが可能であり、又は、モバイルコンテンツの実際の値の指示ひいてはこの特
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定のユーザからの対話に大きな重みを提供することが可能である場合には、より関連する
ものであるとみなすことが可能である。例えば、２人のユーザが、モバイルコンテンツの
特定の一部と対話する可能性がある。その第１のユーザは、該ユーザのモバイル通信設備
を介して提供されるウェブサービスの比較的新しいユーザであるため、小さなオンライン
履歴を有している可能性がある。該第１のユーザは、該モバイルコンテンツと多数回対話
することが可能であり、この多数の対話を記録して、該モバイルコンテンツの人気を判定
するための計算で使用することが可能である。第２のユーザは、（例えば本書の他の部分
で説明したモバイル加入者特徴を介して判定されるような）該ユーザのモバイル通信設備
を介したウェブサービスの頻繁なユーザである。このユーザは、該モバイルコンテンツと
限られた回数（例えば１回又は２回）しか対話していない可能性がある。この限られた数
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の対話を第１のユーザの多数の対話と共に使用して、該モバイルコンテンツの人気を判断
することが可能である。しかし、第２のユーザの数回の対話は、高い重みを与えるものと
なる。これは、第１のユーザの初心者としての地位と比較した場合の第２のユーザの頻繁
なウェブサービスユーザとしての地位のため、該第２のユーザが該計算においてより権限
を有するものであるとみなすことができるからである。結果的に、第１のユーザのモバイ
ルコンテンツとの対話履歴を大幅に割り引き、及び第２のユーザからの数回の対話につい
ての信頼性を増大させることが可能である。これは、モバイルコンテンツとの対話数に単
純に基づく計算と比較して、モバイルコンテンツの人気ランキングを有効に低下させるこ
とが可能なものである。
【１１２３】

10

実施形態では、モバイルコンテンツとのユーザの実際の対話に対する重み付けを提供す
る対話の値を予測するのはユーザの表見的権限である。このユーザの権限を使用して、該
ユーザの対話の重み付けを増減させることにより、モバイルコンテンツの人気、関連性、
又はその他のかかるパラメータを、該コンテンツとたまたま対話したユーザではなく権限
のあるユーザからの対話に一層重きをおくものとすることができる。ユーザの権限は、例
えば、該ユーザのユーザ履歴、取引履歴、オンライン挙動、ウェブサービス使用、モバイ
ル通信設備のタイプ、又はその他のパラメータであって、追跡され、監視され、評価され
、測定され、記録され、又はその他の態様でモバイル通信設備に関連して格納されるもの
（例えばモバイル加入者特徴）に基づくものとすることが可能である。ユーザの権限を評
価するために信頼される情報は、該ユーザに関連するモバイル通信設備内に格納すること
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が可能であり、又はリモートに（例えば、ワイヤレスプロバイダに関連するモバイル加入
者特徴データベース内に）格納することが可能である。ワイヤレスプロバイダ又はその他
のサードパーティで格納される場合には、該ワイヤレスプロバイダは、該権限情報を提供
し又は権限の計算を実行する団体とすることが可能である。
【１１２４】
実施形態では、各モバイル通信設備のユーザを、一般的な及び／又は特定の権限ランキ
ングで格付けすることが可能である。例えば、ユーザは、自身のモバイル通信設備を介し
てウェブサービスを使用した履歴を有しており、高い一般的な権限ランキングを有するも
のとみなすことが可能である。同ユーザは、該ユーザがローカル検索システムの頻繁なユ
ーザであることを示唆する履歴を有している可能性があり、このため、該ユーザは、ロー
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カルモバイルコンテンツ対話についての特定の高い権限ランキングを受けることが可能で
ある。実施形態では、該一般的な権限ランキングは、ウェブサービス、ウェブコンテンツ
、ウェブサイト、取引、購入、ダウンロード、見ること、聴くこと、ストリーミングを見
ること、又はその他のかかる一般的なウェブ対話のユーザの使用に基づくものとすること
が可能である。実施形態では、前記特定の権限ランキングは、ローカル対話、暗黙的対話
（暗黙的検索の結果として生じる対話）、ペイ・パー・コール対話、スポンサードリンク
対話、広告対話、検索結果対話、又はその他のかかる特定のカテゴリの対話といった、よ
り特定のカテゴリの対話に基づくものとすることが可能である。実施形態では、該特定の
権限ランキングは、特定の電話番号との対話、コンテンツの特定の部分（例えば、既知の
最高ランクのコンテンツ（最高ランクの広告等））との対話といった、特定の対話に基づ
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くものとすることが可能である。
【１１２５】
モバイルコンテンツを使用してワイヤレスプラットフォーム100内で製品又はサービス
を販売するスポンサーは、スポンサーとなっているモバイルコンテンツから導出された期
待値に関する情報を得ることを有利と考える可能性がある。モバイルコンテンツに関する
期待値を知ることにより、スポンサーは、利益を引き出す可能性の最も高い資金提供機会
を選択することが可能となる。該期待値は、スポンサーが広告プログラムから引き出され
ることが期待される総利益に基づいて該広告プログラムに予算を割り当てるのを支援する
ことが可能である。クリックスルー量やコンバージョン量等の挙動的な基準を使用して、
将来の消費者のモバイルコンテンツとの対話を予測することが可能である。製品価格や利
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幅等の経済的な基準を使用して、モバイルコンテンツに関する挙動的な基準に所与の製品
を関連づけることの経済的な結果を示すことが可能である。期待値の計算は、広告主、ワ
イヤレス情報プロバイダ、ワイヤレスキャリア、ワイヤレスオペレータ、及び電気通信プ
ロバイダ等のスポンサーにとって有益なものとなり得る。
【１１２６】
実施形態では、期待値の計算は、広告プログラム等の資金提供から受けることが予測さ
れる期待される利益をスポンサーへ示すことが可能である。かかる期待される利益の計算
は、モバイルコンテンツに関するクリックスルーパラメータと、該コンテンツに関するコ
ンバージョンと、該コンテンツの対象となる製品の購入価格とを乗算することにより行う
ことが可能である。この計算では、クリックスルーパラメータは、コンテンツがアクセス

10

された（すなわち「クリックされた」）累積的な回数、クリックスルーレート、又はコン
テンツとの対話に関連する他のパラメータを表すことが可能である。コンバージョンは、
コンテンツに関連する購入等の取引の累積的な回数、コンテンツに関する取引レート、又
はコンテンツに関連する取引に関連する他のパラメータを表すことが可能である。購入価
格は、製造者が提案する小売価格、コンテンツプロバイダにより明示的に設定された価格
、特定のユーザのコンバージョンに固有の価格、又は他の何らかの価格設定プロトコルの
結果として生じる製品価格とすることが可能である。期待される利益は、該期待される利
益に入札金額を乗算した入札加重利益として計算することも可能である。
【１１２７】
実施形態では、期待値の計算は、スポンサー又はワイヤレスキャリアに対して、広告プ
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ログラム等の資金提供から受けることが予測される期待される利幅を示すことが可能であ
る。かかる期待される利幅の計算は、モバイルコンテンツに関するクリックスルーと、該
コンテンツに関するコンバージョンと、該コンテンツの対象となる製品の利幅とを乗算す
ることにより行うことが可能である。利幅は、期待される広告主の利幅、期待されるワイ
ヤレスキャリアの利幅、及び製品に関連する利幅等を含むことが可能である（但しこれら
には限定されない）。期待される利幅は、期待される利幅に入札金額を乗算した入札加重
利幅として計算することも可能である。
【１１２８】
実施形態では、期待値の計算は、スポンサー又はワイヤレスキャリアに対して、広告プ
ログラム等の資金提供から受けることが予測される期待される出来高を示すことが可能で
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ある。かかる期待される出来高の計算は、モバイルコンテンツに関する入札と該コンテン
ツに関するクリックスルーとを乗算することにより行うことが可能である。同様に、モバ
イルコンテンツに関する出来高と該コンテンツに関するコンバージョンとを乗算すること
により、期待されるコンバージョン出来高を計算することが可能である。
【１１２９】
実施形態では、期待値の計算は、スポンサー、ワイヤレスキャリア、ワイヤレスオペレ
ータ、又は電気通信プロバイダに対して、ターゲットウェブページで費やされた平均時間
、及びターゲットウェブサイトを訪問したユーザによる該ウェブサイトの使用の平均深さ
を示すことが可能である。
【１１３０】
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実施形態では、モバイルコンテンツに関する期待値の計算は、モバイル通信設備に関す
る特徴によって分けることが可能である。例えば、期待値は、表示能力、表示サイズ、表
示解像度、処理速度、オーディオ能力、ビデオ能力、キャッシュサイズ、ストレージ能力
、及びメモリ容量等を含む（但しこれらには限定されない）特徴によって分けることが可
能である。実施形態では、期待値は、年齢、性別、人種、宗教、市外局番、郵便番号、自
宅住所、勤務先住所、請求書送付先住所、信用情報、家族情報、所得情報、生年月日、出
生地、使用者、肩書き、就労日数、ユーザ履歴、ユーザ取引、地理的ロケーション、及び
時刻等を含む（但しこれらには限定されない）モバイル加入者特徴によって分けることも
可能である。この分けられた期待値は、分けられた所与の範囲内の期待値に関する情報を
提供することが可能である。
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【１１３１】
スポンサーによる期待値の使用態様の考え得る多数の例のうちの一例を以下で説明する
。コンテンツのスポンサーは、該スポンサーの製品又はサービスに十分な興味を持つ人又
は団体によりアクセスされて結果的にコンバージョン（例えば購入）が生じることとなる
可能性が最も高いと該スポンサーが考えるコンテンツに資金提供を行おうとする可能性が
ある。市場調査の主な役割の１つは、過去のコンバージョンに最も関連する消費者プロフ
ァイルの洞察を獲得し、及び現時点では提供者の製品をよく知らないが該製品を購入する
可能性のある未開発の市場シェアを表す他の消費者プロファイルに関する情報を提供する
ことである。例えば、テレビ等の従来のメディアでは、スポンサーは、特定のゴールデン
タイムのホームコメディに関連する人口統計学的プロファイル、視聴者数、及び平均視聴

10

時間等に関する市場調査を購入する可能性がある。過去の消費者のプロファイルに関して
スポンサーが有している場合がある以前の市場調査に基づいて、該スポンサーは、該ホー
ムコメディの視聴者と該スポンサーの過去の消費者との一致のレベルに基づき、該ホーム
コメディ中のスポンサーのコンテンツ（例えば広告）の適切さについて知識に基づく推測
を行うことが可能である。該一致のレベルが高いほど、該広告の結果として購入が生じる
確率が高くなり、及び企業がその広告費用で得ることになると予測する期待値が高くなる
。更に、消費者プロファイルが記述される特殊性が高くなるほど（例えば、「カリフォル
ニア」ではなく「市外局番＝90210」とする）、スポンサーは、該スポンサーが意図する
消費者をより正確にターゲットとすることが可能となり、及びその期待値を高くすること
が可能となる。
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【１１３２】
モバイル通信設備102のユーザにより開始されたモバイルコンテンツ検索に応じて、モ
バイルコンテンツプロバイダは、該検索クエリとの関連性に少なくとも部分的に基づいて
、スポンサードコンテンツ、広告、スポンサーの電話番号、又はその他のスポンサードコ
ンテンツをモバイル通信設備102へ配信することが可能である。様々なスポンサード広告
からの選択に加えて、モバイルコンテンツプロバイダは、様々なソース又はモバイルコン
テンツインベントリから広告等のスポンサードコンテンツを選択することも可能である。
スポンサードコンテンツの異なるソースは、コスト、引き出される利益、ウォールド・ガ
ーデンの制限、ブラックリストに載っているコンテンツ、及びホワイトリストに載ってい
るコンテンツ等に関する一意の構成を有することが可能である。このため、モバイルコン
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テンツプロバイダにとっての利益の最適化に少なくとも部分的に基づいて、利用可能なモ
バイルコンテンツインベントリからモバイルコンテンツを選択するのが、該モバイルコン
テンツプロバイダにとって有利となり得る。
【１１３３】
実施形態では、インベントリ間出来高最適化方法は、最大のクリックスルー値を提供す
るモバイルコンテンツインベントリを判定することを含むことが可能である。一例として
、第１のモバイルコンテンツインベントリは、第２のインベントリよりも高いパーセンテ
ージの広告インプレッション入札を経る可能性がある。このため、第１のインベントリか
らモバイルコンテンツを選択することにより、該コンテンツがモバイル通信設備へ提示さ
れた際に一層高い利益が生じる可能性がある。
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【１１３４】
モバイルコンテンツのインベントリ間出来高最適化は、そのコンテンツを提示する者に
、非最適化コンテンツよりも高い利益を生み出すのを支援することが可能である。モバイ
ル通信設備102上でのモバイルコンテンツの提示の出来高を最適化する方法及びシステム
は、様々な因子を含むことが可能である。該因子の１つ又は２つ以上は、最適化の目的に
照らして評価することが可能である。例えば、出来高の最適化の目的は、モバイルコンテ
ンツの提示に関連してクリックスルー利益を受ける最高の可能性を生み出すこととするこ
とが可能である。このため、コンテンツは、この目的に向かって前進する因子（例えば、
モバイルコンテンツに関連するクリックスルーレート、又はモバイルコンテンツのクリッ
ク毎に導出される利益、コスト・パー・サウザンド利益、及びコスト・パー・アクイジシ

50

(211)

JP 5589163 B2 2014.9.17

ョン等）に少なくとも部分的に基づいて優先的に選択することが可能である。別の実施形
態では、インベントリ間出来高最適化の目的は、画面解像度、メモリ容量、及びビデオ能
力等の基準に基づいて、モバイル通信設備102との互換性が最も高いモバイルコンテンツ
を優先的に選択することとすることが可能である。
【１１３５】
複数のコンテンツインベントリのうち最も大きな値を提供するものを判定する方法は、
各インベントリから提案されるインプレッション入札を比較して、最も高い入札の提案を
選択することを含むことが可能である。代替的に、高いクリックスルー利益を支払い、そ
のクリックスルーレートの結果として大きな利益が生じる場合には、インプレッション利
益の低い広告を選択することが可能である。これらの例において、広告に関連する因子の
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どれが好ましいかに最適化の目的が如何なる影響を与えるかが理解されよう。
【１１３６】
広告等のモバイルコンテンツの選択は、異なる製品又はサービスについても利用可能す
ることが可能であり、その各々はモバイル検索に対する関連性を有することが可能である
。どの広告が最大の利益を生み出すかの判定は、該広告に関係する因子を含むことが可能
である。該因子は、広告の人気、クリックスルーレート、コンテンツの鮮度、広告、又は
電話番号等を含むことが可能である（但しこれらには限定されない）。一例として、検索
に関連する非常に人気のある広告は、該人気のある広告が見られ、対話され、及びクリッ
クスルーを生成するものとなるといった高い公算により、一層人気の低い関連する広告よ
りも最適な利益の機会を提供し得るものとなる。別の例では、高いクリックスルーレート
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を有する広告は、低いクリックスルーレートを有する広告よりも、一層最適な利益の機会
を提供し得るものとなる。これは、広告主が、より高いパーセンテージのインプレッショ
ンにクリックスルー入札を支払うからである。最も新鮮な（すなわち、より最近に更新さ
れ又は検証された）広告、スポンサーの電話番号、又はその他のスポンサードコンテンツ
もまた、より大きな利益の機会を提供するものとなり得る。一例では、広告は、最近会場
が変更されたイベントを提示することが可能である。会場が変わったために更新された広
告は、旧会場を示した広告よりもクリックスルー利益を提供する可能性の高いものとなり
得る。このため、インベントリ間出来高の最適化方法は、広告の人気、クリックスルーレ
ート、又はコンテンツの鮮度を評価することを含むことが可能である。
【１１３７】
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インベントリ間出来高の最適化は、モバイル通信設備102のユーザに関連する因子（本
書に記載のユーザ特徴等）を含むことが可能である。インベントリ間出来高の最適化に利
用されるユーザ履歴が以下の例で説明されている。ユーザ履歴は、広告、スポンサードコ
ンテンツ、及び／又はスポンサーの電話番号が提示された際のユーザのアクションに関連
する指標を含むことが可能である。履歴は、ユーザがスポンサーの広告よりもスポンサー
の電話番号を完遂することが多いことを示すことが可能である。このため、このユーザに
対するスポンサーの電話番号の提示は、生成される利益を最適化し得るものである。結果
的に、インベントリ間出来高の最適化方法は、このユーザに対して電話番号ベースでない
モバイルコンテンツアイテムではなくスポンサーの電話番号を優先的に選択することが可
能である。
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【１１３８】
モバイル通信設備102のユーザが検索クエリを入力するモードもまた、インベントリ間
出来高の最適化の因子とすることが可能である。モバイル通信設備102は、複数の別個の
入力モード（例えば、ボイス、キーパッド、タッチスクリーン、カメラ等）を有すること
が可能であるため、モバイルコンテンツ、広告、スポンサードコンテンツ、又はスポンサ
ーの電話番号の選択は、クエリ入力モードに少なくとも部分的に基づいて最適化すること
が可能である。例えば、キーパッド入力を用いて検索クエリを発行するユーザは、モバイ
ル通信設備102を聴くのではなく見る可能性が高い。その結果として、小さな表示コンテ
ンツ及び大きなオーディオコンテンツを有する広告を選択すると、該コンテンツに関連す
る出来高は、より視覚ベースのモバイルコンテンツよりも減少する可能性がある。しかし
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、検索クエリのボイス入力は、オーディオベースのモバイルコンテンツを好むユーザを示
すものとなり得る。
【１１３９】
インベントリ間出来高の最適化方法又はシステムは、モバイルコンテンツ、広告、スポ
ンサードコンテンツ、又はスポンサーの電話番号の提示に関する利益を最適化するために
、複数の因子を組み合わせることが可能である。出来高の最適化は、ユーザ、モバイル通
信設備102、ロケーション、広告／コンテンツ／番号、利益（例えば、インプレッション
及びクリックスルー入札）、及び支払条件等に関連する因子を含むことが可能である。一
例では、英語圏のユーザが、パリへ旅行に行き、検索クエリを入力する可能性がある。最
適化方法は、ユーザの言語嗜好（英語）、ロケーション（パリ）、支払条件（米ドルでの
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支払い）、人気（フランスの現在のイベント）、及び利益（インプレッション入札）とい
った因子を組み合わせることが可能である。上記は単なる一例であり、多くの他の因子の
組み合わせが可能であり、かかる因子を単独で、又は組み合わせて、インベントリ間出来
高の最適化方法及びシステムの一部として、使用することが可能である。
【１１４０】
既述のように、ワイヤレス検索プラットフォーム100は、消費者プロファイルを導出す
ることができる複数のデータセットに関連づけることが可能であり、該消費者プロファイ
ルは、コンテンツ（例えば、広告、スポンサードコンテンツ、スポンサーの電話番号）の
ターゲットの決定、コンテンツに関連する期待値の概算の導出、及びモバイル通信設備に
関する情報によって分割されたコンテンツに関する期待値の概算に使用される。コンテン
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ツに関するクリックスルー量及びコンバージョン量についての情報を受信することにより
、スポンサーは、自身の製品の購入価格や利益幅等に基づいて、コンテンツについての適
当な入札金額、及び該コンテンツのスポンサーとなることにより引き出されることになる
考え得る経済的結果を予測することが可能である。ワイヤレスプラットフォーム100は、
ワイヤレスプロバイダ108、モバイル通信設備102、モバイル加入者特徴112、及びロケー
ション110等に関する情報を含むことが可能である。このため、スポンサーは、資金提供
したいモバイルコンテンツに関する期待値を、モバイル通信設備に関する情報により分割
された形で受信して、コンテンツに資金提供することになる最も収益の高い集団を識別す
ることが可能である。
【１１４１】
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例えば、Boston Red Soxの記念品を専門に扱うスポンサーは、ユーザの装置特徴、人口
統計、及び現在のロケーション等の情報により分割された期待値データを使用して、どの
コンテンツ又はモバイルユーザのどの人口が最大の期待値に関連するものであるかを予測
することが可能である。この記念品会社は、「年間100,000＄以上」を稼ぎ現在のロケー
ションがボストンの「郵便番号」である「男性」の間における最高のクリックスルー量及
びコンバージョン量に関連するコンテンツのスポンサーとなることに最高の期待値が存在
することを見出すことが可能である。この期待値の分割のレベルは、最大の経済的利益の
可能性を有するコンテンツを該会社が識別してそのスポンサーとなることを可能にし、こ
れにより、該会社にとって利益が少なく又はその可能性がないコンテンツのスポンサーと
なることが最小限になる。
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【１１４２】
実施形態では、スポンサーに対し、コンテンツの配置に関連する予測された期待値に基
づいて、モバイル通信設備の表示装置172及びユーザインタフェイスへコンテンツを配置
するための入札を行う機会を提案することが可能である。かかる入札は、オークション、
逆オークション、又は部分的にランダム化されたオークションという形で生じることが可
能である。入札プロセスの対象となるコンテンツは、広告、スポンサードリンク（URL、E
‑mailアドレス、FTPアドレス、又は通話等）、広告、スポンサーの電話番号、オーディオ
ストリーム、ビデオ、及びグラフィック要素等）を含むことが可能である（但しこれらに
は限定されない）。
【１１４３】
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実施形態では、入札プロセスの対象となるコンテンツは、クエリページ、ホームページ
、検索ページ、ユーザインタフェイスのスポンサードリンク部分、又は一組の検索結果又
は１つの特定の結果に関連するものとすることが可能なユーザインタフェイスの１ページ
上に、配置することが可能である。
【１１４４】
予測された期待値は、期待値概算設備により求めることが可能である。該期待値概算設
備は、例えば、入札額、ユーザインタフェイス中のメディアアイテムのロケーション、ユ
ーザインタフェイス中でのメディアアイテムの提示期間、ユーザインタフェイス中にメデ
ィアアイテムが配置された際にユーザが該メディアアイテムを見る確率、ユーザインタフ
ェイス中にメディアアイテムが配置された際にユーザが該メディアアイテムと対話する確
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率、ユーザがメディアアイテムに関連する取引を見る、対話する、及び／又は実行する確
率、及び入札者に対する取引価格からなるグループから選択された、１つ又は２つ以上の
変数に関連する期待値計算に基づくものとすることが可能である。実施形態では、該期待
値概算設備は、入札額の変更により、この新たな経済的データに基づいて期待値の概算が
自動的に調節されるという点で、動的なものとすることが可能である。
【１１４５】
実施形態では、入札者は、コンテンツを配置したいモバイル通信設備の表示装置172内
のロケーションを予め選択することが可能である。同様に、コンテンツを表示する時間を
選択することも可能である。
【１１４６】
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実施形態では、ユーザがコンテンツに関連する取引を見る、対話する、及び／又は実行
する確率は、モバイル加入者特徴112、モバイル通信設備102のタイプ、モバイル通信設備
102の特徴、及びワイヤレスプラットフォーム100の一部をなし又はそれに関連することが
可能な他のデータタイプに基づくものとすることが可能である。モバイル加入者特徴の例
として、年齢、性別、人種、宗教、市外局番、郵便番号、自宅住所、勤務先住所、請求書
送付先住所、信用情報、家族情報、所得情報、生年月日、出生地、使用者、肩書き、就労
日数等が含まれる（但しこれらには限定されない）。モバイル通信設備102のタイプの例
として、電話機、セルラー電話、携帯電話、GSM電話、PDA、及び／又は「ポケット」パー
ソナルコンピュータが含まれる（但しこれらには限定されない）。モバイル通信設備102
の特徴の例として、表示能力、表示サイズ、表示解像度、処理速度、オーディオ能力、ビ
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デオ能力、キャッシュサイズ、ストレージ能力、及びメモリ容量等が含まれる（但しこれ
らには限定されない）。
【１１４７】
実施形態では、入札者に対する取引価格（すなわち、入札者に対する期待値）は、以下
の１つ又は２つ以上に基づくものとすることが可能である：メディアアイテム内に記述さ
れたアイテムの価格、メディアアイテム内に記述されたアイテムの卸値、メディアアイテ
ム内に記述されたアイテムのコスト、メディアアイテムに対するユーザの注目の値、メデ
ィアアイテム内で提示されるブランドの値、モバイル加入者の好意に起因する値、メディ
アアイテム内に提示される多数のアイテムに起因する値、メディアアイテムとの対話に関
連してモバイル加入者により実行される取引に関連する利益、メディアアイテムとの対話
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に関連してモバイル加入者により実行される取引に関連する純利益、及びメディアアイテ
ムに関連する取引の実行の結果として入札者との別の取引が生じる確率。値は、純現在価
値、割引料金、割引価値として表すことが可能である。入札者は、割引料金を個人的に調
節することが可能である。
【１１４８】
実施形態では、入札者は、以下の１つ又は２つ以上に関連するデータのアイテムを入力
することが可能である：入札額、ユーザインタフェイス中のメディアアイテムのロケーシ
ョン、ユーザインタフェイス中でのメディアアイテムの提示期間、ユーザインタフェイス
中にメディアアイテムが配置された際にユーザが該メディアアイテムを見る確率、ユーザ
インタフェイス中にメディアアイテムが配置された際にユーザが該メディアアイテムと対
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話する確率、ユーザがメディアアイテムに関連する取引を実行する確率、及び入札者に対
する取引価格。
【１１４９】
コンテンツの表示に関連する予測された期待値に少なくとも部分的に基づくコンテンツ
の提示についての入札のプロセスに関して上述したように、入札プロセスは、所与のコン
テンツの表示に関連する予測される出来高に基づいて入札する機会を提示することが可能
である。出来高概算設備は、入札額、ユーザインタフェイス中のメディアアイテムのロケ
ーション、ユーザインタフェイス中でのメディアアイテムの提示期間、ユーザインタフェ
イス中にメディアアイテムが配置された際にユーザが該メディアアイテムを見る確率、ユ
ーザインタフェイス中にメディアアイテムが配置された際にユーザが該メディアアイテム
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と対話する確率、ユーザがメディアアイテムに関連する取引を実行する確率からなるグル
ープから選択された変数に関連する出来高計算に基づくものとすることが可能である。
【１１５０】
モバイル通信設備102は、金融取引等の取引を完了させるための口座に関連づけること
が可能である。モバイル通信設備102は、モバイル通信設備102を使用して購入その他の金
融取引を行う際に使用すべき口座を一意に識別する情報を用いて、その設定を行うことが
可能である。該情報は、口座番号、シリアル番号、口座番号のデータベースへのインデッ
クス等とすることが可能である。該情報は、暗号化することが可能であり、又はその他の
態様でモバイル通信設備102、データ設備118、又はデータベース若しくはデータ設備（例
えば、ワイヤレス検索プラットフォーム100に関連するあらゆるデータベース又はデータ
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設備（但しこれらには限定されない））内にセキュアに格納することが可能である。該情
報は、人又は金融サービス団体により管理される１つ又は２つ以上の口座にモバイル通信
設備102を関連づけることが可能なものである。モバイル通信設備102を使用して行われた
購入は、該モバイル通信設備102に関連するユーザの口座（例えば、ユーザの毎月の利用
代金が請求される口座）に直接代金を請求することが可能である。モバイル通信設備102
のユーザの口座に取引の代金を直接請求することにより、クレジットカード番号の入力を
ユーザに要求するといった取引中のステップをなくし、これにより取引を迅速に処理する
ことが可能となる。
【１１５１】
この取引情報が、ユーザの口座を維持する金融サービス団体へ配信されると、該金融サ
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ービス団体は、口座の状態または残高といった応答を提供することが可能である。該金融
サービス団体へ提供される情報が、必要とされる受取人及び支払金額も含む場合には、該
金融サービス団体は、該受取人に対して該金額の電子決済を行うことが可能である。該金
融サービス団体は、支払いを行うための情報に一意の承認コード（PINコード等）が含ま
れていることを要求することが可能である。このようにして、モバイル通信設備102を介
して完了した取引に関する支払いの実行等の金融取引を、該モバイル通信設備102を使用
して行うことが可能である。
【１１５２】
モバイル通信設備102のユーザは、該モバイル通信設備102を介して様々な取引を様々な
態様で行うことが可能である。購入、払い戻し、口座振替、及び請求書の支払い等を、モ
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バイル通信設備102を介して電子的に行うことが可能である。モバイル通信設備102を使用
した取引は、店頭のPINパッドでのクレジットカード取引に類似した特徴を含むことが可
能である。一例として、口座情報、取引を実行するためのユーザ権限、及び金融サービス
団体に対するセキュアな通信を、別個の装置を必要とすることなくモバイル通信設備102
において組み合わせることが可能である。口座情報は、モバイル通信設備102又は本書で
説明したようなワイヤレス検索プラットフォーム100の他のデータベース若しくはデータ
設備に格納することが可能である。モバイル通信設備102は、口座情報、受取人情報、金
額、及び（例えばユーザがモバイル通信設備102を介して入力した）ユーザ権限にアクセ
スすることが可能であり、及び取引記録番号を記録することが可能である。モバイル通信
設備102は、情報を組み合わせて、それを金融サービス団体へセキュアに送信して、支払
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いその他の受取人との金融取引を完了させることが可能である。金融サービス団体は、ワ
イヤレスプロバイダとすることが可能であり、又はワイヤレスプラットフォーム100に関
連する他の何らかの団体とすることが可能である。ワイヤレスプロバイダは、受取人への
支払いを発行することが可能であり、及び取引に関するユーザへの請求をワイヤレスキャ
リアの定例の支払請求サイクル（例えば、ユーザへ送付する月々の請求書）の一部として
含めることが可能である。
【１１５３】
口座を維持している金融サービス団体への権限情報の配信は、様々な方法で行うことが
可能である。
【１１５４】

10

ウェブブラウザを介して金融取引を行う場合、ユーザは、口座番号等の口座情報、名前
及び住所等の識別情報、及びPINコード情報を、セキュアな支払ウェブぺージに入力する
ことが可能である。モバイル通信設備102は、セキュアな支払ウェブぺージが該モバイル
通信設備102へ配信された際に該モバイル通信設備102に該情報を自動的に入力させること
をユーザが選択することができるように、前記情報の一部又は全てにアクセスすることが
可能となっている。一例では、モバイル通信設備102は、口座情報及び識別情報を自動的
に入力し、該口座情報に関連するPINコードを入力するようユーザに指示することが可能
である。これは、モバイル通信設備102を使用して取引を行い該取引の支払を行う便法を
提供するものとなる。
【１１５５】

20

受取人、マーチャント、又はユーザが支払を行う対象となる他の団体は、金融取引及び
支払いを行うのに必要な情報を有するテキストメッセージをユーザから受信するよう構成
することも可能である。テキストメッセージは、ユーザが書面による申し出に応じて提供
するものに類似した情報を含むことが可能である。口座情報は、モバイル通信設備102の
ユーザが有効なPINコードを入力する際に、該モバイル通信設備102によりテキストメッセ
ージへ自動的に入力することが可能である。一例では、ユーザは、モバイル通信設備102
のユーザインタフェイスを使用してテキストメッセージの送信を選択することが可能であ
る。ユーザは、例えば、受取人情報を入力すること、モバイル通信設備102上に表示され
たウェブページのアドレスフィールドから受取人情報を選択すること、受取人からのテキ
ストメッセージに応答すること、及び受取人のリスト（アドレス帳又はディレクトリリス
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ト等）から受取人を選択することが可能である。ユーザはまた、モバイル通信設備102の
１つ又は２つ以上のユーザインタフェイス機能（メニュー選択、キーパッド上のキー、ボ
イスコマンド、及び本書に記載する他のユーザインタフェイス機能等）を介してテキスト
メッセージに含めるための口座情報を選択することが可能である。ユーザは、モバイル通
信設備102を使用して受取人へテキストメッセージを送信することが可能である。該受取
人は次いで、その情報を処理して取引を完了させることが可能である。
【１１５６】
モバイル通信設備102を介して口座情報にアクセスするために、モバイル通信設備102の
PINコードを入力するようユーザに指示することが可能である。該入力は、ボイスやタッ
チスクリーン等を含む（但しこれらには限定されない）本書に記載するモバイル通信設備

40

102の任意のユーザインタフェイス機能を介したものとすることが可能である。このPINコ
ードは、口座にアクセスするために必要なPINコードと同じでも異なるものでも良い。モ
バイル通信設備102のPINコードは、メニュー又はユーザにより入力されたコマンドにより
設定し又は調節することが可能である。
【１１５７】
モバイル通信設備102は、ユーザが口座情報を用いて設定することが可能である。ユー
ザは、モバイル通信設備102のメニューを使用して情報を手作業で入力することが可能で
ある。該情報は、識別情報、口座情報、金融団体情報（住所、電話、銀行支店コード、及
び金融団体と金融取引を行うための他のあらゆる情報）を含むことが可能である。代替的
に、ユーザは、モバイル通信設備102を使用して金融団体と接触し、該金融団体の登録設
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備を使用して該モバイル通信設備102へ金融団体情報を配信させることが可能である。金
融団体は、ワイヤレスプロバイダ、又はワイヤレスプラットフォーム100に関連する他の
何らかの団体とすることが可能である。
【１１５８】
ユーザの口座及び金融団体情報を保護するための更なるセキュリティを提供するために
、モバイル通信設備102は、ユーザの口座を識別するために金融団体にしか復号できない
複数桁の英数字コード等の参照事項を維持することが可能である。かかるコードは、様々
な方法を介してモバイル通信設備102へ金融団体によって提供することが可能であり、該
方法には、E‑mail、インスタントメッセージ、テキストメッセージ、ウェブページ、モバ
イルコンテンツ、ボイスメール、スポンサーの電話、及び本書に記載のモバイル通信設備

10

102へ情報を配信するための他の方法が含まれる（但しこれらには限定されない）。複数
桁の英数字コードは、口座を使用したあらゆる取引を処理するために金融団体により要求
することが可能なものである。金融団体は、ワイヤレスプロバイダ、又はワイヤレスプラ
ットフォーム100に関連する他の何らかの団体とすることが可能である。
【１１５９】
モバイル通信設備102は、該モバイル通信設備102上に表示されているウェブページを介
した取引の実行を、該ウェブページの支払情報に口座をリンクさせることにより、容易化
することが可能である。ユーザは、モバイル通信設備102を使用してウェブサイトと対話
して、購入のために、１つの製品もしくはサービス又は複数の製品もしくはサービス又は
その両者を識別することが可能である。一例では、該ウェブサイトは、様々な支払オプシ
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ョン（モバイル通信設備102で使用するよう構成された１つ又は２つ以上のオプションを
含む）をユーザに提案することが可能である。代替的に、モバイル通信設備102を介した
支払いを容易化するよう該ウェブサイトを予め構成することが可能である。かかる支払オ
プションの１つは、ユーザが口座からの支払いのために金融団体へ送ることが可能なHTML
リンク等の参照事項を含むことが可能である。この例では、該HTMLリンクは、取引の支払
いを完了させるために金融団体により使用することができる電子決済情報を含むことが可
能である。モバイル通信設備102は、該リンクを電子決済リンクとして認識し、該リンク
をユーザがアクティブにした際に、該取引を承認するためのPINコードを入力するよう該
ユーザに指示することが可能となるように、構成することが可能である。次いで、該モバ
イル通信設備102は、該リンクからの電子決済情報、該モバイル通信設備102上に格納され
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ているユーザ口座情報、及びユーザ承認コード（PINコード等）を金融団体へ提供して、
支払いを実行することが可能である。該金融団体は、ワイヤレスプロバイダ、又はワイヤ
レスプラットフォーム100に関連する他の何らかの団体とすることが可能である。
【１１６０】
マーチャント又はウェブサイトが支払情報をモバイル通信設備102へ提供することが可
能な一つの代替的な方法は、該支払情報を、テキストメッセージ、インスタントメッセー
ジ、E‑mail、電子FAX、又は本書に記載したモバイル通信設備102の他の通信能力を介して
送信することを含むことが可能である。該モバイル通信設備102は、支払情報、口座情報
、及び金融団体へ送信される他のあらゆる情報を暗号化することが可能である。この例は
、ウェブサイトからの購入に関するものであるが、これは、口座に関連する取引にモバイ

40

ル通信設備102を使用することを限定し又は制限するものではない。モバイル通信設備102
により行うことが可能な他のあらゆるタイプの取引が本開示に含まれる。
【１１６１】
モバイル通信設備102により完了された取引についての支払いを行う代替的な方法では
、マーチャントが、支払いの要求を金融団体へ送ると共に、該要求への参照事項（例えば
要求記録ロケータ）をモバイル通信設備102へ送ることが可能である。ユーザは、該記録
ロケータに関する要求に対して支払いを行うことの承認として、該記録ロケータを口座情
報及びユーザ権限と共に金融団体へ送ることが可能である。該金融団体は、ワイヤレスプ
ロバイダ、又はワイヤレスプラットフォーム100に関連する他の何らかの団体とすること
が可能である。
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【１１６２】
モバイル通信設備102を用いて支払いを行う代替的な方法では、ユーザは、金融団体が
未だ受け取っていない支払要求を承認したことを該金融団体へ通知する権限をモバイル通
信設備102に与えることが可能である。一例として、ユーザは、受取人情報を受信して、
口座から該受取人への支払いを承認するために必要な情報を金融サービス団体へ提供する
ことが可能である。該受取人が金融サービス団体に接触して取引を実行した際に、該取引
は既に承認されていることになる。該金融団体は、ワイヤレスプロバイダ、又はワイヤレ
スプラットフォーム100に関連する他の何らかの団体とすることが可能である。
【１１６３】
モバイル通信設備102と口座との関連づけは、該モバイル通信設備102の一意の特徴（シ
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リアル番号等）にリンクさせることが可能である。代替的に、モバイル通信設備102は、
該モバイル通信設備102の一意の特徴にリンクされていない情報を収容し又は該情報への
アクセスを行って、該情報をモバイル通信設備102間で転送できるようにすることが可能
である。かかる構成では、ユーザは、PINコードを提供して口座情報がアクセスされ又は
送信されるのを許可する必要がある。
【１１６４】
ワイヤレスプロバイダ108は、モバイル通信設備102を使用して口座に関連する取引を行
うたびに該モバイル通信設備102のユーザに料金を課すことが可能である。代替的に、ワ
イヤレスプロバイダ108は、所定数の取引（無制限の取引数等）についての月額料金とい
った加入料を徴収することが可能である。ワイヤレスプロバイダは、料金を取引数に関連
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づける（取引数に基づく可変料金を含む）様々な加入を提供することが可能である。該料
金は、取引の特徴（取引の量、受取人、及び金融サービス団体等を含む）に少なくとも部
分的に基づくものとすることが可能である。取引に関連する料金は、他のワイヤレスプロ
バイダ108のサービス又はモバイル通信設備102に関連する活動についての請求に含めるこ
とが可能である。該請求は、月々の請求等の定期的な請求とすることが可能である。
【１１６５】
ユーザは、月々の（又は他の頻度の）請求をモバイル通信設備102に関連する口座によ
り支払うよう選択することが可能である。かかる選択は、料金の減額や所与の加入料につ
いての取引数の増加といった幾つかの利益をユーザに提供することが可能である。ユーザ
は、モバイル通信設備102を使用して、該モバイル通信設備102に関連する口座を用いた取
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引を行って、該モバイル通信設備102に関連する活動についての請求の支払いを行うこと
が可能である。
【１１６６】
実施形態では、検索エンジンによる１つの統合された結果セットにおいてWAP及びウェ
ブ結果（URL）のインデクシング、検索、及び表示を行うための方法及びシステムを提供
することが可能である。この場合、検索結果ページは、モバイル通信設備に関する情報を
含む（但しこれには限定されない）因子に基づく、WAP URLのみ、ウェブURLのみ、又はそ
の両者の組み合わせから構成することが可能な、単一の統合された結果セットを提供する
ことが可能である。WAP URL及びウェブURLの順序及びブレンドは、検索クエリの発信元と
なるモバイル通信設備に関する情報に少なくとも部分的に基づくものとすることが可能で
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ある。個々の検索結果は、検索結果ページ上でWAP又はウェブとして識別することが可能
なものとなる。
【１１６７】
実施形態では、モバイル通信設備のボイス捕捉能力に基づいてユーザにより生成された
コンテンツの受容、変換、及び格納を行うための方法及びシステムを提供することが可能
である。該捕捉されたボイスデータは、オーディオとして格納することが可能であり、又
は、モバイル通信設備、ネットワーク、又は他の何らかの要素の能力に基づいてテキスト
へと変換することが可能である。該データの変換及び格納は、クライアントモバイル通信
設備又はネットワークベースのサーバの何れかで行うことが可能である。捕捉されたレビ
ューデータは、あらゆる１つのURL、一組のURLに関連づけることが可能であり、又はモバ

50

(218)

JP 5589163 B2 2014.9.17

イル通信設備のユーザに対して表示されるメタデータを提供することが可能である。変換
されたテキストベースのデータ及びそれに関連づけられた１つ又は２つ以上のURL又はメ
タデータは、モバイル通信設備、サーバ、又はワイヤレスプラットフォーム上の検索アプ
リケーションに対して利用可能とすることが可能である。
【１１６８】
実施形態では、WAPサイトとウェブサイトとの間の対応のアルゴリズム的な及び編集上
の検出のための方法及びシステムを提供することが可能である。該方法及びシステムは、
インデックス付きWAPサイト及び／又はURLに関連づけされたウェブサイト及び／又はURL
を識別することが可能であり、この関係を使用してWAPサイト及び／又はURLについてのメ
タデータを強化することが可能である。ウェブサイト／URLから取得される情報及びそれ

10

に関連するWAPサイト／URLを支援する情報は、ウェブページテキスト、アンカーテキスト
、タイトル、ページの説明、又は他の何らかの情報を含むことが可能である。次いで、こ
の更なる情報を使用してモバイル検索クエリと対応するWAP URLとの関連性の計算を助け
ることが可能である。このシステムはまた、ウェブリンク構造の解析を使用してWAPサイ
トのクロールから導出されたあらゆるリンク構造を増補し及び修正することが可能である
。
【１１６９】
実施形態では、モバイル装置の使用のアクセス、解析、及び適用を行ってソーシャルネ
ットワーク内の関係を生成し改善するための方法及びシステムを提供することが可能であ
る。該システムは、モバイル通信設備上でのユーザ固有の使用パターン（着信通話、発信
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通話、電話帳、又はその他の情報を含む（但しこれらには限定されない））にアクセスし
て、新たな関係を確立し、及びソーシャルネットワーキングアプリケーションにおける既
存の関係の強度を増大させるすることが可能である。該情報は、モバイル通信設備のユー
ザ及び／又はモバイルオペレータにより定義されたルールに基づいてアクセスし、格納し
、及び共有することが可能である。
【１１７０】
一態様では、本書で開示する方法は、複数のフォーマットをスポンサーへ提示し、該フ
ォーマットのうちの少なくとも１つがモバイル通信設備上でのコンテンツの提示に適した
ものであり、及び該複数のフォーマットのうちの１つの選択をスポンサーから受信する、
という各ステップを含む。該方法は更に、スポンサーからコンテンツのアイテムを受信し
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、前記複数のフォーマットのうちの前記１つに従って前記コンテンツをフォーマットし、
これによりフォーマットされたコンテンツアイテムを提供する、という各ステップを含む
ことが可能である。該方法は更に、該フォーマットされたコンテンツアイテムをモバイル
通信設備へ送信することを含むことが可能である。
【１１７１】
別の態様では、本書で開示する方法は、スポンサードコンテンツのアイテムの配信のた
めの入札を受信し、ここで、該入札が、所与のタイプのモバイル通信設備上でスポンサー
ドコンテンツのアイテムを提示するためのフォーマットに関する情報を含むことが可能で
あり、該入札をモバイル通信設備のタイプと突き合わせする、という各ステップを含む。
該方法は更に、前記スポンサードコンテンツのアイテムを前記のタイプのモバイル通信設
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備へ提示することを含むことが可能である。該方法は更に、スポンサーからスポンサード
コンテンツのアイテムを受信し、該アイテムを前記フォーマットに従ってフォーマットし
、これによりフォーマットされたコンテンツアイテムを提供する、という各ステップを含
むことが可能である。該方法は更に、該フォーマットされたコンテンツアイテムを前記の
タイプのモバイル通信設備へ送信することを含むことが可能である。
【１１７２】
別の態様では、本書で開示する方法は、１つ又は２つ以上のモバイル通信設備に対する
スポンサードコンテンツのアイテムの関連性をモバイル通信コンテンツ提示フォーマット
に少なくとも部分的に基づいて評価し、及び前記スポンサードコンテンツのアイテムを受
信するための少なくとも１つのモバイル通信設備を、該アイテムの該少なくとも１つのモ
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バイル通信設備に対する関連性に従って選択する、という各ステップを含む。該方法は更
に、前記スポンサードコンテンツのアイテムを前記少なくとも１つのモバイル通信設備に
提示することを含むことが可能である。該方法は更に、スポンサードコンテンツのアイテ
ムをスポンサーから受信し、該アイテムを前記モバイル通信コンテンツ提示フォーマット
に従ってフォーマットし、これによりフォーマットされたコンテンツアイテムを提供する
、という各ステップを含むことが可能である。該方法は更に、該フォーマットされたコン
テンツアイテムを前記少なくとも１つのモバイル通信設備へ送信することを含むことが可
能である。
【１１７３】
別の態様では、本書で開示するシステムは、複数のフォーマットをスポンサーへ提示す

10

る提示設備であって、該フォーマットのうちの少なくとも１つがモバイル通信設備上での
コンテンツの提示に適したものである、提示設備と、該複数のフォーマットのうちの１つ
の選択をスポンサーから受信する受信設備とを含む。該システムは更に、スポンサーから
コンテンツのアイテムを受信する第２の受信設備であって、前記複数のフォーマットのう
ちの前記１つに従って前記コンテンツをフォーマットし、これによりフォーマットされた
コンテンツアイテムを提供する、第２の受信設備を含むことが可能である。該システムは
更に、該フォーマットされたコンテンツアイテムをモバイル通信設備へ送信する送信設備
を含むことが可能である。
【１１７４】
別の態様では、本書で開示するシステムは、スポンサードコンテンツのアイテムの配信
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のための入札を受信する受信設備であって、該入札が、所与のタイプのモバイル通信設備
上でスポンサードコンテンツのアイテムを提示するためのフォーマットに関する情報を含
むことが可能である、受信設備と、該入札をモバイル通信設備のタイプと突き合わせする
突き合わせ設備とを含む。該システムは更に、前記スポンサードコンテンツのアイテムを
前記のタイプのモバイル通信設備へ提示する提示設備を含むことが可能である。前記受信
設備は、スポンサーからスポンサードコンテンツのアイテムを受信し、該アイテムを前記
フォーマットに従ってフォーマットし、これによりフォーマットされたコンテンツアイテ
ムを提供することが可能である。該システムは更に、該フォーマットされたコンテンツア
イテムを前記のタイプのモバイル通信設備へ送信する送信設備を含むことが可能である。
30
【１１７５】
別の態様では、本書で開示するシステムは、１つ又は２つ以上のモバイル通信設備に対
するスポンサードコンテンツのアイテムの関連性をモバイル通信コンテンツ提示フォーマ
ットに少なくとも部分的に基づいて評価する評価設備と、前記スポンサードコンテンツの
アイテムを受信するための少なくとも１つのモバイル通信設備を、該アイテムの該少なく
とも１つのモバイル通信設備に対する関連性に従って選択する、選択設備とを含む。該シ
ステムは更に、前記スポンサードコンテンツのアイテムを前記少なくとも１つのモバイル
通信設備に提示する提示設備を含むことが可能である。該システムは更に、スポンサード
コンテンツのアイテムをスポンサーから受信する受信設備であって、該アイテムを前記モ
バイル通信コンテンツ提示フォーマットに従ってフォーマットし、これによりフォーマッ

40

トされたコンテンツアイテムを提供する、受信設備を含むことが可能である。該システム
は更に、該フォーマットされたコンテンツアイテムを前記少なくとも１つのモバイル通信
設備へ送信する送信設備を含むことが可能である。
【１１７６】
別の態様では、本書で開示するソフトウェアは、コンピュータ実行可能コードを含むコ
ンピュータプログラム製品を含み、１つ又は２つ以上のコンピューティング装置上で実行
された際に、複数のフォーマットをスポンサーへ提示し、該フォーマットのうちの少なく
とも１つがモバイル通信設備上でのコンテンツの提示に適したものであり、及び該複数の
フォーマットのうちの１つの選択をスポンサーから受信する、という各ステップを実行す
る。該コンピュータプログラム製品は更に、スポンサーからコンテンツのアイテムを受信
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し、前記複数のフォーマットのうちの前記１つに従って前記コンテンツをフォーマットし
、これによりフォーマットされたコンテンツアイテムを提供する、という各ステップを実
行することが可能である。該コンピュータプログラム製品は更に、該フォーマットされた
コンテンツアイテムをモバイル通信設備へ送信するステップを実行することが可能である
。
【１１７７】
別の態様では、本書で開示するソフトウェアは、コンピュータ実行可能コードを含むコ
ンピュータプログラム製品を含み、１つ又は２つ以上のコンピューティング装置上で実行
された際に、スポンサードコンテンツのアイテムの配信のための入札を受信し、ここで、
該入札が、所与のタイプのモバイル通信設備上でスポンサードコンテンツのアイテムを提

10

示するためのフォーマットに関する情報を含むことが可能であり、該入札をモバイル通信
設備のタイプと突き合わせする、という各ステップを実行する。該コンピュータプログラ
ム製品は更に、前記スポンサードコンテンツのアイテムを前記のタイプのモバイル通信設
備へ提示するステップを実行することが可能である。該コンピュータプログラム製品は更
に、スポンサーからスポンサードコンテンツのアイテムを受信し、該アイテムを前記フォ
ーマットに従ってフォーマットし、これによりフォーマットされたコンテンツアイテムを
提供する、という各ステップを実行することが可能である。該コンピュータプログラム製
品は更に、該フォーマットされたコンテンツアイテムを前記のタイプのモバイル通信設備
へ送信するステップを実行することが可能である。
【１１７８】

20

別の態様では、本書で開示するソフトウェアは、コンピュータ実行可能コードを含むコ
ンピュータプログラム製品を含み、１つ又は２つ以上のコンピューティング装置上で実行
された際に、１つ又は２つ以上のモバイル通信設備に対するスポンサードコンテンツのア
イテムの関連性をモバイル通信コンテンツ提示フォーマットに少なくとも部分的に基づい
て評価し、及び前記スポンサードコンテンツのアイテムを受信するための少なくとも１つ
のモバイル通信設備を、該アイテムの該少なくとも１つのモバイル通信設備に対する関連
性に従って選択する、という各ステップを実行する。該コンピュータプログラム製品は更
に、前記スポンサードコンテンツのアイテムを前記少なくとも１つのモバイル通信設備に
提示するステップを実行することが可能である。該コンピュータプログラム製品は更に、
スポンサードコンテンツのアイテムをスポンサーから受信し、該アイテムを前記モバイル

30

通信コンテンツ提示フォーマットに従ってフォーマットし、これによりフォーマットされ
たコンテンツアイテムを提供する、という各ステップを実行することが可能である。該コ
ンピュータプログラム製品は更に、該フォーマットされたコンテンツアイテムを前記少な
くとも１つのモバイル通信設備へ送信するステップを実行することが可能である。
【１１７９】
別の態様では、本書で開示するシステムは、複数のフォーマットをスポンサーへ提示す
る提示手段であって、該フォーマットのうちの少なくとも１つがモバイル通信設備上での
コンテンツの提示に適したものである、提示手段と、該複数のフォーマットのうちの１つ
の選択をスポンサーから受信する受信手段とを含む。
【１１８０】

40

別の態様では、本書で開示するシステムは、スポンサードコンテンツのアイテムの配信
のための入札を受信する受信手段であって、該入札が、所与のタイプのモバイル通信設備
上でスポンサードコンテンツのアイテムを提示するためのフォーマットに関する情報を含
むことが可能である、受信手段と、該入札をモバイル通信設備のタイプと突き合わせする
突き合わせ手段とを含む。
【１１８１】
別の態様では、本書で開示するシステムは、１つ又は２つ以上のモバイル通信設備に対
するスポンサードコンテンツのアイテムの関連性をモバイル通信コンテンツ提示フォーマ
ットに少なくとも部分的に基づいて評価する評価手段と、前記スポンサードコンテンツの
アイテムを受信するための少なくとも１つのモバイル通信設備を、該アイテムの該少なく
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とも１つのモバイル通信設備に対する関連性に従って選択する、選択手段とを含む。
【１１８２】
本書に記載する何れの方法、システム、及びコンピュータプログラム製品においても、
複数のフォーマットの提示は、複数のフォーマットをスポンサーに対してメニュー等で提
示することを含むことが可能である。該メニューは、ユーザインタフェイスのドロップダ
ウンメニューを含むことが可能である。該ユーザインタフェイスは、入札及び複数のフォ
ーマットのうちの１つの選択を受信するよう適応させることが可能である。該メニューは
、ユーザインタフェイスのラジオボタンメニューを含むことが可能である。前記複数のフ
ォーマットのうちの少なくとも１つは、ハードウェアタイプにより定義することが可能で
ある。該ハードウェアタイプは、物理的なディスプレイタイプを含むことが可能である。

10

該ハードウェアタイプは、プロセッサ能力を含むことが可能である。該ハードウェアタイ
プは、オーディオ能力を含むことが可能である。前記複数のフォーマットのうちの少なく
とも１つは、ソフトウェアタイプにより定義することが可能である。該ソフトウェアタイ
プは、オペレーティングシステムを含むことが可能である。該ソフトウェアタイプは、レ
ンダラを含むことが可能である。該ソフトウェアタイプは、ファームウェアバージョンを
含むことが可能である。前記複数のフォーマットのうちの少なくとも１つは、電話タイプ
により定義することが可能である。該電話タイプは、メーカーを含むことが可能である。
該電話タイプは、型番を含むことが可能である。前記複数のフォーマットのうちの少なく
とも１つは、ファイルタイプにより定義することが可能である。前記コンテンツ又はアイ
テムは、スポンサードリンクを含むことが可能である。該コンテンツ又はアイテムは、ス

20

ポンサードコール識別子を含むことが可能である。該コンテンツ又はアイテムは、シンジ
ケート広告を含むことが可能である。
【１１８３】
一態様では、本書で開示する方法は、モバイル通信設備へのコンテンツアイテムの配信
のための競争入札プロセスで入札し、該コンテンツアイテムが購入可能なアイテムを指定
するものであり、受諾された入札に応じて、該コンテンツアイテムをモバイル通信設備へ
送信し、及び該モバイル通信設備のユーザが前記購入可能なアイテムを購入するためのオ
プションを提供する、という各ステップを含む。
【１１８４】
前記購入可能なアイテムは、音楽を含むことが可能である。該購入可能なアイテムは、

30

着信音を含むことが可能である。該購入可能なアイテムは、壁紙を含むことが可能である
。該購入可能なアイテムは、ビデオを含むことが可能である。該購入可能なアイテムは、
イメージを含むことが可能である。該購入可能なアイテムは、呼出音を含むことが可能で
ある。該購入可能なアイテムは、ダウンロード可能なものを含むことが可能である。該購
入可能なアイテムは、ストリーミングフォーマットとすることが可能である。該購入可能
なアイテムは、ユーザへ物理的に配送される商品を含むことが可能である。該物理的な配
送は、郵便配達とすることが可能である。該購入可能なアイテムは、サービスを含むこと
が可能である。該購入可能なアイテムは、物理的な商品を含むことが可能である。前記コ
ンテンツアイテムは、スポンサードリンクを含むことが可能である。該コンテンツアイテ
ムは、シンジケート広告を含むことが可能である。

40

【１１８５】
本方法は更に、購入可能なコンテンツのための支払いのオプションを提供するステップ
を含むことが可能であり、ここで、該支払いは、モバイル通信設備に関連するワイヤレス
プロバイダに対するものである。本方法は更に、購入可能なコンテンツのための支払いの
オプションを提供するステップを含むことが可能であり、ここで、該支払いは、クレジッ
トカードによる支払いである。本方法は更に、購入可能なコンテンツのための支払いのオ
プションを提供するステップを含むことが可能であり、ここで、該支払いは、デビットカ
ードによる支払いである。本方法は更に、購入可能なコンテンツのための支払いのオプシ
ョンを提供するステップを含むことが可能であり、ここで、該支払いは、PayPalによる支
払いである。本方法は更に、購入可能なコンテンツのための支払いのオプションを提供す
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るステップを含むことが可能であり、ここで、該支払いは、該購入可能なアイテムの提供
者に対するものである。
【１１８６】
別の態様では、本書で開示するシステムは、モバイル通信設備へのコンテンツアイテム
の配信のための競争入札プロセスで入札するための入札手段であって、該コンテンツアイ
テムが購入可能なアイテムを指定するものである、入札手段と、受諾された入札に応じて
該コンテンツアイテムをモバイル通信設備へ送信する送信手段と、該モバイル通信設備の
ユーザが前記購入可能なアイテムを購入するためのオプションを提供する購入手段とを含
むことが可能である。
【１１８７】

10

前記購入可能なアイテムは、音楽を含むことが可能である。該購入可能なアイテムは、
着信音を含むことが可能である。該購入可能なアイテムは、壁紙を含むことが可能である
。該購入可能なアイテムは、ビデオを含むことが可能である。該購入可能なアイテムは、
イメージを含むことが可能である。該購入可能なアイテムは、呼出音を含むことが可能で
ある。該購入可能なアイテムは、ダウンロード可能なものを含むことが可能である。該購
入可能なアイテムは、ストリーミングフォーマットとすることが可能である。該購入可能
なアイテムは、ユーザへ物理的に配送される商品を含むことが可能である。該物理的な配
送は、郵便配達とすることが可能である。該購入可能なアイテムは、サービスを含むこと
が可能である。該購入可能なアイテムは、物理的な商品を含むことが可能である。前記コ
ンテンツアイテムは、スポンサードリンクを含むことが可能である。該コンテンツアイテ

20

ムは、シンジケート広告を含むことが可能である。
【１１８８】
本システムは更に、購入可能なコンテンツのための支払いのオプションを提供するため
の支払いオプション手段を含むことが可能であり、ここで、該支払いは、モバイル通信設
備に関連するワイヤレスプロバイダに対するものである。本システムは更に、購入可能な
コンテンツのための支払いのオプションを提供するための支払いオプション手段を含むこ
とが可能であり、ここで、該支払いは、クレジットカードによる支払いである。本システ
ムは更に、購入可能なコンテンツのための支払いのオプションを提供するための支払いオ
プション手段を含むことが可能であり、ここで、該支払いは、デビットカードによる支払
いである。本システムは更に、購入可能なコンテンツのための支払いのオプションを提供
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するための支払いオプション手段を含むことが可能であり、ここで、該支払いは、PayPal
による支払いである。本システムは更に、購入可能なコンテンツのための支払いのオプシ
ョンを提供するための支払いオプション手段を含むことが可能であり、ここで、該支払い
は、該購入可能なアイテムの提供者に対するものである。
【１１８９】
別の態様では、本書で開示するシステムは、モバイル通信設備へのコンテンツアイテム
の配信のための競争入札プロセスをホストする入札設備であって、該コンテンツアイテム
が購入可能なアイテムを指定するものである、入札設備と、受諾された入札に応じて該コ
ンテンツアイテムをモバイル通信設備へ送信する入札応答設備と、該モバイル通信設備の
ユーザが前記購入可能なアイテムを購入するためのオプションを提供する取引設備とを含
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むことが可能である。
【１１９０】
前記購入可能なアイテムは、音楽を含むことが可能である。該購入可能なアイテムは、
着信音を含むことが可能である。該購入可能なアイテムは、壁紙を含むことが可能である
。該購入可能なアイテムは、ビデオを含むことが可能である。該購入可能なアイテムは、
イメージを含むことが可能である。該購入可能なアイテムは、呼出音を含むことが可能で
ある。該購入可能なアイテムは、ダウンロード可能なものを含むことが可能である。該購
入可能なアイテムは、ストリーミングフォーマットとすることが可能である。該購入可能
なアイテムは、ユーザへ物理的に配送される商品を含むことが可能である。該物理的な配
送は、郵便配達とすることが可能である。該購入可能なアイテムは、サービスを含むこと
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が可能である。該購入可能なアイテムは、物理的な商品を含むことが可能である。前記コ
ンテンツアイテムは、スポンサードリンクを含むことが可能である。該コンテンツアイテ
ムは、シンジケート広告を含むことが可能である。
【１１９１】
前記取引設備は、購入可能なコンテンツのための支払いのオプションを提供することが
可能であり、ここで、該支払いは、モバイル通信設備に関連するワイヤレスプロバイダに
対するものである。該取引設備は、購入可能なコンテンツのための支払いのオプションを
提供することが可能であり、ここで、該支払いは、クレジットカードによる支払いである
。該取引設備は、購入可能なコンテンツのための支払いのオプションを提供することが可
能であり、ここで、該支払いは、デビットカードによる支払いである。該取引設備は、購

10

入可能なコンテンツのための支払いのオプションを提供することが可能であり、ここで、
該支払いは、PayPalによる支払いである。該取引設備は、購入可能なコンテンツのための
支払いのオプションを提供することが可能であり、ここで、該支払いは、該購入可能なア
イテムの提供者に対するものである。
【１１９２】
別の態様では、コンピュータプログラム製品が本書で開示され、１つ又は２つ以上のコ
ンピューティング装置上で実行された際に、モバイル通信設備へのコンテンツアイテムの
配信のための競争入札プロセスで入札し、該コンテンツアイテムが購入可能なアイテムを
指定するものであり、受諾された入札に応じて、該コンテンツアイテムをモバイル通信設
備へ送信し、及び該モバイル通信設備のユーザが前記購入可能なアイテムを購入するため
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のオプションを提供する、という各ステップを実行する。
【１１９３】
前記購入可能なアイテムは、音楽を含むことが可能である。該購入可能なアイテムは、
着信音を含むことが可能である。該購入可能なアイテムは、壁紙を含むことが可能である
。該購入可能なアイテムは、ビデオを含むことが可能である。該購入可能なアイテムは、
イメージを含むことが可能である。該購入可能なアイテムは、呼出音を含むことが可能で
ある。該購入可能なアイテムは、ダウンロード可能なものを含むことが可能である。該購
入可能なアイテムは、ストリーミングフォーマットとすることが可能である。該購入可能
なアイテムは、ユーザへ物理的に配送される商品を含むことが可能である。該物理的な配
送は、郵便配達とすることが可能である。該購入可能なアイテムは、サービスを含むこと
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が可能である。該購入可能なアイテムは、物理的な商品を含むことが可能である。前記コ
ンテンツアイテムは、スポンサードリンクを含むことが可能である。該コンテンツアイテ
ムは、シンジケート広告を含むことが可能である。
【１１９４】
前記コンピュータプログラム製品は、購入可能なコンテンツのための支払いのオプショ
ンを提供するためのコンピュータ実行可能コードを含むことが可能であり、ここで、該支
払いは、モバイル通信設備に関連するワイヤレスプロバイダに対するものである。該コン
ピュータプログラム製品は、購入可能なコンテンツのための支払いのオプションを提供す
るためのコンピュータ実行可能コードを含むことが可能であり、ここで、該支払いは、ク
レジットカードによる支払いである。該コンピュータプログラム製品は、購入可能なコン
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テンツのための支払いのオプションを提供するためのコンピュータ実行可能コードを含む
ことが可能であり、ここで、該支払いは、デビットカードによる支払いである。該コンピ
ュータプログラム製品は、購入可能なコンテンツのための支払いのオプションを提供する
ためのコンピュータ実行可能コードを含むことが可能であり、ここで、該支払いは、PayP
alによる支払いである。該コンピュータプログラム製品は、購入可能なコンテンツのため
の支払いのオプションを提供するためのコンピュータ実行可能コードを含むことが可能で
あり、ここで、該支払いは、該購入可能なアイテムの提供者に対するものである。
【１１９５】
一態様では、本書で開示する方法は、複数のモバイル通信設備タイプをスポンサーへ提
示し、該複数のモバイル通信設備タイプの各々を１つ又は２つ以上のレンダリング能力に
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関連づけし、少なくとも１つのモバイル通信設備タイプの選択を前記スポンサーから受信
し、配信のためのコンテンツのアイテムを該スポンサーから受信し、該コンテンツのアイ
テムを前記選択の前記少なくとも１つのモバイル通信設備タイプの前記１つ又は２つ以上
のレンダリング能力に従ってフォーマットする、という各ステップを含む。
【１１９６】
本方法は更に、少なくとも１つのモバイル加入者特徴をスポンサーへ提示するステップ
を含むことが可能である。該モバイル加入者特徴は、ユーザ特徴とすることが可能である
。該モバイル加入者特徴は、地理的領域とすることが可能である。該モバイル加入者特徴
は、履歴取引特徴とすることが可能である。該モバイル加入者特徴は、取引履歴特徴とす
ることが可能である。本方法は更に、コンテンツと該コンテンツを受信するためのモバイ

10

ル通信設備との突き合わせを行うステップを含むことが可能である。本方法は更に、スポ
ンサーへ時間を提示するステップを含むことが可能であり、ここで、該時間は、前記突き
合わせプロセスで使用することが可能である。該突き合わせは、関連性の判定を伴うこと
が可能である。該関連性は、スコアを決定することが可能である。該突き合わせは、モバ
イル通信設備に対するスポンサードコンテンツの関連性の判定を伴うことが可能である。
【１１９７】
前記提示は、ウェブインタフェイスを介して提供することが可能である。該提示は、ク
ライアントプログラムを介して提供することが可能である。該提示は、APIを介して提供
することが可能である。前記スポンサードコンテンツは、スポンサードリンクを含むこと
が可能である。該スポンサードコンテンツは、スポンサードコールを含むことが可能であ

20

る。前記複数のモバイル通信設備タイプは、該複数のタイプの少なくとも１つの集合を含
むことが可能である。該集合は、メーカーの集合とすることが可能である。該集合は、モ
デルの集合とすることが可能である。該集合は、スタイルの集合とすることが可能である
。モバイル通信設備タイプは、メニュー形式でスポンサーに提示することが可能である。
本方法は更に、モバイル通信設備上でのコンテンツのアイテムの提示のためにスポンサー
が支払う意志のある金額を表す入札金額を該スポンサーから受信するステップを含むこと
が可能である。前記複数のモバイル通信設備タイプは、１つ又は２つ以上のメーカーを含
むことが可能である。該複数のモバイル通信設備タイプは、１つ又は２つ以上のモデルを
含むことが可能である。該複数のモバイル通信設備タイプは、１つ又は２つ以上の表示画
面タイプを含むことが可能である。該複数のモバイル通信設備タイプは、１つ又は２つ以

30

上の表示サイズを含むことが可能である。該複数のモバイル通信設備タイプは、１つ又は
２つ以上のマルチメディア能力を含むことが可能である。該複数のモバイル通信設備タイ
プは、１つ又は２つ以上のテキストメッセージング能力を含むことが可能である。該複数
のモバイル通信設備タイプは、１つ又は２つ以上のレンダリング能力を含むことが可能で
ある。該複数のモバイル通信設備タイプは、イメージの個数又はイメージサイズについて
の１つ又は２つ以上の制限を含むことが可能である。前記コンテンツのアイテムは、スポ
ンサードリンクとすることが可能である。該コンテンツのアイテムは、スポンサードコー
ル識別子とすることが可能である。該コンテンツのアイテムは、シンジケート広告とする
ことが可能である。
【１１９８】

40

別の態様では、本書で開示する方法は、スポンサードコンテンツの配信のための入札を
受信し、ここで、該入札が、関連するレンダリング能力を有するモバイル通信設備タイプ
に関する情報を含むことが可能であり、該入札を、前記モバイル通信設備タイプに少なく
とも部分的に基づいてモバイル通信設備と突き合わせし、該モバイル通信設備へスポンサ
ードコンテンツを送信する、という各ステップを含む。
【１１９９】
前記レンダリング能力は、オーディオレンダリング能力を含むことが可能である。該レ
ンダリング能力は、視覚的レンダリング能力を含むことが可能である。該レンダリング能
力は、マルチメディアレンダリング能力を含むことが可能である。前記モバイル通信設備
タイプは、電話タイプを含むことが可能である。該電話タイプは、型番を含むことが可能

50

(225)

JP 5589163 B2 2014.9.17

である。前記突き合わせは更に、少なくとも１つのモバイル加入者特徴に少なくとも部分
的に基づくものとすることが可能である。該モバイル加入者特徴は、ユーザ特徴とするこ
とが可能である。該モバイル加入者特徴は、地理的領域とすることが可能である。該モバ
イル加入者特徴は、履歴取引特徴とすることが可能である。該モバイル加入者特徴は、取
引履歴特徴とすることが可能である。前記突き合わせプロセスで時間を使用することが可
能である。該突き合わせは、モバイル通信設備に対するスポンサードコンテンツの関連性
の判定を伴うことが可能である。前記モバイル通信設備タイプは、前記複数のタイプの少
なくとも１つの集合を含むことが可能である。該集合は、メーカーの集合とすることが可
能である。該集合は、モデルの集合とすることが可能である。該集合は、スタイルの集合
とすることが可能である。

10

【１２００】
別の態様では、本書で開示する方法は、モバイル通信設備に対する配信用のスポンサー
ドコンテンツのアイテムの関連性を、関連するレンダリング能力を有するモバイル通信設
備タイプに少なくとも部分的に基づいて評価し、前記スポンサードコンテンツのアイテム
を受信するための少なくとも１つのモバイル通信設備を、該アイテムの該少なくとも１つ
のモバイル通信設備に対する関連性に従って選択する、という各ステップを含むことが可
能である。
【１２０１】
前記関連性は更に、少なくとも１つのモバイル加入者特徴に少なくとも部分的に基づい
て評価することが可能である。該モバイル加入者特徴は、ユーザ特徴とすることが可能で
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ある。該モバイル加入者特徴は、地理的領域とすることが可能である。該モバイル加入者
特徴は、履歴取引特徴とすることが可能である。該モバイル加入者特徴は、取引履歴特徴
とすることが可能である。前記選択ステップは更に、前記スポンサードコンテンツを前記
少なくとも１つのモバイル通信設備と突き合わせするステップを含むことが可能である。
該突き合わせプロセスで時間を使用することが可能である。該突き合わせは、関連性の判
定を伴うことが可能である。該関連性は、スコアを決定することが可能である。該突き合
わせは、モバイル通信設備に対するスポンサードコンテンツの関連性の判定を伴うことが
可能である。前記モバイル通信設備タイプは、前記複数のタイプの少なくとも１つの集合
を含むことが可能である。該集合は、メーカーの集合とすることが可能である。該集合は
、モデルの集合とすることが可能である。該集合は、スタイルの集合とすることが可能で
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ある。前記レンダリング能力は、オーディオレンダリング能力を含むことが可能である。
該レンダリング能力は、視覚的レンダリング能力を含むことが可能である。該レンダリン
グ能力は、マルチメディアレンダリング能力を含むことが可能である。前記モバイル通信
設備タイプは、電話タイプを含むことが可能である。該電話タイプは、型番を含むことが
可能である。
【１２０２】
別の態様では、本書で開示する方法は、スポンサードコンテンツをモバイル通信設備へ
配信し、ここで、該モバイル通信設備が、モバイル通信設備タイプに関連するものであり
、該モバイル通信設備タイプに基づいて前記スポンサードコンテンツが選択される、とい
う各ステップを含むことが可能である。
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【１２０３】
前記モバイル通信設備タイプは、レンダリング能力に関連するものとすることが可能で
ある。前記スポンサードコンテンツは、該レンダリング能力と互換性を有するものとする
ことが可能である。該レンダリング能力は、視覚的レンダリング能力とすることが可能で
ある。該レンダリング能力は、オーディオ能力とすることが可能である。該レンダリング
能力は、マルチメディア能力とすることが可能である。スポンサードコンテンツは更に、
少なくとも１つのモバイル加入者特徴に基づいて選択することが可能である。該モバイル
加入者特徴は、ユーザ特徴とすることが可能である。該モバイル加入者特徴は、地理的領
域とすることが可能である。該モバイル加入者特徴は、履歴取引特徴とすることが可能で
ある。該モバイル加入者特徴は、取引履歴特徴とすることが可能である。本方法は更に、
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前記コンテンツを前記モバイル通信設備と突き合わせするステップを含むことが可能であ
る。該突き合わせプロセスで時間を使用することが可能である。該突き合わせは、関連性
の判定を伴うことが可能である。該関連性は、スコアを決定することが可能である。該突
き合わせは、モバイル通信設備に対するスポンサードコンテンツの関連性の判定を伴うこ
とが可能である。
【１２０４】
別の態様では、上述した一部又は全ての構成要素を含み、及び／又は上述した一部又は
全ての機能を実行する、システム及びコンピュータプログラム製品が本書で開示され、並
びに上記の対応する機能を実行するための手段が開示される。
【１２０５】

10

一態様では、本書で開示する方法は、金額を含む関連する入札をそれぞれ有する複数の
スポンサードコンテンツアイテムを該金額に関係する順序で配置し、該複数のスポンサー
ドコンテンツアイテムを前記順序でモバイル通信設備上で表示するよう適応されたフォー
マットで該複数のスポンサードコンテンツアイテムを該モバイル通信設備へ通信する、と
いう各ステップを含む。
【１２０６】
本方法は更に、前記複数のスポンサードコンテンツアイテムを前記順序で前記モバイル
通信設備上で表示するステップを含むことが可能である。該順序は、降順とすることが可
能である。該順序は、昇順とすることが可能である。前記複数のスポンサードコンテンツ
アイテムは、スポンサードリンクを含むことが可能である。該複数のスポンサードコンテ

20

ンツアイテムは、スポンサードコール識別子を含むことが可能である。該複数のスポンサ
ードコンテンツアイテムは、シンジケート広告を含むことが可能である。該複数のスポン
サードコンテンツアイテムは、購入可能なコンテンツを含むことが可能である。該複数の
スポンサードコンテンツアイテムのうちの少なくとも１つは、購入可能なコンテンツに関
連するものとすることが可能である。本方法は更に、非スポンサードコンテンツアイテム
をモバイル通信設備へ通信するステップを含むことが可能である。前記複数のスポンサー
ドコンテンツアイテム及び前記非スポンサードコンテンツアイテムのうちの少なくとも１
つをモバイル通信設備上で表示することが可能である。前記複数のスポンサードコンテン
ツアイテムの配置及び該複数のスポンサードコンテンツアイテムの通信のうちの少なくと
も一方による利益の一部をワイヤレスサービスプロバイダへ提供することが可能である。

30

該利益の一部は、前記複数のスポンサードコンテンツアイテムのうちの少なくとも１つに
ついての関連する入札の金額から決定することが可能である。前記複数のスポンサードコ
ンテンツアイテムの配置及び該複数のスポンサードコンテンツアイテムの通信のうちの少
なくとも一方による利益の一部を検索プロバイダへ提供することが可能である。該利益の
一部は、前記複数のスポンサードコンテンツアイテムのうちの少なくとも１つについての
関連する入札の金額から決定することが可能である。
【１２０７】
一態様では、本書で開示する方法は、関連する関連性をそれぞれ有する複数のスポンサ
ードコンテンツアイテムを該関連する関連性に関係する順序で配置し、該複数のスポンサ
ードコンテンツアイテムを前記順序でモバイル通信設備上で表示するよう適応されたフォ

40

ーマットで該複数のスポンサードコンテンツアイテムを該モバイル通信設備へ通信する、
という各ステップを含む。
【１２０８】
前記関連する関連性は、検索クエリの解析を介して少なくとも部分的に決定することが
可能である。該検索クエリは、モバイル通信設備上で入力することが可能である。前記関
連する関連性は、前記複数のスポンサードコンテンツアイテムのうちの１つ又は２つ以上
の解析を介して少なくとも部分的に決定することが可能である。該関連する関連性は更に
、モバイル通信設備に関する情報の解析を介して少なくとも部分的に決定することが可能
である。該モバイル通信設備に関する情報は、モバイル加入者特徴を含むことが可能であ
る。該モバイル加入者特徴は、モバイル通信設備タイプを含むことが可能である。該モバ
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イル加入者特徴は、ユーザ特徴を含むことが可能である。該モバイル加入者特徴は、履歴
特徴を含むことが可能である。該モバイル加入者特徴は、取引履歴特徴を含むことが可能
である。前記関連する関連性は更に、モバイル通信設備に関連する地理的領域の解析を介
して少なくとも部分的に決定することが可能である。該関連する関連性は更に、モバイル
通信設備に関連する地理的ロケーションの解析を介して少なくとも部分的に決定すること
が可能である。
【１２０９】
一態様では、本書で開示するコンピュータプログラム製品は、コンピュータ読出可能媒
体上で実施されたコンピュータ実行可能コードを含み、１つ又は２つ以上のコンピュータ
上で実行された際に、金額を含む関連する入札をそれぞれ有する複数のスポンサードコン

10

テンツアイテムを該金額に関係する順序で配置し、該複数のスポンサードコンテンツアイ
テムを前記順序でモバイル通信設備上で表示するよう適応されたフォーマットで該複数の
スポンサードコンテンツアイテムを該モバイル通信設備へ通信する、という各ステップを
実行する。
【１２１０】
該コードは更なるコードを含むことが可能であり、該コードは、１つ又は２つ以上のコ
ンピュータ上で実行された際に、前記複数のスポンサードコンテンツアイテムを前記順序
で前記モバイル通信設備上で表示するステップを実行する。該順序は、降順とすることが
可能である。該順序は、昇順とすることが可能である。前記複数のスポンサードコンテン
ツアイテムは、スポンサードリンクを含むことが可能である。該複数のスポンサードコン

20

テンツアイテムは、スポンサードコール識別子を含むことが可能である。該複数のスポン
サードコンテンツアイテムは、シンジケート広告を含むことが可能である。該複数のスポ
ンサードコンテンツアイテムは、購入可能なコンテンツを含むことが可能である。該複数
のスポンサードコンテンツアイテムのうちの少なくとも１つは、購入可能なコンテンツに
関連するものとすることが可能である。該コードは更に、非スポンサードコンテンツアイ
テムをモバイル通信設備へ通信するステップを実行するコードを含むことが可能である。
前記複数のスポンサードコンテンツアイテム及び前記非スポンサードコンテンツアイテム
のうちの少なくとも１つをモバイル通信設備上で表示することが可能である。前記複数の
スポンサードコンテンツアイテムの配置及び該複数のスポンサードコンテンツアイテムの
通信のうちの少なくとも一方による利益の一部をワイヤレスサービスプロバイダへ提供す
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ることが可能である。該利益の一部は、前記複数のスポンサードコンテンツアイテムのう
ちの少なくとも１つについての関連する入札の金額から決定することが可能である。前記
複数のスポンサードコンテンツアイテムの配置及び該複数のスポンサードコンテンツアイ
テムの通信のうちの少なくとも一方による利益の一部を検索プロバイダへ提供することが
可能である。該利益の一部は、前記複数のスポンサードコンテンツアイテムのうちの少な
くとも１つについての関連する入札の金額から決定することが可能である。
【１２１１】
別の態様では、本書で開示するコンピュータプログラム製品は、コンピュータ読出可能
媒体上で実施されたコンピュータ実行可能コードを含み、１つ又は２つ以上のコンピュー
タ上で実行された際に、関連する関連性をそれぞれ有する複数のスポンサードコンテンツ
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アイテムを該関連する関連性に関係する順序で配置し、該複数のスポンサードコンテンツ
アイテムを前記順序でモバイル通信設備上で表示するよう適応されたフォーマットで該複
数のスポンサードコンテンツアイテムを該モバイル通信設備へ通信する、という各ステッ
プを実行する。
【１２１２】
前記関連する関連性は、検索クエリの解析を介して少なくとも部分的に決定することが
可能である。該検索クエリは、モバイル通信設備上で入力することが可能である。前記関
連する関連性は、前記複数のスポンサードコンテンツアイテムのうちの１つ又は２つ以上
の解析を介して少なくとも部分的に決定することが可能である。該関連する関連性は更に
、モバイル通信設備に関する情報の解析を介して少なくとも部分的に決定することが可能
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である。該モバイル通信設備に関する情報は、モバイル加入者特徴を含むことが可能であ
る。該モバイル加入者特徴は、モバイル通信設備タイプを含むことが可能である。該モバ
イル加入者特徴は、ユーザ特徴を含むことが可能である。該モバイル加入者特徴は、履歴
特徴を含むことが可能である。該モバイル加入者特徴は、取引履歴特徴を含むことが可能
である。前記関連する関連性は更に、モバイル通信設備に関連する地理的領域の解析を介
して少なくとも部分的に決定することが可能である。該関連する関連性は更に、モバイル
通信設備に関連する地理的ロケーションの解析を介して少なくとも部分的に決定すること
が可能である。
【１２１３】
別の態様では、本書で開示するシステムは、金額を含む関連する入札をそれぞれ有する

10

複数のスポンサードコンテンツアイテムを該金額に関係する順序で配置する配置手段と、
該複数のスポンサードコンテンツアイテムを前記順序でモバイル通信設備上で表示するよ
う適応されたフォーマットで該複数のスポンサードコンテンツアイテムを該モバイル通信
設備へ通信する通信手段とを含む。
【１２１４】
本システムは更に、前記複数のスポンサードコンテンツアイテムを前記順序で前記モバ
イル通信設備上で表示するための表示手段を含むことが可能である。該順序は、降順とす
ることが可能である。該順序は、昇順とすることが可能である。前記複数のスポンサード
コンテンツアイテムは、スポンサードリンクを含むことが可能である。該複数のスポンサ
ードコンテンツアイテムは、スポンサードコール識別子を含むことが可能である。該複数
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のスポンサードコンテンツアイテムは、シンジケート広告を含むことが可能である。該複
数のスポンサードコンテンツアイテムは、購入可能なコンテンツを含むことが可能である
。該複数のスポンサードコンテンツアイテムのうちの少なくとも１つは、購入可能なコン
テンツに関連するものとすることが可能である。本システムは更に、非スポンサードコン
テンツアイテムをモバイル通信設備へ通信する第２の通信手段を含むことが可能である。
前記複数のスポンサードコンテンツアイテム及び前記非スポンサードコンテンツアイテム
のうちの少なくとも１つをモバイル通信設備上で表示することが可能である。前記複数の
スポンサードコンテンツアイテムの配置及び該複数のスポンサードコンテンツアイテムの
通信のうちの少なくとも一方による利益の一部をワイヤレスサービスプロバイダへ提供す
ることが可能である。該利益の一部は、前記複数のスポンサードコンテンツアイテムのう

30

ちの少なくとも１つについての関連する入札の金額から決定することが可能である。前記
複数のスポンサードコンテンツアイテムの配置及び該複数のスポンサードコンテンツアイ
テムの通信のうちの少なくとも一方による利益の一部を検索プロバイダへ提供することが
可能である。該利益の一部は、前記複数のスポンサードコンテンツアイテムのうちの少な
くとも１つについての関連する入札の金額から決定することが可能である。
【１２１５】
別の態様では、本書で開示するシステムは、関連する関連性をそれぞれ有する複数のス
ポンサードコンテンツアイテムを該関連する関連性に関係する順序で配置する配置手段と
、該複数のスポンサードコンテンツアイテムを前記順序でモバイル通信設備上で表示する
よう適応されたフォーマットで該複数のスポンサードコンテンツアイテムを該モバイル通
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信設備へ通信する通信手段とを含む。
【１２１６】
前記関連する関連性は、検索クエリの解析を介して少なくとも部分的に決定することが
可能である。該検索クエリは、モバイル通信設備上で入力することが可能である。前記関
連する関連性は、前記複数のスポンサードコンテンツアイテムのうちの１つ又は２つ以上
の解析を介して少なくとも部分的に決定することが可能である。該関連する関連性は更に
、モバイル通信設備に関する情報の解析を介して少なくとも部分的に決定することが可能
である。該モバイル通信設備に関する情報は、モバイル加入者特徴を含むことが可能であ
る。該モバイル加入者特徴は、モバイル通信設備タイプを含むことが可能である。該モバ
イル加入者特徴は、ユーザ特徴を含むことが可能である。該モバイル加入者特徴は、履歴

50

(229)

JP 5589163 B2 2014.9.17

特徴を含むことが可能である。該モバイル加入者特徴は、取引履歴特徴を含むことが可能
である。前記関連する関連性は更に、モバイル通信設備に関連する地理的領域の解析を介
して少なくとも部分的に決定することが可能である。該関連する関連性は更に、モバイル
通信設備に関連する地理的ロケーションの解析を介して少なくとも部分的に決定すること
が可能である。
【１２１７】
別の態様では、本書で開示するシステムは、金額を含む関連する入札をそれぞれ有する
複数のスポンサードコンテンツアイテムを該金額に関係する順序で配置する配置設備と、
該複数のスポンサードコンテンツアイテムを前記順序でモバイル通信設備上で表示するよ
う適応されたフォーマットで該複数のスポンサードコンテンツアイテムを該モバイル通信

10

設備へ通信する通信設備とを含む。
【１２１８】
本システムは更に、前記複数のスポンサードコンテンツアイテムを前記順序で前記モバ
イル通信設備上で表示するための表示装置を含むことが可能である。該順序は、降順とす
ることが可能である。該順序は、昇順とすることが可能である。前記複数のスポンサード
コンテンツアイテムは、スポンサードリンクを含むことが可能である。該複数のスポンサ
ードコンテンツアイテムは、スポンサードコール識別子を含むことが可能である。該複数
のスポンサードコンテンツアイテムは、シンジケート広告を含むことが可能である。該複
数のスポンサードコンテンツアイテムは、購入可能なコンテンツを含むことが可能である
。該複数のスポンサードコンテンツアイテムのうちの少なくとも１つは、購入可能なコン
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テンツに関連するものとすることが可能である。前記通信設備は更に、非スポンサードコ
ンテンツアイテムをモバイル通信設備へ通信することが可能である。前記複数のスポンサ
ードコンテンツアイテム及び前記非スポンサードコンテンツアイテムのうちの少なくとも
１つをモバイル通信設備上で表示することが可能である。前記複数のスポンサードコンテ
ンツアイテムの配置及び該複数のスポンサードコンテンツアイテムの通信のうちの少なく
とも一方による利益の一部をワイヤレスサービスプロバイダへ提供することが可能である
。該利益の一部は、前記複数のスポンサードコンテンツアイテムのうちの少なくとも１つ
についての関連する入札の金額から決定することが可能である。前記複数のスポンサード
コンテンツアイテムの配置及び該複数のスポンサードコンテンツアイテムの通信のうちの
少なくとも一方による利益の一部を検索プロバイダへ提供することが可能である。該利益
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の一部は、前記複数のスポンサードコンテンツアイテムのうちの少なくとも１つについて
の関連する入札の金額から決定することが可能である。
【１２１９】
別の態様では、本書で開示するシステムは、関連する関連性をそれぞれ有する複数のス
ポンサードコンテンツアイテムを該関連する関連性に関係する順序で配置する配置設備と
、該複数のスポンサードコンテンツアイテムを前記順序でモバイル通信設備上で表示する
よう適応されたフォーマットで該複数のスポンサードコンテンツアイテムを該モバイル通
信設備へ通信する通信設備とを含む。
【１２２０】
前記関連する関連性は、検索クエリの解析を介して少なくとも部分的に決定することが
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可能である。該検索クエリは、モバイル通信設備上で入力することが可能である。前記関
連する関連性は、前記複数のスポンサードコンテンツアイテムのうちの１つ又は２つ以上
の解析を介して少なくとも部分的に決定することが可能である。該関連する関連性は更に
、モバイル通信設備に関する情報の解析を介して少なくとも部分的に決定することが可能
である。該モバイル通信設備に関する情報は、モバイル加入者特徴を含むことが可能であ
る。該モバイル加入者特徴は、モバイル通信設備タイプを含むことが可能である。該モバ
イル加入者特徴は、ユーザ特徴を含むことが可能である。該モバイル加入者特徴は、履歴
特徴を含むことが可能である。該モバイル加入者特徴は、取引履歴特徴を含むことが可能
である。前記関連する関連性は更に、モバイル通信設備に関連する地理的領域の解析を介
して少なくとも部分的に決定することが可能である。該関連する関連性は更に、モバイル
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通信設備に関連する地理的ロケーションの解析を介して少なくとも部分的に決定すること
が可能である。
【１２２１】
一態様では、本書で開示する方法は、スポンサードコンテンツの配布のための複数の地
理的領域をスポンサーへ提示し、該複数の地理的領域の中からの１つ又は２つ以上の地理
的領域の選択を該スポンサーから受信し、該１つ又は２つ以上の地理的領域内の１つ又は
２つ以上のモバイル通信設備へスポンサードコンテンツを配布する、という各ステップを
含む。
【１２２２】
本方法は更に、少なくとも１つのモバイル加入者特徴を前記スポンサーへ提示するステ
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ップを含むことが可能である。該モバイル加入者特徴は、ユーザ特徴とすることが可能で
ある。該モバイル加入者特徴は、地理的領域とすることが可能である。該モバイル加入者
特徴は、履歴取引特徴とすることが可能である。該モバイル加入者特徴は、取引履歴特徴
とすることが可能である。前記提示ステップは、ウェブインタフェイスを介した提示を含
むことが可能である。前記提示ステップは、クライアントプログラムを介した提示を含む
ことが可能である。前記提示ステップは、APIを介した提示を含むことが可能である。前
記スポンサードコンテンツは、スポンサードリンクを含むことが可能である。該スポンサ
ードコンテンツは、スポンサードコールを含むことが可能である。前記複数の地理的領域
は、複数の領域からなる少なくとも１つの集合を含むことが可能である。本方法は更に、
スポンサードコンテンツと該スポンサードコンテンツを受信するためのモバイル通信設備
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との突き合わせを行うステップを含むことが可能である。本方法は更に、スポンサーへ時
間を提示するステップを含むことが可能であり、ここで、該時間は、前記突き合わせステ
ップで使用することが可能である。該突き合わせステップは、関連性の判定を含むことが
可能である。該関連性は、スコアを決定することが可能である。該突き合わせステップは
、モバイル通信設備に対するスポンサードコンテンツの関連性の判定を含むことが可能で
ある。前記地理的領域は、メニュー形式で前記スポンサーへ提示することが可能である。
前記複数の地理的領域のうちの少なくとも１つの地理的領域内の存在を、特定のモバイル
通信設備の電話番号に従って判定することが可能である。前記複数の地理的領域のうちの
少なくとも１つの地理的領域内の存在は、特定のモバイル通信設備に関連する一意の識別
子に従って判定することが可能である。該一意の識別子は、電話番号とすることが可能で
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ある。前記複数の地理的領域のうちの少なくとも１つの地理的領域内の存在は、特定のモ
バイル通信設備に関連する請求書送付先住所の郵便番号に従って判定することが可能であ
る。前記複数の地理的領域のうちの少なくとも１つの地理的領域内の存在は、特定のモバ
イル通信設備の１つ又は２つ以上のロケーション座標に従って判定することが可能である
。該１つ又は２つ以上のロケーション座標は、GPSを使用して判定することが可能である
。該１つ又は２つ以上のロケーション座標は、三角測量を使用して判定することが可能で
ある。該三角測量は、WiFi三角測量とすることが可能である。前記複数の地理的領域のう
ちの少なくとも１つの地理的領域内の存在は、ユーザが入力したロケーションにより判定
することが可能である。前記複数の地理的領域は、１つ又は２つ以上の州を含むことが可
能である。前記複数の地理的領域は、１つ又は２つ以上の市を含むことが可能である。前
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記複数の地理的領域のうちの少なくとも１つの地理的領域内の存在は、特定のロケーショ
ンからの距離に従って判定することが可能である。
【１２２３】
別の態様では、本書で開示する方法は、スポンサードコンテンツの配信のための入札を
受信し、該入札が地理的領域に関する情報を含み、該入札を、該地理的領域内に位置する
モバイル通信設備と突き合わせし、該モバイル通信設備へ前記スポンサードコンテンツを
送信する、という各ステップを含む。
【１２２４】
前記入札は、時間情報を含むことが可能である。前記突き合わせステップは、前記モバ
イル通信設備について時間及びロケーションを解析することを含むことが可能である。該
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突き合わせステップは、少なくとも１つのモバイル加入者特徴を解析することを含むこと
が可能である。前記少なくとも１つのモバイル加入者特徴は、モバイル通信設備タイプを
含むことが可能である。該少なくとも１つのモバイル加入者特徴は、履歴特徴を含むこと
が可能である。該少なくとも１つのモバイル加入者特徴は、取引履歴特徴を含むことが可
能である。該少なくとも１つのモバイル加入者特徴は、ユーザ特徴を含むことが可能であ
る。前記突き合わせは、関連性に基づくものとすることが可能である。前記突き合わせは
、関連性スコアに基づくものとすることが可能である。前記突き合わせは、スポンサード
コンテンツの解析に基づくものとすることが可能である。該スポンサードコンテンツは、
スポンサードリンクとすることが可能である。該スポンサードコンテンツは、スポンサー
ドコールとすることが可能である。地理的領域は、複数の地理的領域からなる１つの集合
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とすることが可能である。モバイル通信設備のロケーションは、ユーザが入力したロケー
ションを介して判定することが可能である。モバイル通信設備のロケーションは、モバイ
ル通信設備に関連する１つ又は２つ以上のロケーション座標を介して判定することが可能
である。該１つ又は２つ以上のロケーション座標は、GPSを介して判定することが可能で
ある。該１つ又は２つ以上のロケーション座標は、三角測量を介して判定することが可能
である。該１つ又は２つ以上のロケーション座標は、WiFI三角測量を介して判定すること
が可能である。該１つ又は２つ以上のロケーション座標は、WiFiロケーションを介して判
定することが可能である。前記地理的領域は、モバイル通信設備の家庭領域とすることが
可能である。前記地理的領域は、モバイル通信設備の業務領域とすることが可能である。
前記地理的領域は、モバイル通信設備の非家庭領域とすることが可能である。
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【１２２５】
別の態様では、本書で開示する方法は、モバイル通信設備に対する配信用のスポンサー
ドコンテンツのアイテムの関連性を地理的領域に少なくとも部分的に基づいて評価し、該
スポンサードコンテンツのアイテムを受信するための前記地理的領域内に位置する少なく
とも１つのモバイル通信設備を選択する、という各ステップを含む。
【１２２６】
前記関連性は、モバイル加入者特徴に少なくとも部分的に基づいて更に評価することが
可能である。該モバイル加入者特徴は、ユーザ特徴とすることが可能である。該モバイル
加入者特徴は、地理的領域とすることが可能である。該モバイル加入者特徴は、履歴取引
特徴とすることが可能である。該モバイル加入者特徴は、取引履歴特徴とすることが可能
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である。前記選択ステップは更に、前記スポンサードコンテンツを前記少なくとも１つの
モバイル通信設備と突き合わせするステップを含むことが可能である。前記突き合わせス
テップで時間を使用することが可能である。該突き合わせステップは、関連性の判定を伴
うことが可能である。該関連性は、スコアを決定することが可能である。該突き合わせス
テップは、モバイル通信設備に対するスポンサードコンテンツの関連性の判定を伴うこと
が可能である。前記地理的領域は、複数の地理的領域からなる少なくとも１つの集合を含
むことが可能である。本方法は、前記スポンサードコンテンツを前記モバイル通信設備へ
送信することを含むことが可能である。モバイル通信設備のロケーションは、ユーザが入
力したロケーションを介して判定することが可能である。モバイル通信設備のロケーショ
ンは、モバイル通信設備に関連する１つ又は２つ以上のロケーション座標を介して判定す
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ることが可能である。該１つ又は２つ以上のロケーション座標は、GPSを介して判定する
ことが可能である。該１つ又は２つ以上のロケーション座標は、三角測量を介して判定す
ることが可能である。該１つ又は２つ以上のロケーション座標は、WiFI三角測量を介して
判定することが可能である。該１つ又は２つ以上のロケーション座標は、WiFiロケーショ
ンを介して判定することが可能である。前記地理的領域は、モバイル通信設備の家庭領域
とすることが可能である。前記地理的領域は、モバイル通信設備の業務領域とすることが
可能である。前記地理的領域は、モバイル通信設備の非家庭領域とすることが可能である
。
【１２２７】
別の態様では、本書で開示する方法は、スポンサードコンテンツをモバイル通信設備へ

50

(232)

JP 5589163 B2 2014.9.17

配信し、ここで、該モバイル通信設備が所与の地理的領域に関連し、前記スポンサードコ
ンテンツが該地理的領域に少なくとも部分的に基づいて選択される、という各ステップを
含む。
【１２２８】
前記スポンサードコンテンツは、モバイル加入者特徴に基づいて選択することが可能で
ある。該モバイル加入者特徴は、ユーザ特徴とすることが可能である。該モバイル加入者
特徴は、地理的領域とすることが可能である。該モバイル加入者特徴は、履歴取引特徴と
することが可能である。該モバイル加入者特徴は、取引履歴特徴とすることが可能である
。本方法は、前記コンテンツを前記モバイル通信設備と突き合わせするステップを含むこ
とが可能である。該突き合わせプロセスで時間を使用することが可能である。該突き合わ
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せは、関連性の判定を伴うことが可能である。該関連性は、スコアを決定することが可能
である。該突き合わせは、モバイル通信設備に対するスポンサードコンテンツの関連性の
判定を伴うことが可能である。
【１２２９】
別の態様では、本書で開示するコンピュータプログラム製品は、コンピュータ読出可能
媒体上で実施されたコンピュータ実行可能コードを含み、１つ又は２つ以上のコンピュー
ティング装置上で実行された際に、上記の方法ステップの一部又は全て、及びその様々な
組み合わせを実行する。
【１２３０】
かかる一実施形態では、コンピュータ読出可能媒体上で実施されたコンピュータ実行可
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能コードを含むコンピュータプログラム製品は、１つ又は２つ以上のコンピューティング
装置上で実行された際に、以下の各ステップを実行する：スポンサードコンテンツの配布
のための複数の地理的領域をスポンサーへ提示し、該複数の地理的領域の中からの１つ又
は２つ以上の地理的領域の選択を該スポンサーから受信し、該１つ又は２つ以上の地理的
領域内の１つ又は２つ以上のモバイル通信設備へスポンサードコンテンツを配布する。
【１２３１】
別のかかる実施形態では、コンピュータ読出可能媒体上で実施されたコンピュータ実行
可能コードを含むコンピュータプログラム製品は、１つ又は２つ以上のコンピューティン
グ装置上で実行された際に、スポンサードコンテンツの配信のための入札を受信し、ここ
で、該入札が、地理的領域に関する情報を含み、該入札を該地理的領域内に位置するモバ
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イル通信設備と突き合わせし、該モバイル通信設備へ該スポンサードコンテンツを送信す
る、という各ステップを実行する。
【１２３２】
別のかかる実施形態では、コンピュータ読出可能媒体上で実施されたコンピュータ実行
可能コードを含むコンピュータプログラム製品は、１つ又は２つ以上のコンピューティン
グ装置上で実行された際に、モバイル通信設備に対する配信用のスポンサードコンテンツ
のアイテムの関連性を地理的領域に少なくとも部分的に基づいて評価し、該スポンサード
コンテンツのアイテムを受信するための前記地理的領域内に位置する少なくとも１つのモ
バイル通信設備を選択する、という各ステップを実行する。
【１２３３】
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別のかかる実施形態では、コンピュータ読出可能媒体上で実施されたコンピュータ実行
可能コードを含むコンピュータプログラム製品は、１つ又は２つ以上のコンピューティン
グ装置上で実行された際に、スポンサードコンテンツをモバイル通信設備へ配信し、ここ
で、該モバイル通信設備が所与の地理的領域に関連し、前記スポンサードコンテンツが該
地理的領域に少なくとも部分的に基づいて選択される、という各ステップを実行する。
【１２３４】
別の態様では、本書で開示するシステムは、上記の方法ステップの各々、及びその様々
な組み合わせを実行するための手段を含む。
【１２３５】
かかる一実施形態では、本書で開示するシステムは、スポンサードコンテンツの配布の
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ための複数の地理的領域をスポンサーへ提示するための提示手段と、該複数の地理的領域
の中からの１つ又は２つ以上の地理的領域の選択を該スポンサーから受信するための受信
手段と、該１つ又は２つ以上の地理的領域内の１つ又は２つ以上のモバイル通信設備へス
ポンサードコンテンツを配布するための配布手段とを含む。
【１２３６】
別のかかる実施形態では、本書で開示するシステムは、スポンサードコンテンツの配信
のための入札を受信するための受信手段であって、該入札が、地理的領域に関する情報を
含む、受信手段と、該入札を該地理的領域内に位置するモバイル通信設備と突き合わせす
るための突き合わせ手段と、該モバイル通信設備へ該スポンサードコンテンツを送信する
送信手段とを含む。
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【１２３７】
別のかかる実施形態では、本書で開示するシステムは、モバイル通信設備に対する配信
用のスポンサードコンテンツのアイテムの関連性を地理的領域に少なくとも部分的に基づ
いて評価する評価手段と、該スポンサードコンテンツのアイテムを受信するための前記地
理的領域内に位置する少なくとも１つのモバイル通信設備を選択する選択手段とを含む。
【１２３８】
別のかかる実施形態では、本書で開示するシステムは、スポンサードコンテンツをモバ
イル通信設備へ配信する配信手段を含み、該モバイル通信設備が、所与の地理的領域に関
連し、前記スポンサードコンテンツが、該地理的領域に少なくとも部分的に基づいて選択
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される。
【１２３９】
別の態様では、本書で開示するシステムは、上記の方法の特徴及び要素、及びその組み
合わせを実施する、構成要素及び装置を含む。
【１２４０】
かかる一実施形態では、本書で開示するシステムは、スポンサードコンテンツの配布の
ための複数の地理的領域をスポンサーへ提示するための提示設備と、該複数の地理的領域
の中からの１つ又は２つ以上の地理的領域の選択を該スポンサーから受信するための受信
設備と、該１つ又は２つ以上の地理的領域内の１つ又は２つ以上のモバイル通信設備へス
ポンサードコンテンツを配布するための配布設備とを含む。
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【１２４１】
別のかかる実施形態では、本書で開示するシステムは、スポンサードコンテンツの配信
のための入札を受信するための入札設備であって、該入札が、地理的領域に関する情報を
含む、入札設備と、該入札を該地理的領域内に位置するモバイル通信設備と突き合わせす
るための突き合わせ設備と、該モバイル通信設備へ該スポンサードコンテンツを送信する
送信設備とを含む。
【１２４２】
別のかかる実施形態では、本書で開示するシステムは、モバイル通信設備に対する配信
用のスポンサードコンテンツのアイテムの関連性を地理的領域に少なくとも部分的に基づ
いて評価する評価設備と、該スポンサードコンテンツのアイテムを受信するための前記地
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理的領域内に位置する少なくとも１つのモバイル通信設備を選択する選択設備とを含む。
【１２４３】
別のかかる実施形態では、本書で開示するシステムは、スポンサードコンテンツをモバ
イル通信設備へ配信するスポンサーシップ設備を含み、該モバイル通信設備が所与の地理
的領域に関連し、前記スポンサードコンテンツが該地理的領域に少なくとも部分的に基づ
いて選択される。
【１２４４】
一態様では、本書で開示する方法は、複数の取引履歴特徴をスポンサーへ提示し、該複
数の取引履歴特徴が、モバイル通信設備を使用して行われた購入に少なくとも部分的に基
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づく少なくとも１つの取引履歴特徴を含み、該複数の取引履歴特徴のうちの少なくとも１
つの選択を前記スポンサーから受信する、という各ステップを含む。
【１２４５】
本方法は更に、少なくとも１つの他のモバイル加入者特徴を前記スポンサーへ提示する
ステップを含むことが可能である。該モバイル加入者特徴は、地理的領域とすることが可
能である。該モバイル加入者特徴は、使用履歴特徴とすることが可能である。該モバイル
加入者特徴は、ユーザ特徴とすることが可能である。本方法は更に、スポンサードコンテ
ンツのアイテムを該アイテムを受信するための特定のモバイル通信設備と突き合わせする
ステップを含むことが可能である。本方法は更に、スポンサーへ時間を提示するステップ
を含むことが可能であり、該時間を前記突き合わせステップで使用することが可能である
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。該突き合わせは、関連性の判定を含むことが可能である。該関連性はスコアを決定する
ことが可能である。該突き合わせは、前記特定のモバイル通信設備に対するスポンサード
コンテンツのアイテムの関連性の判定を含むことが可能である。該スポンサードコンテン
ツのアイテムは、スポンサードリンクを含むことが可能である。該スポンサードコンテン
ツのアイテムは、スポンサードコールを含むことが可能である。本方法は更に、前記複数
の取引履歴特徴をウェブインタフェイスを介してスポンサーへ提示するステップを含むこ
とが可能である。本方法は更に、前記複数の取引履歴特徴をクライアントプログラムを介
してスポンサーへ提示するステップを含むことが可能である。本方法は更に、前記複数の
取引履歴特徴をAPIを介してスポンサーへ提示するステップを含むことが可能である。前
記複数の取引履歴特徴は、複数の取引履歴特徴からなる少なくとも１つの集合を含むこと

20

が可能である。前記複数の取引履歴特徴は、１つのメニュー内の複数のメニューアイテム
として１つ又は２つ以上のスポンサーへ提示することが可能である。各メニューアイテム
は、該メニューアイテムに関連する入札金額を入力するための入力設備に関連するものと
することが可能である。前記複数の取引履歴特徴のうちの少なくとも１つを個々のモバイ
ル通信設備のユーザに関連づけることが可能である。前記複数の取引履歴特徴は、購入履
歴を含むことが可能である。該購入履歴は、購入価格を含むことが可能である。該購入履
歴は、購入時刻を含むことが可能である。該購入履歴は、特定の期間中に行った購入の総
数を含むことが可能である。該購入履歴は、特定の期間中に費やした総額を含むことが可
能である。該購入履歴は、購入したアイテムの製品番号を含むことが可能である。該購入
履歴は、イエローページ式の分類法でカテゴライズすることが可能である。前記複数の取
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引履歴特徴は、１つ又は２つ以上のクリックスルーサマリを含むことが可能である。前記
複数の取引履歴特徴は、１つ又は２つ以上のページビューサマリを含むことが可能である
。前記複数の取引履歴特徴は、複数の購入を含むことが可能である。該複数の購入は、製
品カテゴリに関係するものである。
【１２４６】
別の態様では、本書で開示する方法は、スポンサードコンテンツのアイテムの配信のた
めの入札を受信し、該入札が取引履歴特徴に関する情報を含み、該入札を該取引履歴特徴
に少なくとも部分的に基づいてモバイル通信設備と突き合わせし、該モバイル通信設備へ
前記スポンサードコンテンツのアイテムを送信する、という各ステップを含む。
【１２４７】
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前記入札は、時間情報を含むことが可能である。前記突き合わせは、該時間及び前記取
引履歴特徴の解析を含むことが可能である。該突き合わせは、少なくとも１つの他のモバ
イル加入者特徴の解析を含むことが可能である。該他のモバイル加入者特徴は、モバイル
通信設備のタイプを含むことが可能である。該他のモバイル加入者特徴は、地理的領域を
含むことが可能である。該他のモバイル加入者特徴は、使用履歴特徴を含むことが可能で
ある。該他のモバイル加入者特徴は、ユーザ特徴を含むことが可能である。前記突き合わ
せは、関連性に基づくものとすることが可能である。前記突き合わせは、関連性スコアに
基づくものとすることが可能である。前記突き合わせは、スポンサードコンテンツのアイ
テムの解析に基づくものとすることが可能である。該スポンサードコンテンツのアイテム
は、スポンサードリンクを含むことが可能である。該スポンサードコンテンツのアイテム
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は、スポンサードコールを含むことが可能である。前記取引履歴特徴は、複数の取引履歴
特徴からなる１つの集合を含むことが可能である。前記取引履歴特徴は、購入履歴を含む
ことが可能である。該購入履歴は、購入価格を含むことが可能である。該購入履歴は、購
入時刻を含むことが可能である。該購入履歴は、特定の期間中に行った購入の総数を含む
ことが可能である。該購入履歴は、特定の期間中に費やした総額を含むことが可能である
。該購入履歴は、購入したアイテムの製品番号を含むことが可能である。該購入履歴は、
イエローページ式の分類法でカテゴライズすることが可能である。前記取引履歴特徴は、
１つ又は２つ以上のクリックスルーサマリを含むことが可能である。前記取引履歴特徴は
、１つ又は２つ以上のページビューサマリを含むことが可能である。前記取引履歴特徴は
、複数の購入を含むことが可能である。該複数の購入は、製品カテゴリに関係するものと
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することが可能である。
【１２４８】
別の態様では、本書で開示する方法は、スポンサードコンテンツのアイテムをモバイル
通信設備へ配信し、ここで、該モバイル通信設備が所与の取引履歴特徴に関連し、前記ス
ポンサードコンテンツのアイテムが該取引履歴特徴に少なくとも部分的に基づいて選択さ
れる、という各ステップを含む。
【１２４９】
前記スポンサードコンテンツのアイテムは更に、少なくとも１つのモバイル加入者特徴
に基づいて選択することが可能である。該モバイル加入者特徴は、装置タイプとすること
が可能である。該モバイル加入者特徴は、地理的領域とすることが可能である。該モバイ
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ル加入者特徴は、使用取引特徴とすることが可能である。該モバイル加入者特徴は、ユー
ザ特徴とすることが可能である。本方法は更に、前記スポンサードコンテンツのアイテム
を前記モバイル通信設備と突き合わせするステップを含むことが可能である。該突き合わ
せプロセスで時間を使用することが可能である。該突き合わせは、関連性の判定を含むこ
とが可能である。該関連性は、スコアを決定することが可能である。該突き合わせステッ
プは、モバイル通信設備に対するスポンサードコンテンツの関連性の判定を含むことが可
能である。
【１２５０】
別の態様では、本書で開示するコンピュータプログラム製品は、コンピュータ読出可能
媒体上で実施されたコンピュータ実行可能コードを含み、１つ又は２つ以上のコンピュー
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ティング装置上で実行された際に、複数の取引履歴特徴をスポンサーへ提示し、該複数の
取引履歴特徴が、モバイル通信設備を使用して行われた購入に少なくとも部分的に基づく
少なくとも１つの取引履歴特徴を含み、該複数の取引履歴特徴のうちの少なくとも１つの
選択を前記スポンサーから受信する、という各ステップを実行する。
【１２５１】
該コンピュータプログラム製品は、１つ又は２つ以上のコンピューティング装置上で実
行された際に、少なくとも１つの他のモバイル加入者特徴をスポンサーへ提示するステッ
プを実行するコードを含むことが可能である。該モバイル加入者特徴は、装置タイプとす
ることが可能である。該モバイル加入者特徴は、地理的領域とすることが可能である。該
モバイル加入者特徴は、使用履歴特徴とすることが可能である。該モバイル加入者特徴は
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、ユーザ特徴とすることが可能である。該コンピュータプログラム製品は、１つ又は２つ
以上のコンピューティング装置上で実行された際に、スポンサードコンテンツのアイテム
を該アイテムを受信するための特定のモバイル通信設備と突き合わせするステップを実行
するコードを含むことが可能である。該コンピュータプログラム製品は、１つ又は２つ以
上のコンピューティング装置上で実行された際に、スポンサーへ時間を提示するステップ
を実行するコードを含むことが可能であり、該時間は前記突き合わせステップで使用する
ことが可能である。該突き合わせは、関連性の判定を含むことが可能である。該関連性は
スコアを決定することが可能である。該突き合わせは、前記特定のモバイル通信設備に対
するスポンサードコンテンツのアイテムの関連性の判定を含むことが可能である。該スポ
ンサードコンテンツのアイテムは、スポンサードリンクを含むことが可能である。該スポ
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ンサードコンテンツのアイテムは、スポンサードコールを含むことが可能である。該コン
ピュータプログラム製品は、１つ又は２つ以上のコンピューティング装置上で実行された
際に、前記複数の取引履歴特徴をウェブインタフェイスを介してスポンサーへ提示するス
テップを実行するコードを含むことが可能である。該コンピュータプログラム製品は、１
つ又は２つ以上のコンピューティング装置上で実行された際に、前記複数の取引履歴特徴
をクライアントプログラムを介してスポンサーへ提示するステップを実行するコードを含
むことが可能である。該コンピュータプログラム製品は、１つ又は２つ以上のコンピュー
ティング装置上で実行された際に、前記複数の取引履歴特徴をAPIを介してスポンサーへ
提示するステップを実行するコードを含むことが可能である。前記複数の取引履歴特徴は
、複数の取引履歴特徴からなる少なくとも１つの集合を含むことが可能である。前記複数
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の取引履歴特徴は、１つのメニュー内の複数のメニューアイテムとして１つ又は２つ以上
のスポンサーへ提示することが可能である。各メニューアイテムは、該メニューアイテム
に関連する入札金額を入力するための入力設備に関連するものとすることが可能である。
前記複数の取引履歴特徴のうちの少なくとも１つを個々のモバイル通信設備のユーザに関
連づけることが可能である。前記複数の取引履歴特徴は、購入履歴を含むことが可能であ
る。該購入履歴は、購入価格を含むことが可能である。該購入履歴は、購入時刻を含むこ
とが可能である。該購入履歴は、特定の期間中に行った購入の総数を含むことが可能であ
る。該購入履歴は、特定の期間中に費やした総額を含むことが可能である。該購入履歴は
、購入したアイテムの製品番号を含むことが可能である。該購入履歴は、イエローページ
式の分類法でカテゴライズすることが可能である。前記複数の取引履歴特徴は、１つ又は
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２つ以上のクリックスルーサマリを含むことが可能である。前記複数の取引履歴特徴は、
１つ又は２つ以上のページビューサマリを含むことが可能である。前記複数の取引履歴特
徴は、複数の購入を含むことが可能である。該複数の購入は、製品カテゴリに関係するも
のである。
【１２５２】
別の態様では、本書で開示するコンピュータプログラム製品は、コンピュータ読出可能
媒体上で実施されたコンピュータ実行可能コードを含み、１つ又は２つ以上のコンピュー
ティング装置上で実行された際に、スポンサードコンテンツのアイテムの配信のための入
札を受信し、該入札が取引履歴特徴に関する情報を含み、該入札を該取引履歴特徴に少な
くとも部分的に基づいてモバイル通信設備と突き合わせし、該モバイル通信設備へ前記ス
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ポンサードコンテンツのアイテムを送信する、という各ステップを実行する。
【１２５３】
前記入札は、時間情報を含むことが可能である。前記突き合わせは、該時間及び前記取
引履歴特徴の解析を含むことが可能である。該突き合わせは、少なくとも１つの他のモバ
イル加入者特徴の解析を含むことが可能である。該他のモバイル加入者特徴は、モバイル
通信設備のタイプを含むことが可能である。該他のモバイル加入者特徴は、地理的領域を
含むことが可能である。該他のモバイル加入者特徴は、使用履歴特徴を含むことが可能で
ある。該他のモバイル加入者特徴は、ユーザ特徴を含むことが可能である。前記突き合わ
せは、関連性に基づくものとすることが可能である。前記突き合わせは、関連性スコアに
基づくものとすることが可能である。前記突き合わせは、スポンサードコンテンツのアイ
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テムの解析に基づくものとすることが可能である。該スポンサードコンテンツのアイテム
は、スポンサードリンクを含むことが可能である。該スポンサードコンテンツのアイテム
は、スポンサードコールを含むことが可能である。前記取引履歴特徴は、複数の取引履歴
特徴からなる１つの集合を含むことが可能である。前記取引履歴特徴は、購入履歴を含む
ことが可能である。該購入履歴は、購入価格を含むことが可能である。該購入履歴は、購
入時刻を含むことが可能である。該購入履歴は、特定の期間中に行った購入の総数を含む
ことが可能である。該購入履歴は、特定の期間中に費やした総額を含むことが可能である
。該購入履歴は、購入したアイテムの製品番号を含むことが可能である。該購入履歴は、
イエローページ式の分類法でカテゴライズすることが可能である。前記取引履歴特徴は、
１つ又は２つ以上のクリックスルーサマリを含むことが可能である。前記取引履歴特徴は
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、１つ又は２つ以上のページビューサマリを含むことが可能である。前記取引履歴特徴は
、複数の購入を含むことが可能である。該複数の購入は、製品カテゴリに関係するものと
することが可能である。
【１２５４】
別の態様では、本書で開示するコンピュータプログラム製品は、コンピュータ読出可能
媒体上で実施されたコンピュータ実行可能コードを含み、１つ又は２つ以上のコンピュー
ティング装置上で実行された際に、スポンサードコンテンツのアイテムをモバイル通信設
備へ配信し、ここで、該モバイル通信設備が所与の取引履歴特徴に関連し、前記スポンサ
ードコンテンツのアイテムが該取引履歴特徴に少なくとも部分的に基づいて選択される、
という各ステップを実行する。

10

【１２５５】
前記スポンサードコンテンツのアイテムは更に、少なくとも１つのモバイル加入者特徴
に基づいて選択することが可能である。該モバイル加入者特徴は、装置タイプとすること
が可能である。該モバイル加入者特徴は、地理的領域とすることが可能である。該モバイ
ル加入者特徴は、使用取引特徴とすることが可能である。該モバイル加入者特徴は、ユー
ザ特徴とすることが可能である。該コンピュータプログラム製品は、１つ又は２つ以上の
コンピューティング装置上で実行された際に、前記スポンサードコンテンツのアイテムを
前記モバイル通信設備と突き合わせするステップを実行するコードを含むことが可能であ
る。該突き合わせで時間を使用することが可能である。該突き合わせステップは、関連性
の判定を含むことが可能である。該関連性は、スコアを決定することが可能である。該突
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き合わせステップは、モバイル通信設備に対するスポンサードコンテンツの関連性の判定
を含むことが可能である。
【１２５６】
別の態様では、本書で開示するシステムは、複数の取引履歴特徴をスポンサーへ提示す
る提示手段であって、該複数の取引履歴特徴が、モバイル通信設備を使用して行われた購
入に少なくとも部分的に基づく少なくとも１つの取引履歴特徴を含む、提示手段と、該複
数の取引履歴特徴のうちの少なくとも１つの選択を前記スポンサーから受信する受信手段
とを含む。
【１２５７】
該提示手段は更に、少なくとも１つの他のモバイル加入者特徴を前記スポンサーへ提示
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することが可能である。該モバイル加入者特徴は、装置タイプとすることが可能である。
該モバイル加入者特徴は、地理的領域とすることが可能である。該モバイル加入者特徴は
、使用履歴特徴とすることが可能である。該モバイル加入者特徴は、ユーザ特徴とするこ
とが可能である。本システムは、スポンサードコンテンツのアイテムを該アイテムを受信
するための特定のモバイル通信設備と突き合わせする突き合わせ手段を含むことが可能で
ある。前記提示手段は、スポンサーへ時間を提示する手段を含むことが可能であり、該時
間を前記突き合わせ手段により使用することが可能である。該突き合わせ手段は、関連性
を判定するための関連性手段を含むことが可能である。該関連性はスコアを決定すること
が可能である。前記突き合わせ手段は、前記特定のモバイル通信設備に対するスポンサー
ドコンテンツのアイテムの関連性を判定するための関連性手段を含むことが可能である。
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該スポンサードコンテンツのアイテムは、スポンサードリンクを含むことが可能である。
該スポンサードコンテンツのアイテムは、スポンサードコールを含むことが可能である。
前記提示手段は、ウェブインタフェイスを含むことが可能である。前記提示手段は、クラ
イアントプログラムを含むことが可能である。前記提示手段は、APIを含むことが可能で
ある。前記複数の取引履歴特徴は、複数の取引履歴特徴からなる少なくとも１つの集合を
含むことが可能である。前記複数の取引履歴特徴は、１つのメニュー内の複数のメニュー
アイテムとして１つ又は２つ以上のスポンサーへ提示することが可能である。各メニュー
アイテムは、該メニューアイテムに関連する入札金額を入力するための入力設備に関連す
るものとすることが可能である。前記複数の取引履歴特徴のうちの少なくとも１つを個々
のモバイル通信設備のユーザに関連づけることが可能である。前記複数の取引履歴特徴は
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、購入履歴を含むことが可能である。該購入履歴は、購入価格を含むことが可能である。
該購入履歴は、購入時刻を含むことが可能である。該購入履歴は、特定の期間中に行った
購入の総数を含むことが可能である。該購入履歴は、特定の期間中に費やした総額を含む
ことが可能である。該購入履歴は、購入したアイテムの製品番号を含むことが可能である
。該購入履歴は、イエローページ式の分類法でカテゴライズすることが可能である。前記
複数の取引履歴特徴は、１つ又は２つ以上のクリックスルーサマリを含むことが可能であ
る。前記複数の取引履歴特徴は、１つ又は２つ以上のページビューサマリを含むことが可
能である。前記複数の取引履歴特徴は、複数の購入を含むことが可能である。該複数の購
入は、製品カテゴリに関係するものである。
【１２５８】

10

別の態様では、本書で開示するシステムは、スポンサードコンテンツのアイテムの配信
のための入札を受信する受信手段であって、該入札が取引履歴特徴に関する情報を含む、
受信手段と、該入札を該取引履歴特徴に少なくとも部分的に基づいてモバイル通信設備と
突き合わせする突き合わせ手段と、該モバイル通信設備へ前記スポンサードコンテンツの
アイテムを送信する送信手段とを含む。
【１２５９】
前記入札は、時間情報を含むことが可能である。前記突き合わせ手段は、該時間及び前
記取引履歴特徴の解析を提供することが可能である。該突き合わせ手段は、少なくとも１
つの他のモバイル加入者特徴の解析を提供することが可能である。該他のモバイル加入者
特徴は、モバイル通信設備のタイプを含むことが可能である。該他のモバイル加入者特徴
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は、地理的領域を含むことが可能である。該他のモバイル加入者特徴は、使用履歴特徴を
含むことが可能である。該他のモバイル加入者特徴は、ユーザ特徴を含むことが可能であ
る。前記突き合わせ手段は、関連性を判定することが可能である。前記突き合わせ手段は
、関連性スコアを用いることが可能である。前記突き合わせ手段は、スポンサードコンテ
ンツのアイテムを解析することが可能である。該スポンサードコンテンツのアイテムは、
スポンサードリンクを含むことが可能である。該スポンサードコンテンツのアイテムは、
スポンサードコールを含むことが可能である。前記取引履歴特徴は、複数の取引履歴特徴
からなる１つの集合を含むことが可能である。前記取引履歴特徴は、購入履歴を含むこと
が可能である。該購入履歴は、購入価格を含むことが可能である。該購入履歴は、購入時
刻を含むことが可能である。該購入履歴は、特定の期間中に行った購入の総数を含むこと
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が可能である。該購入履歴は、特定の期間中に費やした総額を含むことが可能である。該
購入履歴は、購入したアイテムの製品番号を含むことが可能である。該購入履歴は、イエ
ローページ式の分類法でカテゴライズすることが可能である。前記取引履歴特徴は、１つ
又は２つ以上のクリックスルーサマリを含むことが可能である。前記取引履歴特徴は、１
つ又は２つ以上のページビューサマリを含むことが可能である。前記取引履歴特徴は、複
数の購入を含むことが可能である。該複数の購入は、製品カテゴリに関係するものとする
ことが可能である。
【１２６０】
別の態様では、本書で開示するシステムは、スポンサードコンテンツのアイテムをモバ
イル通信設備へ配信する配信手段を含み、該モバイル通信設備が、所与の取引履歴特徴に
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関連することが可能であり、前記スポンサードコンテンツのアイテムが、該取引履歴特徴
に少なくとも部分的に基づいて選択される。前記スポンサードコンテンツのアイテムは、
少なくとも１つのモバイル加入者特徴に基づいて選択することが可能である。該モバイル
加入者特徴は、装置タイプとすることが可能である。該モバイル加入者特徴は、地理的領
域とすることが可能である。該モバイル加入者特徴は、使用取引特徴とすることが可能で
ある。該モバイル加入者特徴は、ユーザ特徴とすることが可能である。本システムは、前
記スポンサードコンテンツのアイテムを前記モバイル通信設備と突き合わせする突き合わ
せ手段を含むことが可能である。該突き合わせ手段により時間を使用することが可能であ
る。該突き合わせ手段は、関連性を判定することが可能である。該関連性は、スコアを決
定することが可能である。該突き合わせ手段は、モバイル通信設備に対するスポンサード
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コンテンツの関連性を判定することが可能である。
【１２６１】
別の態様では、本書で開示するシステムは、複数の取引履歴特徴をスポンサーへ提示す
る表示装置であって、該複数の取引履歴特徴が、モバイル通信設備を使用して行われた購
入に少なくとも部分的に基づく少なくとも１つの取引履歴特徴を含む、表示装置と、該複
数の取引履歴特徴のうちの少なくとも１つの選択を前記スポンサーから受信するユーザ入
力設備とを含む。
【１２６２】
該表示装置は更に、少なくとも１つの他のモバイル加入者特徴を前記スポンサーへ提示
することが可能である。該モバイル加入者特徴は、装置タイプとすることが可能である。
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該モバイル加入者特徴は、地理的領域とすることが可能である。該モバイル加入者特徴は
、使用履歴特徴とすることが可能である。該モバイル加入者特徴は、ユーザ特徴とするこ
とが可能である。本システムは、スポンサードコンテンツのアイテムを該アイテムを受信
するための特定のモバイル通信設備と突き合わせする突き合わせ設備を含むことが可能で
ある。前記表示装置は、スポンサーへ時間を提示することが可能であり、該時間を前記突
き合わせ設備により使用することが可能である。該突き合わせ設備は、関連性を判定する
ための関連性設備を含むことが可能である。該関連性はスコアを決定することが可能であ
る。前記突き合わせ設備は、前記特定のモバイル通信設備に対するスポンサードコンテン
ツのアイテムの関連性を判定するための関連性設備を含むことが可能である。該スポンサ
ードコンテンツのアイテムは、スポンサードリンクを含むことが可能である。該スポンサ
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ードコンテンツのアイテムは、スポンサードコールを含むことが可能である。前記ユーザ
入力設備は、ウェブインタフェイスを含むことが可能である。前記ユーザ入力設備は、ク
ライアントプログラムを含むことが可能である。前記ユーザ入力設備は、APIを含むこと
が可能である。前記複数の取引履歴特徴は、複数の取引履歴特徴からなる少なくとも１つ
の集合を含むことが可能である。前記複数の取引履歴特徴は、前記表示装置において１つ
のメニュー内の複数のメニューアイテムとして１つ又は２つ以上のスポンサーへ提示する
ことが可能である。各メニューアイテムは、該メニューアイテムに関連する入札金額を入
力するための入力設備に関連するものとすることが可能である。前記複数の取引履歴特徴
のうちの少なくとも１つを個々のモバイル通信設備のユーザに関連づけることが可能であ
る。前記複数の取引履歴特徴は、購入履歴を含むことが可能である。該購入履歴は、購入
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価格を含むことが可能である。該購入履歴は、購入時刻を含むことが可能である。該購入
履歴は、特定の期間中に行った購入の総数を含むことが可能である。該購入履歴は、特定
の期間中に費やした総額を含むことが可能である。該購入履歴は、購入したアイテムの製
品番号を含むことが可能である。該購入履歴は、イエローページ式の分類法でカテゴライ
ズすることが可能である。前記複数の取引履歴特徴は、１つ又は２つ以上のクリックスル
ーサマリを含むことが可能である。前記複数の取引履歴特徴は、１つ又は２つ以上のペー
ジビューサマリを含むことが可能である。前記複数の取引履歴特徴は、複数の購入を含む
ことが可能である。該複数の購入は、製品カテゴリに関係するものである。
【１２６３】
別の態様では、本書で開示するシステムは、スポンサードコンテンツのアイテムの配信
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のための入札を受信する入札設備であって、該入札が取引履歴特徴に関する情報を含む、
入札設備と、該入札を該取引履歴特徴に少なくとも部分的に基づいてモバイル通信設備と
突き合わせする突き合わせ設備と、該モバイル通信設備へ前記スポンサードコンテンツの
アイテムを送信する送信設備とを含む。
【１２６４】
前記入札は、時間情報を含むことが可能である。前記突き合わせ設備は、時間及び前記
取引履歴特徴の解析を提供することが可能である。該突き合わせ設備は、少なくとも１つ
の他のモバイル加入者特徴の解析を提供することが可能である。該他のモバイル加入者特
徴は、モバイル通信設備のタイプを含むことが可能である。該他のモバイル加入者特徴は
、地理的領域を含むことが可能である。該他のモバイル加入者特徴は、使用履歴特徴を含

50

(240)

JP 5589163 B2 2014.9.17

むことが可能である。該他のモバイル加入者特徴は、ユーザ特徴を含むことが可能である
。前記突き合わせ設備は、関連性を判定することが可能である。前記突き合わせ設備は、
関連性スコアを用いることが可能である。前記突き合わせ設備は、スポンサードコンテン
ツのアイテムを解析することが可能である。該スポンサードコンテンツのアイテムは、ス
ポンサードリンクを含むことが可能である。該スポンサードコンテンツのアイテムは、ス
ポンサードコールを含むことが可能である。前記取引履歴特徴は、複数の取引履歴特徴か
らなる１つの集合を含むことが可能である。前記取引履歴特徴は、購入履歴を含むことが
可能である。該購入履歴は、購入価格を含むことが可能である。該購入履歴は、購入時刻
を含むことが可能である。該購入履歴は、特定の期間中に行った購入の総数を含むことが
可能である。該購入履歴は、特定の期間中に費やした総額を含むことが可能である。該購
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入履歴は、購入したアイテムの製品番号を含むことが可能である。該購入履歴は、イエロ
ーページ式の分類法でカテゴライズすることが可能である。前記取引履歴特徴は、１つ又
は２つ以上のクリックスルーサマリを含むことが可能である。前記取引履歴特徴は、１つ
又は２つ以上のページビューサマリを含むことが可能である。前記取引履歴特徴は、複数
の購入を含むことが可能である。該複数の購入は、製品カテゴリに関係するものとするこ
とが可能である。
【１２６５】
別の態様では、本書で開示するシステムは、スポンサードコンテンツのアイテムをモバ
イル通信設備へ配信する通信設備を含み、該モバイル通信設備が、所与の取引履歴特徴に
関連することが可能であり、前記スポンサードコンテンツのアイテムが、該取引履歴特徴
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に少なくとも部分的に基づいて選択される。
【１２６６】
前記スポンサードコンテンツのアイテムは更に、少なくとも１つのモバイル加入者特徴
に基づいて選択することが可能である。該モバイル加入者特徴は、装置タイプとすること
が可能である。該モバイル加入者特徴は、地理的領域とすることが可能である。該モバイ
ル加入者特徴は、使用取引特徴とすることが可能である。該モバイル加入者特徴は、ユー
ザ特徴とすることが可能である。本システムは、前記スポンサードコンテンツのアイテム
を前記モバイル通信設備と突き合わせする突き合わせ設備を含むことが可能である。該突
き合わせ設備により時間を使用することが可能である。該突き合わせ設備は、関連性を判
定することが可能である。該関連性は、スコアを決定することが可能である。該突き合わ
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せ設備は、モバイル通信設備に対するスポンサードコンテンツの関連性を判定することが
可能である。
【１２６７】
別の態様では、本書で開示する方法は、複数のモバイル通信設備使用履歴特徴を提示し
、及びスポンサードコンテンツアイテムをモバイル通信設備上に提示させるための入札を
受信し、該入札が、金額と前記複数の使用履歴特徴から選択された少なくとも１つの使用
履歴特徴とを含む、という各ステップを含む。
【１２６８】
本方法は、少なくとも１つの他のモバイル加入者特徴をスポンサーへ提示するステップ
を含むことが可能である。該少なくとも１つの他のモバイル加入者特徴は、装置タイプを
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含むことが可能である。該少なくとも１つの他のモバイル加入者特徴は、地理的領域を含
むことが可能である。該少なくとも１つの他のモバイル加入者特徴は、履歴取引特徴を含
むことが可能である。該少なくとも１つの他のモバイル加入者特徴は、ユーザ特徴を含む
ことが可能である。本方法は、スポンサードコンテンツアイテムを、該コンテンツを受信
するための特定のモバイル通信設備と突き合わせするステップを含むことが可能である。
本方法は、スポンサーへ時間を提示するステップを含むことが可能であり、該時間は前記
突き合わせプロセスで使用することが可能である。本方法は、前記突き合わせステップが
関連性を判定するステップを含むことが可能である。該関連性は、スコアを決定すること
が可能である。本方法は、モバイル通信設備に対するスポンサードコンテンツアイテムの
関連性を判定するステップを含むことが可能である。本方法は、ウェブインタフェイスを
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介した提示を含むことが可能である。本方法は、クライアントプログラムを介した提示を
含むことが可能である。本方法は、APIを介した提示を含むことが可能である。スポンサ
ードコンテンツアイテムは、スポンサードリンクを含むことが可能である。スポンサード
コンテンツアイテムは、スポンサードコールを含むことが可能である。前記複数のモバイ
ル通信設備使用履歴特徴は、複数の使用履歴特徴からなる少なくとも１つの集合を含むこ
とが可能である。前記提示ステップは、該複数のモバイル通信設備使用履歴特徴を１つの
メニュー内の複数のメニューアイテムとして１つ又は２つ以上のスポンサーへ提示するこ
とを含むことが可能である。該複数のメニューアイテムは、該複数のメニューアイテムの
うちの１つに関連する入札金額を入力するための入力設備に関連づけることが可能である
。該複数のモバイル通信設備使用履歴特徴は、１つ又は２つ以上のクリックスルー履歴、
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通話履歴、１つ又は２つ以上のページビュー、ターゲットとなるモバイル通信設備につい
てのロケーションの地理的履歴、時間的情報、閲覧した１つ又は２つ以上のウェブサイト
、検索履歴、１つ又は２つ以上の検索結果、クエリキーワード履歴、閲覧した１つ又は２
つ以上の製品、閲覧し購入した１つ又は２つ以上の製品、閲覧した製品の１つ又は２つ以
上の名称、閲覧した製品の番号、閲覧したが購入しなかった１つ又は２つ以上の製品、１
つ又は２つ以上の購入金額、１つ又は２つ以上の購入日、及び／又は購入に関する挙動情
報を含むことが可能である。該挙動情報は、製品の閲覧と製品の購入との間の経過時間を
含むことが可能である。複数のモバイル通信設備使用履歴特徴は、１つ又は２つ以上のス
トリーミングメディア履歴、１つ又は２つ以上の格納されたクッキー、１つ又は２つ以上
のRSSフィード、自動化されたE‑mail登録の１つ又は２つ以上のサマリ、及び／又は収集
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された用法を含むことが可能である。該収集された用法は、複数のサイト訪問の指示を含
むことが可能である。該収集された用法は、複数の電話の指示を含むことが可能である。
該収集された用法は、コンテンツとの複数の対話の指示を含むことが可能である。
【１２６９】
別の態様では、本書で開示する方法は、スポンサードコンテンツアイテムの配信のため
の入札を受信し、該入札が、少なくとも１つの使用履歴特徴に関する情報を含むことが可
能であり、該入札を、該少なくとも１つの使用履歴特徴に少なくとも部分的に基づいてモ
バイル通信設備と突き合わせし、該モバイル通信設備へ前記スポンサードコンテンツアイ
テムを送信する、という各ステップを含む。
【１２７０】

30

前記入札は、時間情報を含むことが可能である。前記突き合わせステップは、該時間及
び前記少なくとも１つの使用履歴特徴の解析を含むことが可能である。前記突き合わせス
テップは、少なくとも１つの他のモバイル加入者特徴の解析を含むことが可能である。該
少なくとも１つの他のモバイル加入者特徴は、モバイル通信設備タイプを含むことが可能
である。該少なくとも１つの他のモバイル加入者特徴は、地理的領域を含むことが可能で
ある。該少なくとも１つの他のモバイル加入者特徴は、取引履歴特徴を含むことが可能で
ある。該少なくとも１つの他のモバイル加入者特徴は、ユーザ特徴を含むことが可能であ
る。前記突き合わせステップは、関連性に基づくものとすることが可能である。前記突き
合わせステップは、関連性スコアに基づくものとすることが可能である。前記突き合わせ
ステップは、スポンサードコンテンツアイテムの解析に基づくものとすることが可能であ
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る。該スポンサードコンテンツアイテムは、スポンサードリンクを含むことが可能である
。該スポンサードコンテンツアイテムは、スポンサードコールを含むことが可能である。
前記少なくとも１つの使用履歴特徴は、複数の使用履歴特徴からなる１つの集合を含むこ
とが可能である。前記少なくとも１つの使用履歴特徴は、クリックスルー履歴を含むこと
が可能である。前記少なくとも１つの使用履歴特徴は、通話履歴を含むことが可能である
。前記少なくとも１つの使用履歴特徴は、１つ又は２つ以上のページビューを含むことが
可能である。前記少なくとも１つの使用履歴特徴は、ターゲットとなるモバイル通信設備
についてのロケーションの地理的履歴を含むことが可能である。前記少なくとも１つの使
用履歴特徴は、時間的情報を含むことが可能である。前記少なくとも１つの使用履歴特徴
は、閲覧した１つ又は２つ以上のウェブサイトを含むことが可能である。前記少なくとも
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１つの使用履歴特徴は、検索履歴を含むことが可能である。前記少なくとも１つの使用履
歴特徴は、１つ又は２つ以上の検索結果を含むことが可能である。前記少なくとも１つの
使用履歴特徴は、クエリキーワード履歴を含むことが可能である。前記少なくとも１つの
使用履歴特徴は、閲覧した１つ又は２つ以上の製品を含むことが可能である。前記少なく
とも１つの使用履歴特徴は、閲覧し購入した１つ又は２つ以上の製品を含むことが可能で
ある。前記少なくとも１つの使用履歴特徴は、閲覧した製品の１つ又は２つ以上の名称を
含むことが可能である。前記少なくとも１つの使用履歴特徴は、閲覧したが購入しなかっ
た１つ又は２つ以上の製品を含むことが可能である。前記少なくとも１つの使用履歴特徴
は、１つ又は２つ以上の購入金額を含むことが可能である。前記少なくとも１つの使用履
歴特徴は、１つ又は２つ以上の購入日を含むことが可能である。前記少なくとも１つの使
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用履歴特徴は、購入に関する挙動情報を含むことが可能である。該挙動情報は、製品の閲
覧と製品の購入との間の経過時間を含むことが可能である。前記少なくとも１つの使用履
歴特徴は、ストリーミングメディア履歴を含むことが可能である。前記少なくとも１つの
使用履歴特徴は、１つ又は２つ以上の格納されたクッキーを含むことが可能である。前記
少なくとも１つの使用履歴特徴は、１つ又は２つ以上のRSSフィードを含むことが可能で
ある。前記少なくとも１つの使用履歴特徴は、自動化されたE‑mail登録の１つ又は２つ以
上のサマリを含むことが可能である。前記少なくとも１つの使用履歴特徴は、収集された
用法を含むことが可能である。該収集された用法は、複数のサイト訪問の指示を含むこと
が可能である。該収集された用法は、複数の電話の指示を含むことが可能である。該収集
された用法は、コンテンツとの複数の対話の指示を含むことが可能である。
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【１２７１】
別の態様では、本書で開示する方法は、スポンサードコンテンツアイテムをモバイル通
信設備へ配信し、ここで、該モバイル通信設備が所与の使用履歴特徴に関連し、前記スポ
ンサードコンテンツアイテムが該使用履歴特徴に少なくとも部分的に基づいて選択された
ものである、という各ステップを含む。
【１２７２】
前記スポンサードコンテンツアイテムは更に、少なくとも１つのモバイル加入者特徴に
基づいて選択することが可能である。該モバイル加入者特徴は、装置タイプとすることが
可能である。該モバイル加入者特徴は、地理的領域とすることが可能である。該モバイル
加入者特徴は、履歴取引特徴とすることが可能である。該モバイル加入者特徴は、ユーザ
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特徴とすることが可能である。本方法は、前記スポンサードコンテンツアイテムを前記モ
バイル通信設備と突き合わせするステップを含むことが可能である。該突き合わせプロセ
スで時間を使用することが可能である。該突き合わせは、関連性の判定を含むことが可能
である。該関連性は、スコアを決定することが可能である。該突き合わせステップは、モ
バイル通信設備に対するスポンサードコンテンツの関連性の判定を含むことが可能である
。
【１２７３】
別の態様では、本書で開示するコンピュータプログラム製品は、コンピュータ読出可能
媒体上で実施されたコンピュータ実行可能コードを含み、１つ又は２つ以上のコンピュー
ティング装置上で実行された際に、複数のモバイル通信設備使用履歴特徴を提示し、スポ

40

ンサードコンテンツアイテムをモバイル通信設備上に提示させるための入札を受信し、該
入札が、金額と前記複数の使用履歴特徴から選択された少なくとも１つの使用履歴特徴と
を含む、という各ステップを実行する。
【１２７４】
該コンピュータプログラム製品は、１つ又は２つ以上のコンピューティング装置上で実
行された際に、少なくとも１つの他のモバイル加入者特徴をスポンサーへ提示するステッ
プを更に実行することが可能である。該少なくとも１つの他のモバイル加入者特徴は、装
置タイプを含むことが可能である。該少なくとも１つの他のモバイル加入者特徴は、地理
的領域を含むことが可能である。該少なくとも１つの他のモバイル加入者特徴は、履歴取
引特徴を含むことが可能である。該少なくとも１つの他のモバイル加入者特徴は、ユーザ
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特徴を含むことが可能である。該コードは、１つ又は２つ以上のコンピューティング装置
上で実行された際に、スポンサードコンテンツアイテムを該コンテンツを受信するための
特定のモバイル通信設備と突き合わせするステップを実行することが可能である。該コー
ドは、１つ又は２つ以上のコンピューティング装置上で実行された際に、スポンサーへ時
間を提示するステップを更に実行することが可能であり、該時間は前記突き合わせプロセ
スで使用することが可能である。該突き合わせステップは、関連性の判定を含むことが可
能である。該関連性は、スコアを決定することが可能である。該突き合わせステップは、
前記モバイル通信設備に対するスポンサードコンテンツアイテムの関連性の判定を含むこ
とが可能である。前記提示ステップは、ウェブインタフェイスを介した提示を含むことが
可能である。該提示ステップは、クライアントプログラムを介した提示を含むことが可能
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である。該提示ステップは、APIを介した提示を含むことが可能である。前記スポンサー
ドコンテンツアイテムは、スポンサードリンクを含むことが可能である。前記スポンサー
ドコンテンツアイテムは、スポンサードコールを含むことが可能である。前記複数のモバ
イル通信設備使用履歴特徴は、複数の使用履歴特徴からなる少なくとも１つの集合を含む
ことが可能である。前記提示ステップは、該複数のモバイル通信設備使用履歴特徴を１つ
のメニュー内の複数のメニューアイテムとして１つ又は２つ以上のスポンサーへ提示する
ことを含むことが可能である。該複数のメニューアイテムの各々は、該複数のメニューア
イテムのうちの１つに関連する入札金額を入力するための入力設備に関連づけることが可
能である。
【１２７５】

20

該複数のモバイル通信設備使用履歴特徴は、１つ又は２つ以上のクリックスルー履歴、
通話履歴、１つ又は２つ以上のページビュー、ターゲットとなるモバイル通信設備につい
てのロケーションの地理的履歴、時間的情報、閲覧した１つ又は２つ以上のウェブサイト
、検索履歴、１つ又は２つ以上の検索結果、クエリキーワード履歴、閲覧した１つ又は２
つ以上の製品、閲覧し購入した１つ又は２つ以上の製品、閲覧した製品の１つ又は２つ以
上の名称、閲覧した製品の番号、閲覧したが購入しなかった１つ又は２つ以上の製品、１
つ又は２つ以上の購入金額、１つ又は２つ以上の購入日、及び／又は購入に関する挙動情
報を含むことが可能である。該挙動情報は、製品の閲覧と製品の購入との間の経過時間を
含むことが可能である。前記複数のモバイル通信設備使用履歴特徴は、１つ又は２つ以上
のストリーミングメディア履歴、１つ又は２つ以上の格納されたクッキー、１つ又は２つ
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以上のRSSフィード、自動化されたE‑mail登録の１つ又は２つ以上のサマリ、及び／又は
収集された用法を含むことが可能である。該収集された用法は、複数のサイト訪問の指示
を含むことが可能である。該収集された用法は、複数の電話の指示を含むことが可能であ
る。該収集された用法は、コンテンツとの複数の対話の指示を含むことが可能である。
【１２７６】
別の態様では、コンピュータプログラム製品は、コンピュータ読出可能媒体上で実施さ
れたコンピュータ実行可能コードを含み、１つ又は２つ以上のコンピューティング装置上
で実行された際に、スポンサードコンテンツアイテムの配信のための入札を受信し、該入
札が、少なくとも１つの使用履歴特徴に関する情報を含むことが可能であり、該入札を、
該少なくとも１つの使用履歴特徴に少なくとも部分的に基づいてモバイル通信設備と突き
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合わせし、該モバイル通信設備へ前記スポンサードコンテンツアイテムを送信する、とい
う各ステップを実行する。
【１２７７】
前記入札は、時間情報を含むことが可能である。前記突き合わせステップは、該時間及
び前記少なくとも１つの使用履歴特徴の解析を含むことが可能である。前記突き合わせス
テップは、少なくとも１つの他のモバイル加入者特徴の解析を含むことが可能である。該
少なくとも１つの他のモバイル加入者特徴は、モバイル通信設備タイプを含むことが可能
である。該少なくとも１つの他のモバイル加入者特徴は、地理的領域を含むことが可能で
ある。該少なくとも１つの他のモバイル加入者特徴は、取引履歴特徴を含むことが可能で
ある。該少なくとも１つの他のモバイル加入者特徴は、ユーザ特徴を含むことが可能であ
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る。前記突き合わせステップは、関連性に基づくものとすることが可能である。前記突き
合わせステップは、関連性スコアに基づくものとすることが可能である。前記突き合わせ
ステップは、スポンサードコンテンツアイテムの解析に基づくものとすることが可能であ
る。該スポンサードコンテンツアイテムは、スポンサードリンクを含むことが可能である
。該スポンサードコンテンツアイテムは、スポンサードコールを含むことが可能である。
前記少なくとも１つの使用履歴特徴は、複数の使用履歴特徴からなる１つの集合を含むこ
とが可能である。前記少なくとも１つの使用履歴特徴は、クリックスルー履歴を含むこと
が可能である。前記少なくとも１つの使用履歴特徴は、通話履歴を含むことが可能である
。前記少なくとも１つの使用履歴特徴は、１つ又は２つ以上のページビューを含むことが
可能である。前記少なくとも１つの使用履歴特徴は、ターゲットとなるモバイル通信設備

10

についてのロケーションの地理的履歴を含むことが可能である。前記少なくとも１つの使
用履歴特徴は、時間的情報を含むことが可能である。前記少なくとも１つの使用履歴特徴
は、閲覧した１つ又は２つ以上のウェブサイトを含むことが可能である。前記少なくとも
１つの使用履歴特徴は、検索履歴を含むことが可能である。前記少なくとも１つの使用履
歴特徴は、１つ又は２つ以上の検索結果を含むことが可能である。前記少なくとも１つの
使用履歴特徴は、クエリキーワード履歴を含むことが可能である。前記少なくとも１つの
使用履歴特徴は、閲覧した１つ又は２つ以上の製品を含むことが可能である。前記少なく
とも１つの使用履歴特徴は、閲覧し購入した１つ又は２つ以上の製品を含むことが可能で
ある。前記少なくとも１つの使用履歴特徴は、閲覧した製品の１つ又は２つ以上の名称を
含むことが可能である。前記少なくとも１つの使用履歴特徴は、閲覧したが購入しなかっ
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た１つ又は２つ以上の製品を含むことが可能である。前記少なくとも１つの使用履歴特徴
は、１つ又は２つ以上の購入金額を含むことが可能である。前記少なくとも１つの使用履
歴特徴は、１つ又は２つ以上の購入日を含むことが可能である。前記少なくとも１つの使
用履歴特徴は、購入に関する挙動情報を含むことが可能である。該挙動情報は、製品の閲
覧と製品の購入との間の経過時間を含むことが可能である。前記少なくとも１つの使用履
歴特徴は、ストリーミングメディア履歴を含むことが可能である。前記少なくとも１つの
使用履歴特徴は、１つ又は２つ以上の格納されたクッキーを含むことが可能である。前記
少なくとも１つの使用履歴特徴は、１つ又は２つ以上のRSSフィードを含むことが可能で
ある。前記少なくとも１つの使用履歴特徴は、自動化されたE‑mail登録の１つ又は２つ以
上のサマリを含むことが可能である。前記少なくとも１つの使用履歴特徴は、収集された
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用法を含むことが可能である。該収集された用法は、複数のサイト訪問の指示を含むこと
が可能である。該収集された用法は、複数の電話の指示を含むことが可能である。該収集
された用法は、コンテンツとの複数の対話の指示を含むことが可能である。
【１２７８】
別の態様では、本書で説明するコンピュータプログラム製品は、コンピュータ読出可能
媒体上で実施されたコンピュータ実行可能コードを含み、１つ又は２つ以上のコンピュー
ティング装置上で実行された際に、スポンサードコンテンツアイテムをモバイル通信設備
へ配信し、ここで、該モバイル通信設備が所与の使用履歴特徴に関連し、前記スポンサー
ドコンテンツアイテムが該使用履歴特徴に少なくとも部分的に基づいて選択されたもので
ある、という各ステップを実行する。

40

【１２７９】
前記スポンサードコンテンツアイテムは更に、少なくとも１つのモバイル加入者特徴に
基づいて選択することが可能である。該モバイル加入者特徴は、装置タイプとすることが
可能である。該モバイル加入者特徴は、地理的領域とすることが可能である。該モバイル
加入者特徴は、履歴取引特徴とすることが可能である。該モバイル加入者特徴は、ユーザ
特徴とすることが可能である。前記コードは、１つ又は２つ以上のコンピューティング装
置上で実行された際に、前記スポンサードコンテンツアイテムを前記モバイル通信設備と
突き合わせするステップを更に実行することが可能である。該突き合わせプロセスで時間
を使用することが可能である。該突き合わせステップは、関連性の判定を含むことが可能
である。該関連性はスコアを決定する。該突き合わせステップは、モバイル通信設備に対
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するスポンサードコンテンツの関連性の判定を含むことが可能である。
【１２８０】
別の態様では、本書で開示するシステムは、複数のモバイル通信設備使用履歴特徴を提
示する提示手段と、スポンサードコンテンツアイテムをモバイル通信設備上に提示させる
ための入札を受信する受信手段であって、該入札が、金額と前記複数の使用履歴特徴から
選択された少なくとも１つの使用履歴特徴とを含む、受信手段とを含む。
【１２８１】
前記提示手段は、少なくとも１つの他のモバイル加入者特徴をスポンサーへ提示する手
段を含むことが可能である。該少なくとも１つの他のモバイル加入者特徴は、装置タイプ
を含むことが可能である。該少なくとも１つの他のモバイル加入者特徴は、地理的領域を

10

含むことが可能である。該少なくとも１つの他のモバイル加入者特徴は、履歴取引特徴を
含むことが可能である。該少なくとも１つの他のモバイル加入者特徴は、ユーザ特徴を含
むことが可能である。本システムは、スポンサードコンテンツアイテムを、該コンテンツ
を受信するための特定のモバイル通信設備と突き合わせする突き合わせ手段を含むことが
可能である。該提示手段は、スポンサーへ時間を提示するステップを含むことが可能であ
り、該時間は前記突き合わせプロセスで使用することが可能である。該突き合わせ手段は
、関連性を判定することが可能である。該関連性は、スコアを決定することが可能である
。該突き合わせ手段は、モバイル通信設備に対するスポンサードコンテンツアイテムの関
連性を判定することが可能である。前記提示手段は、ウェブインタフェイスを含むことが
可能である。該提示手段は、クライアントプログラムを含むことが可能である。該提示手
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段は、APIを含むことが可能である。スポンサードコンテンツアイテムは、スポンサード
リンクを含むことが可能である。スポンサードコンテンツアイテムは、スポンサードコー
ルを含むことが可能である。前記複数のモバイル通信設備使用履歴特徴は、複数の使用履
歴特徴からなる少なくとも１つの集合を含むことが可能である。前記提示手段は、該複数
のモバイル通信設備使用履歴特徴を１つのメニュー内の複数のメニューアイテムとして１
つ又は２つ以上のスポンサーへ提示する手段を含むことが可能である。該複数のメニュー
アイテムの各々は、該複数のメニューアイテムのうちの１つに関連する入札金額を入力す
るための入力設備に関連づけることが可能である。
【１２８２】
前記複数のモバイル通信設備使用履歴特徴は、１つ又は２つ以上のクリックスルー履歴
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、通話履歴、１つ又は２つ以上のページビュー、ターゲットとなるモバイル通信設備につ
いてのロケーションの地理的履歴、時間的情報、閲覧した１つ又は２つ以上のウェブサイ
ト、検索履歴、１つ又は２つ以上の検索結果、クエリキーワード履歴、閲覧した１つ又は
２つ以上の製品、閲覧し購入した１つ又は２つ以上の製品、閲覧した製品の１つ又は２つ
以上の名称、閲覧した製品の番号、閲覧したが購入しなかった１つ又は２つ以上の製品、
１つ又は２つ以上の購入金額、１つ又は２つ以上の購入日、及び／又は購入に関する挙動
情報を含むことが可能である。該挙動情報は、製品の閲覧と製品の購入との間の経過時間
を含むことが可能である。前記複数のモバイル通信設備使用履歴特徴は、１つ又は２つ以
上のストリーミングメディア履歴、１つ又は２つ以上の格納されたクッキー、１つ又は２
つ以上のRSSフィード、自動化されたE‑mail登録の１つ又は２つ以上のサマリ、及び／又
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は収集された用法を含むことが可能である。該収集された用法は、複数のサイト訪問の指
示を含むことが可能である。該収集された用法は、複数の電話の指示を含むことが可能で
ある。該収集された用法は、コンテンツとの複数の対話の指示を含むことが可能である。
【１２８３】
別の態様では、本書で開示するシステムは、スポンサードコンテンツアイテムの配信の
ための入札を受信する受信手段であって、該入札が、少なくとも１つの使用履歴特徴に関
する情報を含むことが可能である、受信手段と、該入札を、該少なくとも１つの使用履歴
特徴に少なくとも部分的に基づいてモバイル通信設備と突き合わせする突き合わせ手段と
、該モバイル通信設備へ前記スポンサードコンテンツアイテムを送信する送信手段とを含
むことが可能である。
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【１２８４】
前記入札は、時間情報を含むことが可能である。前記突き合わせ手段は、該時間及び前
記少なくとも１つの使用履歴特徴を解析する手段を含むことが可能である。前記突き合わ
せ手段は、少なくとも１つの他のモバイル加入者特徴を解析する手段を含むことが可能で
ある。該少なくとも１つの他のモバイル加入者特徴は、モバイル通信設備タイプを含むこ
とが可能である。該少なくとも１つの他のモバイル加入者特徴は、地理的領域を含むこと
が可能である。該少なくとも１つの他のモバイル加入者特徴は、取引履歴特徴を含むこと
が可能である。該少なくとも１つの他のモバイル加入者特徴は、ユーザ特徴を含むことが
可能である。前記突き合わせ手段は、関連性を使用することが可能である。前記突き合わ
せ手段は、関連性スコアを使用することが可能である。前記突き合わせ手段は、スポンサ

10

ードコンテンツアイテムの解析を使用することが可能である。該スポンサードコンテンツ
アイテムは、スポンサードリンクを含むことが可能である。該スポンサードコンテンツア
イテムは、スポンサードコールを含むことが可能である。前記少なくとも１つの使用履歴
特徴は、複数の使用履歴特徴からなる１つの集合を含むことが可能である。前記少なくと
も１つの使用履歴特徴は、クリックスルー履歴を含むことが可能である。前記少なくとも
１つの使用履歴特徴は、通話履歴を含むことが可能である。前記少なくとも１つの使用履
歴特徴は、１つ又は２つ以上のページビューを含むことが可能である。前記少なくとも１
つの使用履歴特徴は、ターゲットとなるモバイル通信設備についてのロケーションの地理
的履歴を含むことが可能である。前記少なくとも１つの使用履歴特徴は、時間的情報を含
むことが可能である。前記少なくとも１つの使用履歴特徴は、閲覧した１つ又は２つ以上
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のウェブサイトを含むことが可能である。前記少なくとも１つの使用履歴特徴は、検索履
歴を含むことが可能である。前記少なくとも１つの使用履歴特徴は、１つ又は２つ以上の
検索結果を含むことが可能である。前記少なくとも１つの使用履歴特徴は、クエリキーワ
ード履歴を含むことが可能である。前記少なくとも１つの使用履歴特徴は、閲覧した１つ
又は２つ以上の製品を含むことが可能である。前記少なくとも１つの使用履歴特徴は、閲
覧し購入した１つ又は２つ以上の製品を含むことが可能である。前記少なくとも１つの使
用履歴特徴は、閲覧した製品の１つ又は２つ以上の名称を含むことが可能である。前記少
なくとも１つの使用履歴特徴は、閲覧したが購入しなかった１つ又は２つ以上の製品を含
むことが可能である。前記少なくとも１つの使用履歴特徴は、１つ又は２つ以上の購入金
額を含むことが可能である。前記少なくとも１つの使用履歴特徴は、１つ又は２つ以上の
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購入日を含むことが可能である。前記少なくとも１つの使用履歴特徴は、購入に関する挙
動情報を含むことが可能である。該挙動情報は、製品の閲覧と製品の購入との間の経過時
間を含むことが可能である。前記少なくとも１つの使用履歴特徴は、ストリーミングメデ
ィア履歴を含むことが可能である。前記少なくとも１つの使用履歴特徴は、１つ又は２つ
以上の格納されたクッキーを含むことが可能である。前記少なくとも１つの使用履歴特徴
は、１つ又は２つ以上のRSSフィードを含むことが可能である。前記少なくとも１つの使
用履歴特徴は、自動化されたE‑mail登録の１つ又は２つ以上のサマリを含むことが可能で
ある。前記少なくとも１つの使用履歴特徴は、収集された用法を含むことが可能である。
該収集された用法は、複数のサイト訪問の指示を含むことが可能である。該収集された用
法は、複数の電話の指示を含むことが可能である。該収集された用法は、コンテンツとの
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複数の対話の指示を含むことが可能である。
【１２８５】
別の態様では、本書で開示するシステムは、スポンサードコンテンツアイテムをモバイ
ル通信設備へ配信する配信手段を含み、該モバイル通信設備が、所与の使用履歴特徴に関
連するものであり、前記スポンサードコンテンツアイテムが、該使用履歴特徴に少なくと
も部分的に基づいて選択されたものである。
【１２８６】
前記スポンサードコンテンツアイテムは更に、少なくとも１つのモバイル加入者特徴に
基づいて選択することが可能である。該モバイル加入者特徴は、装置タイプとすることが
可能である。該モバイル加入者特徴は、地理的領域とすることが可能である。該モバイル
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加入者特徴は、履歴取引特徴とすることが可能である。該モバイル加入者特徴は、ユーザ
特徴とすることが可能である。本システムは、前記スポンサードコンテンツアイテムを前
記モバイル通信設備と突き合わせする突き合わせ手段を含むことが可能である。該突き合
わせ手段により時間を使用することが可能である。該突き合わせ手段は、関連性を判定す
る手段を含むことが可能である。該関連性は、スコアを決定することが可能である。該突
き合わせ手段は、モバイル通信設備に対するスポンサードコンテンツの関連性を判定する
手段を含むことが可能である。
【１２８７】
別の態様では、本書で開示するシステムは、複数のモバイル通信設備使用履歴特徴を提
示する表示装置と、スポンサードコンテンツアイテムをモバイル通信設備上に提示させる
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ための入札を受信するユーザ入力装置とを含み、該入札が、金額と前記複数の使用履歴特
徴から選択された少なくとも１つの使用履歴特徴とを含む。
【１２８８】
前記表示装置は、少なくとも１つの他のモバイル加入者特徴をスポンサーへ提示するこ
とが可能である。該少なくとも１つの他のモバイル加入者特徴は、装置タイプを含むこと
が可能である。該少なくとも１つの他のモバイル加入者特徴は、地理的領域を含むことが
可能である。該少なくとも１つの他のモバイル加入者特徴は、履歴取引特徴を含むことが
可能である。該少なくとも１つの他のモバイル加入者特徴は、ユーザ特徴を含むことが可
能である。本システムは、スポンサードコンテンツアイテムを該コンテンツを受信するた
めの特定のモバイル通信設備と突き合わせする突き合わせ設備を含むことが可能である。
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前記表示装置は、スポンサーへ時間を提示することが可能であり、該時間は前記突き合わ
せ設備により使用することが可能である。該突き合わせ設備は、関連性を判定することが
可能である。該関連性は、スコアを決定することが可能である。該突き合わせ設備は、モ
バイル通信設備に対するスポンサードコンテンツアイテムの関連性を判定することが可能
である。前記表示装置及びユーザ入力装置は、ウェブインタフェイスを介して動作するこ
とが可能である。該表示装置及びユーザ入力装置は、クライアントプログラムを介して動
作することが可能である。該表示装置及びユーザ入力装置は、APIを介して動作すること
が可能である。前記スポンサードコンテンツアイテムは、スポンサードリンクを含むこと
が可能である。前記スポンサードコンテンツアイテムは、スポンサードコールを含むこと
が可能である。前記複数のモバイル通信設備使用履歴特徴は、複数の使用履歴特徴からな
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る少なくとも１つの集合を含むことが可能である。１つ又は２つ以上のスポンサーに対す
る１つのメニュー内の複数のメニューアイテムとしての前記複数のモバイル通信設備使用
履歴特徴。該複数のメニューアイテムの各々は、該複数のメニューアイテムのうちの１つ
に関連する入札金額を入力するための入力設備に関連づけることが可能である。前記複数
のモバイル通信設備使用履歴特徴は、クリックスルー履歴を含むことが可能である。前記
複数のモバイル通信設備使用履歴特徴は、通話履歴を含むことが可能である。前記複数の
モバイル通信設備使用履歴特徴は、１つ又は２つ以上のページビューを含むことが可能で
ある。前記複数のモバイル通信設備使用履歴特徴は、ターゲットとなるモバイル通信設備
についてのロケーションの地理的履歴を含むことが可能である。前記複数のモバイル通信
設備使用履歴特徴は、時間的情報を含むことが可能である。前記複数のモバイル通信設備
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使用履歴特徴は、閲覧した１つ又は２つ以上のウェブサイトを含むことが可能である。前
記複数のモバイル通信設備使用履歴特徴は、検索履歴を含むことが可能である。前記複数
のモバイル通信設備使用履歴特徴は、１つ又は２つ以上の検索結果を含むことが可能であ
る。前記複数のモバイル通信設備使用履歴特徴は、クエリキーワード履歴を含むことが可
能である。前記複数のモバイル通信設備使用履歴特徴は、閲覧した１つ又は２つ以上の製
品を含むことが可能である。前記複数のモバイル通信設備使用履歴特徴は、閲覧し購入し
た１つ又は２つ以上の製品を含むことが可能である。前記複数のモバイル通信設備使用履
歴特徴は、閲覧した製品の１つ又は２つ以上の名称を含むことが可能である。前記複数の
モバイル通信設備使用履歴特徴は、閲覧した製品の番号を含むことが可能である。前記複
数のモバイル通信設備使用履歴特徴は、閲覧したが購入しなかった１つ又は２つ以上の製
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品を含むことが可能である。前記複数のモバイル通信設備使用履歴特徴は、１つ又は２つ
以上の購入金額を含むことが可能である。前記複数のモバイル通信設備使用履歴特徴は、
１つ又は２つ以上の購入日を含むことが可能である。前記複数のモバイル通信設備使用履
歴特徴は、購入に関する挙動情報を含むことが可能である。該挙動情報は、製品の閲覧と
製品の購入との間の経過時間を含むことが可能である。前記複数のモバイル通信設備使用
履歴特徴は、ストリーミングメディア履歴を含むことが可能である。前記複数のモバイル
通信設備使用履歴特徴は、１つ又は２つ以上の格納されたクッキーを含むことが可能であ
る。前記複数のモバイル通信設備使用履歴特徴は、１つ又は２つ以上のRSSフィードを含
むことが可能である。前記複数のモバイル通信設備使用履歴特徴は、自動化されたE‑mail
登録の１つ又は２つ以上のサマリを含むことが可能である。前記複数のモバイル通信設備

10

使用履歴特徴のうちの少なくとも１つは、収集された用法を含むことが可能である。該収
集された用法は、複数のサイト訪問の指示を含むことが可能である。該収集された用法は
、複数の電話の指示を含むことが可能である。該収集された用法は、コンテンツとの複数
の対話の指示を含むことが可能である。
【１２８９】
別の態様では、本書で開示するシステムは、スポンサードコンテンツアイテムの配信の
ための入札を受信する入札設備であって、該入札が、少なくとも１つの使用履歴特徴に関
する情報を含むことが可能である、入札設備と、該入札を、該少なくとも１つの使用履歴
特徴に少なくとも部分的に基づいてモバイル通信設備と突き合わせする突き合わせ設備と
、該モバイル通信設備へ前記スポンサードコンテンツアイテムを送信する送信設備とを含

20

む。
【１２９０】
前記入札は、時間情報を含むことが可能である。前記突き合わせ設備は、該時間及び前
記少なくとも１つの使用履歴特徴を解析することが可能である。前記突き合わせ設備は、
少なくとも１つの他のモバイル加入者特徴を解析することが可能である。該少なくとも１
つの他のモバイル加入者特徴は、モバイル通信設備タイプを含むことが可能である。該少
なくとも１つの他のモバイル加入者特徴は、地理的領域を含むことが可能である。該少な
くとも１つの他のモバイル加入者特徴は、取引履歴特徴を含むことが可能である。該少な
くとも１つの他のモバイル加入者特徴は、ユーザ特徴を含むことが可能である。前記突き
合わせ設備は、関連性に基づいて突き合わせを行うことが可能である。前記突き合わせ設
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備は、関連性スコアを使用することが可能である。前記突き合わせ設備は、スポンサード
コンテンツアイテムの解析に基づいて突き合わせを行うことが可能である。
【１２９１】
該スポンサードコンテンツアイテムは、スポンサードリンクを含むことが可能である。
該スポンサードコンテンツアイテムは、スポンサードコールを含むことが可能である。前
記少なくとも１つの使用履歴特徴は、複数の使用履歴特徴からなる１つの集合を含むこと
が可能である。前記少なくとも１つの使用履歴特徴は、クリックスルー履歴を含むことが
可能である。前記少なくとも１つの使用履歴特徴は、通話履歴を含むことが可能である。
前記少なくとも１つの使用履歴特徴は、１つ又は２つ以上のページビューを含むことが可
能である。前記少なくとも１つの使用履歴特徴は、ターゲットとなるモバイル通信設備に
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ついてのロケーションの地理的履歴を含むことが可能である。前記少なくとも１つの使用
履歴特徴は、時間的情報を含むことが可能である。前記少なくとも１つの使用履歴特徴は
、閲覧した１つ又は２つ以上のウェブサイトを含むことが可能である。前記少なくとも１
つの使用履歴特徴は、検索履歴を含むことが可能である。前記少なくとも１つの使用履歴
特徴は、１つ又は２つ以上の検索結果を含むことが可能である。前記少なくとも１つの使
用履歴特徴は、クエリキーワード履歴を含むことが可能である。前記少なくとも１つの使
用履歴特徴は、閲覧した１つ又は２つ以上の製品を含むことが可能である。前記少なくと
も１つの使用履歴特徴は、閲覧し購入した１つ又は２つ以上の製品を含むことが可能であ
る。前記少なくとも１つの使用履歴特徴は、閲覧した製品の１つ又は２つ以上の名称を含
むことが可能である。前記少なくとも１つの使用履歴特徴は、閲覧したが購入しなかった
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１つ又は２つ以上の製品を含むことが可能である。前記少なくとも１つの使用履歴特徴は
、１つ又は２つ以上の購入金額を含むことが可能である。前記少なくとも１つの使用履歴
特徴は、１つ又は２つ以上の購入日を含むことが可能である。前記少なくとも１つの使用
履歴特徴は、購入に関する挙動情報を含むことが可能である。該挙動情報は、製品の閲覧
と製品の購入との間の経過時間を含むことが可能である。前記少なくとも１つの使用履歴
特徴は、ストリーミングメディア履歴を含むことが可能である。前記少なくとも１つの使
用履歴特徴は、１つ又は２つ以上の格納されたクッキーを含むことが可能である。前記少
なくとも１つの使用履歴特徴は、１つ又は２つ以上のRSSフィードを含むことが可能であ
る。前記少なくとも１つの使用履歴特徴は、自動化されたE‑mail登録の１つ又は２つ以上
のサマリを含むことが可能である。前記少なくとも１つの使用履歴特徴は、収集された用

10

法を含むことが可能である。該収集された用法は、複数のサイト訪問の指示を含むことが
可能である。該収集された用法は、複数の電話の指示を含むことが可能である。該収集さ
れた用法は、コンテンツとの複数の対話の指示を含むことが可能である。
【１２９２】
別の態様では、本書で開示するシステムは、スポンサードコンテンツアイテムをモバイ
ル通信設備へ配信する通信設備を含み、該モバイル通信設備が、所与の使用履歴特徴に関
連し、前記スポンサードコンテンツアイテムが、該使用履歴特徴に少なくとも部分的に基
づいて選択されたものである。
【１２９３】
前記スポンサードコンテンツアイテムは更に、少なくとも１つのモバイル加入者特徴に
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基づいて選択することが可能である。該モバイル加入者特徴は、装置タイプとすることが
可能である。該モバイル加入者特徴は、地理的領域とすることが可能である。該モバイル
加入者特徴は、履歴取引特徴とすることが可能である。該モバイル加入者特徴は、ユーザ
特徴とすることが可能である。本システムは、前記スポンサードコンテンツアイテムを前
記モバイル通信設備と突き合わせする突き合わせ設備を含むことが可能である。該突き合
わせ設備により時間を使用することが可能である。該突き合わせ設備は、関連性を判定す
ることが可能である。該関連性は、スコアを決定することが可能である。該突き合わせ設
備は、モバイル通信設備に対するスポンサードコンテンツの関連性を判定することが可能
である。
【１２９４】
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一態様では、本書で開示する方法は、スポンサードコンテンツアイテムをモバイル通信
設備上に提示させるための入札を受信し、該入札が、金額と少なくとも１つのユーザ特徴
とを含み、ユーザに関連するモバイル通信設備識別番号に関連する情報を介して前記少な
くとも１つのユーザ特徴を該ユーザと突き合わせする、という各ステップを含む。該入札
は、時間を含むことも可能である。
【１２９５】
本方法は更に、前記突き合わせステップが、前記時間及び前記少なくとも１つのユーザ
特徴又はモバイル加入者特徴の解析を含むことが可能である。該モバイル加入者特徴は、
モバイル通信装置タイプとすることが可能である。該モバイル加入者特徴は、履歴特徴と
することが可能である。該モバイル加入者特徴は、取引履歴特徴とすることが可能である
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。該モバイル加入者特徴は、ユーザ特徴とすることが可能である。該ユーザ特徴は、年齢
、性別、人種、宗教、市外局番、郵便番号、自宅住所、勤務先住所、請求書送付先住所、
信用情報、家族情報、所得範囲、生年月日範囲、出生地、使用者、肩書き、就労日数、又
は所属とすることが可能である。該ユーザ特徴は、複数のユーザ特徴からなる１つの集合
を含むことが可能であり、又は一定範囲の値を含むことが可能である。該ユーザ特徴の値
の範囲は、ユーザ層の範囲とすることが可能である。ユーザ特徴の値の範囲は、挙動の範
囲、又は年齢の範囲とすることが可能である。
【１２９６】
本方法は更に、関連性、関連性スコア、又はスポンサードコンテンツアイテムの解析に
基づいてコンテンツの突き合わせを行うステップを含むことが可能である。該スポンサー
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ドコンテンツアイテムは、スポンサードリンク、又はスポンサードコールを含むことが可
能である。
【１２９７】
別の態様では、本書で開示する方法は、スポンサードコンテンツアイテムの入札に関連
して複数のユーザ特徴をスポンサーへ提示し、及び該複数のユーザ特徴の中からの少なく
とも１つのユーザ特徴の選択を該スポンサーから受信する、という各ステップを含む。該
ユーザ特徴は、年齢、性別、人種、宗教、市外局番、郵便番号、自宅住所、勤務先住所、
請求書送付先住所、信用情報、家族情報、所得範囲、生年月日範囲、出生地、使用者、肩
書き、就労日数、又は所属とすることが可能である。該ユーザ特徴は、複数のユーザ特徴
からなる１つの集合を含むことが可能であり、又は一定範囲の値を含むことが可能である
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。該ユーザ特徴の値の範囲は、ユーザ層の範囲とすることが可能である。ユーザ特徴の値
の範囲は、挙動の範囲、又は年齢の範囲とすることが可能である。
【１２９８】
本方法は更に、スポンサードコンテンツアイテムを、前記選択に関連する１つ又は２つ
以上のモバイル通信設備へ分配するステップを含むことが可能である。該方法は更に、少
なくとも１つの他のモバイル加入者特徴をスポンサーへ提示するステップを含むことが可
能である。該モバイル加入者特徴は、装置タイプ、地理的領域、履歴取引特徴、又は取引
履歴特徴とすることが可能である。
【１２９９】
本方法は更に、スポンサードコンテンツアイテムを該スポンサードコンテンツアイテム
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を受信するためのモバイル通信設備と突き合わせするステップを含むことが可能である。
該スポンサードコンテンツは、スポンサードリンク又はスポンサードコールを含むことが
可能である。本方法は更に、スポンサーへ時間を提示するステップを含むことが可能であ
り、該時間は突き合わせステップで使用される。本方法は更に、関連性を判定するために
突き合わせを行うステップを含むことが可能である。関連性は、スコアを決定することが
可能である。本方法は更に、モバイル通信設備に対するスポンサードコンテンツアイテム
の関連性を判定することにより突き合わせを行うステップを含むことが可能である。本方
法は更に、ウェブインタフェイス、クライアントプログラム、又はAPIを介した提示ステ
ップを含むことが可能である。
【１３００】

30

一態様では、本書で開示する方法は、スポンサードコンテンツアイテムをモバイル通信
設備へ配信し、ここで、該モバイル通信設備が所与のユーザ特徴に関連し、前記スポンサ
ードコンテンツアイテムが該ユーザ特徴に少なくとも部分的に基づいて選択されたもので
ある、という各ステップを実行する。前記スポンサードコンテンツアイテムは、少なくと
も１つのモバイル加入者特徴に基づいて選択することが可能である。該モバイル加入者特
徴は、装置タイプ、地理的領域、履歴取引特徴、又は取引履歴特徴とすることが可能であ
る。本方法は更に、スポンサーへ時間を提示するステップを含むことが可能であり、該時
間は突き合わせステップで使用される。本方法は更に、関連性を判定するために突き合わ
せを行うステップを含むことが可能である。関連性はスコアを決定することが可能である
。本方法は更に、モバイル通信設備に対するスポンサードコンテンツアイテムの関連性を
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判定することにより突き合わせを行うステップを含むことが可能である。
【１３０１】
一態様では、本書で開示するシステムは、スポンサードコンテンツアイテムをモバイル
通信設備上に提示させるための入札を受信する受信設備であって、該入札が、金額と少な
くとも１つのユーザ特徴とを含む、受信設備と、ユーザに関連するモバイル通信設備識別
番号に関連する情報を介して前記少なくとも１つのユーザ特徴を該ユーザと突き合わせす
る突き合わせ設備とを含む。該入札は時間を含むことも可能である。
【１３０２】
本システムは更に、前記突き合わせ設備が、前記時間及び前記少なくとも１つのユーザ
特徴又はモバイル加入者特徴の突き合わせ及び解析を行うことが可能である。該モバイル
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加入者特徴は、モバイル通信装置タイプとすることが可能である。該モバイル加入者特徴
は、履歴特徴とすることが可能である。該モバイル加入者特徴は、取引履歴特徴とするこ
とが可能である。該モバイル加入者特徴は、ユーザ特徴とすることが可能である。該ユー
ザ特徴は、年齢、性別、人種、宗教、市外局番、郵便番号、自宅住所、勤務先住所、請求
書送付先住所、信用情報、家族情報、所得範囲、生年月日範囲、出生地、使用者、肩書き
、就労日数、又は所属とすることが可能である。該ユーザ特徴は、複数のユーザ特徴から
なる１つの集合を含むことが可能であり、又は一定範囲の値を含むことが可能である。該
ユーザ特徴の値の範囲は、ユーザ層の範囲とすることが可能である。ユーザ特徴の値の範
囲は、挙動の範囲、又は年齢の範囲とすることが可能である。
【１３０３】
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本システムは更に、関連性、関連性スコア、又はスポンサードコンテンツアイテムの解
析に基づいてコンテンツの突き合わせを行う突き合わせ設備を含むことが可能である。該
スポンサードコンテンツアイテムは、スポンサードリンク又はスポンサードコールを含む
ことが可能である。
【１３０４】
別の態様では、本書で開示するシステムは、スポンサードコンテンツアイテムの入札に
関連して複数のユーザ特徴をスポンサーへ提示する提示設備と、該複数のユーザ特徴の中
からの少なくとも１つのユーザ特徴の選択を該スポンサーから受信する受信設備とを含む
。該ユーザ特徴は、年齢、性別、人種、宗教、市外局番、郵便番号、自宅住所、勤務先住
所、請求書送付先住所、信用情報、家族情報、所得範囲、生年月日範囲、出生地、使用者
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、肩書き、就労日数、又は所属とすることが可能である。該ユーザ特徴は、複数のユーザ
特徴からなる１つの集合を含むことが可能であり、又は一定範囲の値を含むことが可能で
ある。該ユーザ特徴の値の範囲は、ユーザ層の範囲とすることが可能である。ユーザ特徴
の値の範囲は、挙動の範囲、又は年齢の範囲とすることが可能である。
【１３０５】
本システムは更に、スポンサードコンテンツアイテムを、前記選択に関連する１つ又は
２つ以上のモバイル通信設備へ分配する分配設備を含むことが可能である。本システムは
更に、少なくとも１つの他のモバイル加入者特徴をスポンサーへ提示する提示設備を含む
ことが可能である。該モバイル加入者特徴は、装置タイプ、地理的領域、履歴取引特徴、
又は取引履歴特徴とすることが可能である。
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【１３０６】
本システムは更に、スポンサードコンテンツアイテムを該スポンサードコンテンツアイ
テムを受信するためのモバイル通信設備と突き合わせする突き合わせ設備を含むことが可
能である。該スポンサードコンテンツは、スポンサードリンク又はスポンサードコールを
含むことが可能である。本システムは更に、スポンサーへ時間を提示する提示設備を含む
ことが可能であり、該時間は突き合わせで使用される。本システムは更に、関連性を判定
するための突き合わせ設備を含むことが可能である。関連性はスコアを決定することが可
能である。本システムは更に、モバイル通信設備に対するスポンサードコンテンツアイテ
ムの関連性を判定することにより突き合わせを行う突き合わせ設備を含むことが可能であ
る。本システムは更に、ウェブインタフェイス、クライアントプログラム、又はAPIを介
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した提示のための提示設備を含むことが可能である。
【１３０７】
別の態様では、本書で開示するシステムは、スポンサードコンテンツアイテムをモバイ
ル通信設備へ配信する配信設備を含み、該モバイル通信設備が、所与のユーザ特徴に関連
し、前記スポンサードコンテンツアイテムが、該ユーザ特徴に少なくとも部分的に基づい
て選択されたものである。前記スポンサードコンテンツアイテムは、少なくとも１つのモ
バイル加入者特徴に基づいて選択することが可能である。該モバイル加入者特徴は、装置
タイプ、地理的領域、履歴取引特徴、又は取引履歴特徴とすることが可能である。本シス
テムは更に、スポンサーへ時間を提示する提示設備を含むことが可能であり、該時間は突
き合わせで使用される。本システムは更に、関連性を判定するために突き合わせを行う突
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き合わせ設備を含むことが可能である。関連性はスコアを決定することが可能である。本
システムは更に、モバイル通信設備に対するスポンサードコンテンツアイテムの関連性を
判定することにより突き合わせを行う突き合わせ設備を含むことが可能である。
【１３０８】
一態様では、本書で開示するシステムは、スポンサードコンテンツアイテムをモバイル
通信設備上に提示させるための入札を受信する受信手段であって、該入札が、金額と少な
くとも１つのユーザ特徴とを含む、受信手段と、ユーザに関連するモバイル通信設備識別
番号に関連する情報を介して前記少なくとも１つのユーザ特徴を該ユーザと突き合わせす
る突き合わせ手段とを含む。該入札は時間を含むことも可能である。
【１３０９】

10

本システムは更に、突き合わせ手段が、前記時間及び前記少なくとも１つのユーザ特徴
又はモバイル加入者特徴の突き合わせ及び解析を行うことが可能である。該モバイル加入
者特徴は、モバイル通信装置タイプとすることが可能である。該モバイル加入者特徴は、
履歴特徴とすることが可能である。該モバイル加入者特徴は、取引履歴特徴とすることが
可能である。該モバイル加入者特徴は、ユーザ特徴とすることが可能である。該ユーザ特
徴は、年齢、性別、人種、宗教、市外局番、郵便番号、自宅住所、勤務先住所、請求書送
付先住所、信用情報、家族情報、所得範囲、生年月日範囲、出生地、使用者、肩書き、就
労日数、又は所属とすることが可能である。該ユーザ特徴は、複数のユーザ特徴からなる
１つの集合を含むことが可能であり、又は一定範囲の値を含むことが可能である。該ユー
ザ特徴の値の範囲は、ユーザ層の範囲とすることが可能である。ユーザ特徴の値の範囲は
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、挙動の範囲、又は年齢の範囲とすることが可能である。
【１３１０】
本システムは更に、関連性、関連性スコア、又はスポンサードコンテンツアイテムの解
析に基づいてコンテンツの突き合わせを行う突き合わせ手段を含むことが可能である。該
スポンサードコンテンツアイテムは、スポンサードリンク又はスポンサードコールを含む
ことが可能である。
【１３１１】
別の態様では、本書で開示するシステムは、スポンサードコンテンツアイテムの入札に
関連して複数のユーザ特徴をスポンサーへ提示する提示手段と、該複数のユーザ特徴の中
からの少なくとも１つのユーザ特徴の選択を該スポンサーから受信する受信手段とを含む
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。該ユーザ特徴は、年齢、性別、人種、宗教、市外局番、郵便番号、自宅住所、勤務先住
所、請求書送付先住所、信用情報、家族情報、所得範囲、生年月日範囲、出生地、使用者
、肩書き、就労日数、又は所属とすることが可能である。該ユーザ特徴は、複数のユーザ
特徴からなる１つの集合を含むことが可能であり、又は一定範囲の値を含むことが可能で
ある。該ユーザ特徴の値の範囲は、ユーザ層の範囲とすることが可能である。ユーザ特徴
の値の範囲は、挙動の範囲、又は年齢の範囲とすることが可能である。
【１３１２】
本システムは更に、スポンサードコンテンツアイテムを、前記選択に関連する１つ又は
２つ以上のモバイル通信設備へ分配する分配手段を含むことが可能である。本システムは
更に、少なくとも１つの他のモバイル加入者特徴をスポンサーへ提示する提示手段を含む
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ことが可能である。該モバイル加入者特徴は、装置タイプ、地理的領域、履歴取引特徴、
又は取引履歴特徴とすることが可能である。
【１３１３】
本システムは更に、スポンサードコンテンツアイテムを該スポンサードコンテンツアイ
テムを受信するためのモバイル通信設備と突き合わせする突き合わせ手段を含むことが可
能である。該スポンサードコンテンツは、スポンサードリンク又はスポンサードコールを
含むことが可能である。本システムは更に、スポンサーへ時間を提示する提示手段を含む
ことが可能であり、該時間は突き合わせで使用される。本システムは更に、関連性を判定
するための突き合わせ手段を含むことが可能である。関連性はスコアを決定することが可
能である。本システムは更に、モバイル通信設備に対するスポンサードコンテンツアイテ
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ムの関連性を判定することにより突き合わせを行う突き合わせ手段を含むことが可能であ
る。本システムは更に、ウェブインタフェイス、クライアントプログラム、又はAPIを介
した提示のための提示手段を含むことが可能である。
【１３１４】
別の態様では、本書で開示するシステムは、スポンサードコンテンツアイテムをモバイ
ル通信設備へ配信する配信手段を含み、該モバイル通信設備が、所与のユーザ特徴に関連
し、前記スポンサードコンテンツアイテムが、該ユーザ特徴に少なくとも部分的に基づい
て選択されたものである。前記スポンサードコンテンツアイテムは、少なくとも１つのモ
バイル加入者特徴に基づいて選択することが可能である。該モバイル加入者特徴は、装置
タイプ、地理的領域、履歴取引特徴、又は取引履歴特徴とすることが可能である。本シス

10

テムは更に、スポンサーへ時間を提示する提示手段を含むことが可能であり、該時間は突
き合わせで使用される。本システムは更に、関連性を判定するために突き合わせを行う突
き合わせ手段を含むことが可能である。関連性はスコアを決定することが可能である。本
システムは更に、モバイル通信設備に対するスポンサードコンテンツアイテムの関連性を
判定することにより突き合わせを行う突き合わせ手段を含むことが可能である。
【１３１５】
一態様では、本書で開示するシステムは、コンピュータ読出可能媒体上で実施されたコ
ンピュータ実行可能コードを含むコンピュータプログラム製品を含み、該コンピュータ実
行可能コードは、１つ又は２つ以上のコンピューティング装置上で実行された際に、スポ
ンサードコンテンツアイテムをモバイル通信設備上に提示させるための入札を受信し、該

20

入札が、金額と少なくとも１つのユーザ特徴とを含み、ユーザに関連するモバイル通信設
備識別番号に関連する情報を介して前記少なくとも１つのユーザ特徴を該ユーザと突き合
わせする、という各ステップを実行する。該入札は時間を含むことも可能である。
【１３１６】
該コンピュータプログラム製品は更に、前記突き合わせステップが、前記時間及び前記
少なくとも１つのユーザ特徴又はモバイル加入者特徴を解析するステップを含むことが可
能である。該モバイル加入者特徴は、モバイル通信装置タイプとすることが可能である。
該モバイル加入者特徴は、履歴特徴とすることが可能である。該モバイル加入者特徴は、
取引履歴特徴とすることが可能である。該モバイル加入者特徴は、ユーザ特徴とすること
が可能である。該ユーザ特徴は、年齢、性別、人種、宗教、市外局番、郵便番号、自宅住
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所、勤務先住所、請求書送付先住所、信用情報、家族情報、所得範囲、生年月日範囲、出
生地、使用者、肩書き、就労日数、又は所属とすることが可能である。該ユーザ特徴は、
複数のユーザ特徴からなる１つの集合を含むことが可能であり、又は一定範囲の値を含む
ことが可能である。該ユーザ特徴の値の範囲は、ユーザ層の範囲とすることが可能である
。ユーザ特徴の値の範囲は、挙動の範囲、又は年齢の範囲とすることが可能である。
【１３１７】
該コンピュータプログラム製品は更に、関連性、関連性スコア、又はスポンサードコン
テンツアイテムの解析に基づいてコンテンツの突き合わせを行うステップを含むことが可
能である。該スポンサードコンテンツアイテムは、スポンサードリンク、又はスポンサー
ドコールを含むことが可能である。
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【１３１８】
別の態様では、本書で開示するシステムは、コンピュータ読出可能媒体上で実施された
コンピュータ実行可能コードを含むコンピュータプログラム製品を含むことが可能であり
、該コンピュータ実行可能コードは、１つ又は２つ以上のコンピューティング装置上で実
行された際に、スポンサードコンテンツアイテムの入札に関連して複数のユーザ特徴をス
ポンサーへ提示し、及び該複数のユーザ特徴の中からの少なくとも１つのユーザ特徴の選
択を該スポンサーから受信する、という各ステップを実行する。該ユーザ特徴は、年齢、
性別、人種、宗教、市外局番、郵便番号、自宅住所、勤務先住所、請求書送付先住所、信
用情報、家族情報、所得範囲、生年月日範囲、出生地、使用者、肩書き、就労日数、又は
所属とすることが可能である。該ユーザ特徴は、複数のユーザ特徴からなる１つの集合を
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含むことが可能であり、又は一定範囲の値を含むことが可能である。該ユーザ特徴の値の
範囲は、ユーザ層の範囲とすることが可能である。ユーザ特徴の値の範囲は、挙動の範囲
、又は年齢の範囲とすることが可能である。
【１３１９】
該コンピュータプログラム製品は更に、スポンサードコンテンツアイテムを、前記選択
に関連する１つ又は２つ以上のモバイル通信設備へ分配するステップを含むことが可能で
ある。該コンピュータプログラム製品は更に、少なくとも１つの他のモバイル加入者特徴
をスポンサーへ提示するステップを含むことが可能である。該モバイル加入者特徴は、装
置タイプ、地理的領域、履歴取引特徴、又は取引履歴特徴とすることが可能である。
【１３２０】

10

該コンピュータプログラム製品は更に、スポンサードコンテンツアイテムを該スポンサ
ードコンテンツアイテムを受信するためのモバイル通信設備と突き合わせするステップを
含むことが可能である。該スポンサードコンテンツは、スポンサードリンク又はスポンサ
ードコールを含むことが可能である。該コンピュータプログラム製品は更に、スポンサー
へ時間を提示するステップを含むことが可能であり、該時間は突き合わせステップで使用
される。該コンピュータプログラム製品は更に、関連性を判定するために突き合わせを行
うステップを含むことが可能である。関連性は、スコアを決定することが可能である。該
コンピュータプログラム製品は更に、モバイル通信設備に対するスポンサードコンテンツ
アイテムの関連性を判定することにより突き合わせを行うステップを含むことが可能であ
る。該コンピュータプログラム製品は更に、ウェブインタフェイス、クライアントプログ
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ラム、又はAPIを介した提示ステップを含むことが可能である。
【１３２１】
別の態様では、本書で開示するシステムは、コンピュータ読出可能媒体上で実施された
コンピュータ実行可能コードを含むコンピュータプログラム製品を含み、該コンピュータ
実行可能コードは、１つ又は２つ以上のコンピューティング装置上で実行された際に、ス
ポンサードコンテンツアイテムをモバイル通信設備へ配信し、ここで、該モバイル通信設
備が所与のユーザ特徴に関連し、前記スポンサードコンテンツアイテムが該ユーザ特徴に
少なくとも部分的に基づいて選択されたものである、という各ステップを実行する。前記
スポンサードコンテンツアイテムは、少なくとも１つのモバイル加入者特徴に基づいて選
択することが可能である。該モバイル加入者特徴は、装置タイプ、地理的領域、履歴取引
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特徴、又は取引履歴特徴とすることが可能である。該コンピュータプログラム製品は更に
、スポンサーへ時間を提示するステップを含むことが可能であり、該時間は突き合わせス
テップで使用される。該コンピュータプログラム製品は更に、関連性を判定するために突
き合わせを行うステップを含むことが可能である。関連性はスコアを決定することが可能
である。該コンピュータプログラム製品は更に、モバイル通信設備に対するスポンサード
コンテンツアイテムの関連性を判定することにより突き合わせを行うステップを含むこと
が可能である。
【１３２２】
一態様では、本書で開示する方法及びシステムは、モバイル通信設備のクエリ設備から
のウェブページ要求の受信に少なくとも部分的に基づいてモバイル通信設備へ広告を提示
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し、該モバイル通信設備に関連する情報を受信し、及び該モバイル通信設備に関連する情
報に少なくとも部分的に基づいて少なくとも１つの広告をウェブページに関連づける、と
いう各ステップを含む。実施形態では、ウェブページ要求は、検索クエリ、URL要求、ア
ドレス要求、ウェブページ要求、ウェブサイト要求、ウェブコンテンツ要求、又は他のか
かるネットワーク対話の結果として生じるものとすることが可能である。モバイル通信設
備に関する情報は、どの広告／ウェブページ結果がユーザのモバイル通信設備へ成功裏に
提示することが可能であるかを判定するために使用することが可能である。この情報は、
次いで、ユーザのモバイル通信設備の表示装置でそれぞれ提示することが可能なウェブペ
ージと広告を対にするために使用することが可能である。
【１３２３】
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本方法及びシステムは更に、モバイル通信設備のユーザからの明示的クエリを受信する
ステップを含むことが可能である。コンテンツ要求は、モバイル通信設備のクエリ設備内
にテキストとしてモバイル通信設備のユーザにより入力された明示的クエリ要求により行
うことが可能である。コンテンツ要求は、モバイル通信設備のボイス認識クエリ設備にお
いてボイスコマンドとしてモバイル通信設備のユーザにより入力された明示的クエリ要求
により行うことが可能である。
【１３２４】
本方法及びシステムは更に、モバイル通信設備のユーザから暗黙的クエリを受信するス
テップを含むことが可能である。モバイル加入者特徴、キャリアビジネスルール、又はモ
バイル通信設備情報は、時刻、ロケーション、又はそれらと同様の状況と相まって、関連

10

する広告‑ウェブページの対の推薦をユーザに提案することが可能である。該推薦される
広告は、ウェブページと対にして、広告結果の表示前、その表示中、又はその表示後に、
提示することが可能である。コンテンツ要求は、モバイル加入者特徴に少なくとも部分的
に基づく暗黙的クエリ要求により行うことが可能である。コンテンツ要求は、ユーザのモ
バイル通信設備の特徴に少なくとも部分的に基づく暗黙的クエリ要求により行うことが可
能である。
【１３２５】
ユーザの以前の検索活動及び検索結果を使用して該ユーザのための暗黙的クエリ要求を
生成することも可能である。以前の検索活動は、取引、検索クエリ、ウェブサイトへの訪
問、及びモバイル通信設備上でユーザが開始したその他の活動を含むことが可能である。
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モバイル通信設備の地理的ロケーションは、ユーザの現在の地理的近傍における製品及び
サービスを含む（但しそれらには限定されない）暗黙的クエリを生成することが可能であ
る。現在時刻を他の情報とは無関係に又は他の情報と共に使用して暗黙的クエリを生成す
ることが可能である。意味のある推薦を生成するための同様のプロセスを他のサービス及
び製品に適用することが可能であり、かかるサービス及び製品には、輸送、食料、劇場、
スポーツ、エンターテイメント、映画、会社、職場、銀行、郵便局、郵送施設、ガソリン
、方向、ロケーション、場所の探索、ナビゲーション、タクシー、バス、列車、自動車、
空港、ベビーシッター、サービス提供者、商品提供者、ドラッグストア、ドライブスルー
、バー、クラブ、映画時刻、エンターテイメント時刻、ニュース、及びローカル情報等が
含まれる。
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【１３２６】
別の態様では、本書で開示する方法及びシステムは、モバイル加入者特徴に関する情報
に少なくとも部分的に基づいてモバイル通信設備へ広告を提示するステップを含むことが
可能である。この情報は、モバイル加入者特徴データベースに収容されているユーザの個
人的な人口統計学的な変数（例えば、年齢、性別、人種、宗教、市外局番、郵便番号、自
宅住所、勤務先住所、請求書送付先住所、信用情報、家族情報、所得範囲、生年月日範囲
、出生地、使用者、肩書き、就労日数、所属）を含むことが可能である。モバイル加入者
特徴は、個人用フィルタを含むことが可能である。モバイル加入者特徴は、協調フィルタ
と連携して使用することが可能である。モバイル加入者特徴は、ユーザ特徴の集合を含む
ことが可能であり、又は一定範囲の値を含むことが可能である。該ユーザ特徴の一定範囲
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の値は、一定範囲のユーザ層とすることが可能である。該ユーザ特徴の一定範囲の値は、
一定範囲の挙動又は年齢範囲とすることが可能である。
【１３２７】
このモバイル加入者特徴情報は、広告の検索結果を、モバイル加入者特徴又は複数の特
徴のプロファイルに関連するものに限定するパラメータを形成することが可能である。こ
のため、広告の１つ又は２つ以上の結果セットの表示は、情報を省略し、情報を優先順位
付けし（例えば、スポンサーリンクを他の全ての前に提示し）、検索結果セットのサブセ
ットを強調表示し、又はモバイル加入者特徴の存在又は不存在に基づいて情報の表示を順
序づけすることが可能である。モバイル加入者特徴データベース内に格納することが可能
な代表的な要素の例として、ロケーション、ユーザに関する個人情報、ウェブ対話、E‑ma
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il対話、メッセージング対話、請求書発送履歴、支払履歴、典型的な請求額、時刻、オン
ライン対話の期間、オンライン対話の数、家族状態、職業、取引、以前に入力された検索
クエリ、ロケーションの履歴、電話番号、装置識別子、以前にダウンロードしたコンテン
ツのタイプ、以前に見たコンテンツ、及び訪問したサイトが挙げられる。
【１３２８】
別の態様では、本書で開示する方法及びシステムは、少なくとも１つの広告を、モバイ
ル加入者特徴とモバイル通信設備特徴との組み合わせに関連する情報に少なくとも部分的
に基づいて、少なくとも１つのウェブページに関連づけるステップを含むことが可能であ
る。この情報は、ユーザが所与の時刻に所与のロケーションで探している可能性のあるも
のに関する指示を提供することが可能である。例えば、ユーザは、交通手段、食料、劇場
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、スポーツ、エンターテイメント、映画、会社、仕事、銀行、郵便局、郵送施設、ガソリ
ン、方向、ロケーション、場所の探索、ナビゲーション、タクシー、バス、列車、自動車
、空港、ベビーシッター、サービス提供者、商品提供者、ドラッグストア、ドライブスル
ー、バー、クラブ、映画時刻、エンターテイメント時刻、ニュース、又はローカル情報を
探している可能性がある。
【１３２９】
別の態様では、本書で開示する方法及びシステムは、モバイル通信設備に関する情報に
少なくとも部分的に基づいてモバイル通信設備へ広告を提示するステップを含むことが可
能である。この情報は、広告の検索結果を、所与のモバイル通信設備のタイプについて、
互換性を有し、関連し、又は提示にとって好ましい結果に限定する、パラメータを形成す
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ることが可能である。このため、広告の１つ又は２つ以上の結果セットの表示は、モバイ
ル通信設備の存在もしくは不存在又はモバイル通信設備の特徴に基づいて、情報を省略し
、情報を優先順位付けし（例えば、スポンサーリンクを他の全ての前に提示し）、検索結
果セットのサブセットを強調表示し、又は情報の表示を順序づけすることが可能である。
モバイル加入者特徴データベース内に格納することが可能な代表的な要素の例として、検
索履歴、ペアレンタル・コントロール、又はキャリアビジネスルール、表示解像度、処理
速度、オーディオ能力、ビジュアル能力、及びその他の技術的特徴が挙げられる。
【１３３０】
本方法及びシステムは更に、モバイル通信設備と互換性を有する広告及びウェブページ
コンテンツを、かかるコンテンツとのモバイル通信設備の複数の対話を追跡することによ
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り判定するステップを含むことが可能である。広告及びウェブ対話に関する情報はデータ
ベース中に格納することが可能であり、該情報の一部は、複数のモバイル通信設備のうち
の少なくとも１つのモバイル通信設備の識別子を含むことが可能であり、コンテンツとの
対話が幾つ存在したかに部分的に基づいてモバイル通信設備のコンテンツとの互換性を予
測することが可能である。コンテンツとのモバイル通信設備102の互換性の予測は、ユー
ザの過去に幾つの対話が存在したかに部分的に基づくものとすることが可能である。コン
テンツは、ダウンロード、プログラムファイル、実行可能ファイル、zip形式の圧縮ファ
イル、圧縮ファイル、オーディオ、及びビデオとすることが可能である。広告又はウェブ
対話は、ハイパーリンク上のクリック、ダウンロードされたコンテンツの指示、及び／又
はダウンロードされたプログラムの指示とすることが可能である。
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【１３３１】
本方法及びシステムは更に、ウェブページコンテンツ及び少なくとも１つのモバイル加
入者特徴及び／又は少なくとも１つのモバイル通信設備特徴に広告コンテンツを関連づけ
ることを含む突き合わせステップを含むことが可能である。
【１３３２】
別の態様では、本書で開示する方法及びシステムは、モバイル通信プロバイダに関する
情報に少なくとも部分的に基づいて少なくとも１つのウェブページに少なくとも１つの広
告を関連づけるステップを含むことが可能である。モバイル通信プロバイダに関する情報
は、図式的な商標、可聴信号、モバイル通信プロバイダのスローガン商標を読む人の記録
、モバイル通信プロバイダに関連する独特な音程又は複数の音程の組み合わせ、又は視聴
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覚コマーシャル等のビデオストリームを含むことが可能である（但しこれらには限定され
ない）。
【１３３３】
一態様では、本書で開示する方法及びシステムは、スポンサードコンテンツとの対話の
可能性を評価するステップを含み、この場合、該スポンサードコンテンツはモバイル通信
設備へ提示することが可能であり、及び該モバイル通信設備上での配置のための該コンテ
ンツの位置決めは、前記対話の可能性の評価に少なくとも部分的に基づくものとすること
が可能である。該対話の可能性の評価は、モバイル通信設備に関連する過去の実行に少な
くとも部分的に基づくものとすることが可能である。過去の実行は、過去のコンテンツ対
話、コンテンツダウンロード、オーディオコンテンツストリーミング、ビデオコンテンツ
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ストリーミング、Javaクッキー中に含まれるコンテンツ、モバイル通信設備上に格納され
ているテンポラリーインターネットファイル中に含まれるコンテンツ、過去の取引情報等
を含むことが可能である（但しこれらには限定されない）。対話の可能性の評価は、モバ
イル通信設備に関する情報、モバイル通信設備の能力、モバイル通信設備に関連するユー
ザ、モバイル通信設備の所有者、１つ又は２つ以上のモバイル加入者特徴、キャリア情報
、又はスポンサードコンテンツとの対話の可能性を予測するものとして使用することが可
能な他の情報に少なくとも部分的に基づくものとすることが可能である。
【１３３４】
本方法及びシステムは、モバイル通信設備に関連するユーザ特徴に少なくとも部分的に
基づいてコンテンツ対話の可能性を評価するステップを含むことが可能である。ユーザ特
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徴は、ユーザ履歴情報、人口統計学的情報、取引履歴、ロケーション情報、ユーザ請求書
送付情報、及び個人用フィルタ等を含むことが可能である（但しこれらには限定されない
）。
【１３３５】
本方法及びシステムは、モバイル通信設備の能力に少なくとも部分的に基づいてコンテ
ンツ対話の可能性を評価するステップを含むことが可能である。モバイル通信設備の能力
は、オーディオ能力、ビデオ能力、ビジュアル能力、処理能力、及び画面能力等を含むこ
とが可能である（但しこれらには限定されない）。
【１３３６】
本方法及びシステムは、モバイル加入者特徴に少なくとも部分的に基づいてコンテンツ
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対話の可能性を評価するステップを含むことが可能である。モバイル加入者特徴は、ユー
ザ取引履歴、ユーザロケーション、ユーザに関する個人情報、ユーザウェブ対話、E‑mail
対話、メッセージング対話、請求書送付履歴、支払履歴、典型的な請求額、時刻、オンラ
イン対話時間、オンライン対話数、家族状態、職業、以前の検索クエリ、ロケーションの
履歴、電話番号、装置識別子、以前にダウンロードしたコンテンツのタイプ、以前に見た
コンテンツ、及び訪問したサイト等を含むことが可能である（但しこれらには限定されな
い）。モバイル加入者特徴は、人口統計学的情報を含むことも可能である。人口統計学的
情報は、年齢、性別、人種、宗教、市外局番、郵便番号、自宅住所、勤務先住所、請求書
送付先住所、信用情報、家族情報、所得範囲、生年月日範囲、出生地、使用者、肩書き、
就労日数、又は所属等を含むことが可能である（但しこれらには限定されない）。
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【１３３７】
本方法及びシステムは、モバイルサービスプロバイダ特徴に少なくとも部分的に基づい
てコンテンツ対話の可能性を評価するステップを含むことが可能である。モバイルサービ
スプロバイダ特徴は、キャリアビジネスルール、モバイルサービスプロバイダのサービス
が消費者に対して利用可能となる地理的領域、及びウォールド・ガーデン・コンテンツ等
を含むことが可能である（但しこれらには限定されない）。
【１３３８】
一態様では、本書で開示する方法及びシステムは、モバイル通信設備から検索要求を受
信し、該モバイル通信設備のロケーションに関する情報を受信し、及び関連性に従って優
先順位付けされた検索結果を提示し、ここで、該関連性が、前記モバイル通信設備のロケ
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ーションに関する情報に少なくとも部分的に基づくものである、という各ステップを含む
。前記優先順位付けされた検索結果は、該検索結果の関連性に従って優先順位付けされた
リストで提示することが可能である。
【１３３９】
実施形態では、検索要求を受信するステップは更に、モバイル通信設備のユーザからの
明示的クエリを受信するステップを含むことが可能である。コンテンツ要求は、モバイル
通信設備のクエリ設備内にテキストとして該モバイル通信設備のユーザにより入力された
明示的クエリ要求により行うことが可能である。コンテンツ要求は、モバイル通信設備の
ボイス認識クエリ設備においてボイスコマンドとしてモバイル通信設備のユーザにより入
力された明示的クエリ要求により行うことが可能である。

10

【１３４０】
実施形態では、検索要求を受信するステップは更に、モバイル通信設備のユーザからの
暗黙的クエリを受信するステップを含むことが可能である。モバイル加入者特徴、キャリ
アビジネスルール、又はモバイル通信設備情報が、時刻、ロケーション、又はそれらと同
様の状況と相まって、関連する広告‑ウェブページの対の推薦をユーザに提案することが
可能となる。該推薦される広告は、ウェブページと対にして、広告結果の表示前、その表
示中、又はその表示後に、提示することが可能である。コンテンツ要求は、モバイル加入
者特徴に少なくとも部分的に基づく暗黙的クエリ要求により行うことが可能である。コン
テンツ要求は、ユーザのモバイル通信設備の特徴に少なくとも部分的に基づく暗黙的クエ
リ要求により行うことが可能である。
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【１３４１】
ユーザの以前の検索活動及び検索結果を使用して該ユーザのための暗黙的クエリ要求を
生成することも可能である。以前の検索活動は、取引、検索クエリ、ウェブサイトへの訪
問、及びモバイル通信設備上でユーザが開始したその他の活動を含むことが可能である。
モバイル通信設備の地理的ロケーションは、ユーザの現在の地理的近傍における製品及び
サービスを含む（但しそれらには限定されない）暗黙的クエリを生成することが可能であ
る。現在時刻を他の情報とは無関係に又は他の情報と共に使用して暗黙的クエリを生成す
ることが可能である。意味のある推薦を生成するための同様のプロセスを他のサービス及
び製品に適用することが可能であり、かかるサービス及び製品には、輸送、食料、劇場、
スポーツ、エンターテイメント、映画、会社、職場、銀行、郵便局、郵送施設、ガソリン
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、方向、ロケーション、場所の探索、ナビゲーション、タクシー、バス、列車、自動車、
空港、ベビーシッター、サービス提供者、商品提供者、ドラッグストア、ドライブスルー
、バー、クラブ、映画時刻、エンターテイメント時刻、ニュース、及びローカル情報等が
含まれる。
【１３４２】
実施形態では、モバイル通信設備のロケーションに関する情報は、該通信設備の電話番
号、該モバイル通信設備に関連する一意の識別子、電話番号、該モバイル通信設備に関連
する請求書送付先住所の郵便番号、該モバイル通信設備のロケーション座標、GPSを介し
て決定されたロケーション座標、三角測量、WiFi三角測量、携帯電話三角測量を介して決
定されたロケーション座標、ユーザにより入力されたロケーションにより決定されたロケ
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ーション、特定のロケーションからの距離に従って決定されたロケーション等を含むこと
が可能である（但しこれらには限定されない）。
【１３４３】
本方法及びシステムは更に、関連性スコアを使用してコンテンツの関連性をサマライズ
するステップを含むことが可能である。
【１３４４】
一態様では、本書で開示する方法及びシステムは、モバイル通信設備から検索要求を受
信し、該モバイル通信設備に関する情報を受信し、及び関連性に従って優先順位付けされ
た検索結果を提示する、という各ステップを含み、該関連性は、モバイル通信設備に関す
る情報に少なくとも部分的に基づくものである。前記優先順位付けされた検索結果は、該
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検索結果の関連性に従って優先順位付けされたリストで提示することが可能である。
【１３４５】
実施形態では、検索要求を受信するステップは更に、モバイル通信設備のユーザからの
明示的クエリを受信するステップを含むことが可能である。コンテンツ要求は、モバイル
通信設備のクエリ設備内にテキストとして該モバイル通信設備のユーザにより入力された
明示的クエリ要求により行うことが可能である。コンテンツ要求は、モバイル通信設備の
ボイス認識クエリ設備においてボイスコマンドとしてモバイル通信設備のユーザにより入
力された明示的クエリ要求により行うことが可能である。
【１３４６】
実施形態では、検索要求を受信するステップは更に、モバイル通信設備のユーザからの

10

暗黙的クエリを受信するステップを含むことが可能である。モバイル加入者特徴、キャリ
アビジネスルール、又はモバイル通信設備情報が、時刻、ロケーション、又はそれらと同
様の状況と相まって、関連する広告‑ウェブページの対の推薦をユーザに提案することが
可能となる。該推薦される広告は、ウェブページと対にして、広告結果の表示前、その表
示中、又はその表示後に、提示することが可能である。コンテンツ要求は、モバイル加入
者特徴に少なくとも部分的に基づく暗黙的クエリ要求により行うことが可能である。コン
テンツ要求は、ユーザのモバイル通信設備の特徴に少なくとも部分的に基づく暗黙的クエ
リ要求により行うことが可能である。
【１３４７】
ユーザの以前の検索活動及び検索結果を使用して該ユーザのための暗黙的クエリ要求を
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生成することも可能である。以前の検索活動は、取引、検索クエリ、ウェブサイトへの訪
問、及びモバイル通信設備上でユーザが開始したその他の活動を含むことが可能である。
モバイル通信設備の地理的ロケーションは、ユーザの現在の地理的近傍における製品及び
サービスを含む（但しそれらには限定されない）暗黙的クエリを生成することが可能であ
る。現在時刻を他の情報とは無関係に又は他の情報と共に使用して暗黙的クエリを生成す
ることが可能である。意味のある推薦を生成するための同様のプロセスを他のサービス及
び製品に適用することが可能であり、かかるサービス及び製品には、輸送、食料、劇場、
スポーツ、エンターテイメント、映画、会社、職場、銀行、郵便局、郵送施設、ガソリン
、方向、ロケーション、場所の探索、ナビゲーション、タクシー、バス、列車、自動車、
空港、ベビーシッター、サービス提供者、商品提供者、ドラッグストア、ドライブスルー
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、バー、クラブ、映画時刻、エンターテイメント時刻、ニュース、及びローカル情報等が
含まれる。
【１３４８】
実施形態では、モバイル通信設備に関する情報は、モバイル加入者情報、ロケーション
情報、検索履歴、ペアレンタル・コントロール、キャリアビジネスルール、スポンサーシ
ップ情報、モバイル通信設備のタイプ、モバイル通信設備の能力等を含むことが可能であ
る（但しこれらには限定されない）。モバイル通信設備の能力は、オーディオ能力、ビデ
オ能力、ビジュアル能力、処理能力、及び画面能力等を含むことが可能である（但しこれ
らには限定されない）。
【１３４９】
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本方法及びシステムは更に、関連性スコアを使用してコンテンツの関連性をサマライズ
するステップを含むことが可能である。
【１３５０】
一態様では、本書で開示する方法及びシステムは、モバイル通信設備から検索要求を受
信し、該モバイル通信設備に関連するユーザ履歴に関する情報を受信し、及び関連性に従
って優先順位付けされた検索結果を提示する、という各ステップを含み、該関連性は、前
記モバイル通信設備に関連する前記ユーザ履歴に関する情報に少なくとも部分的に基づく
ものである。前記優先順位付けされた検索結果は、該検索結果の関連性に従って優先順位
付けされたリストで提示することが可能である。
【１３５１】
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実施形態では、検索要求を受信するステップは更に、モバイル通信設備のユーザからの
明示的クエリを受信するステップを含むことが可能である。コンテンツ要求は、モバイル
通信設備のクエリ設備内にテキストとして該モバイル通信設備のユーザにより入力された
明示的クエリ要求により行うことが可能である。コンテンツ要求は、モバイル通信設備の
ボイス認識クエリ設備においてボイスコマンドとしてモバイル通信設備のユーザにより入
力された明示的クエリ要求により行うことが可能である。
【１３５２】
実施形態では、検索要求を受信するステップは更に、モバイル通信設備のユーザからの
暗黙的クエリを受信するステップを含むことが可能である。モバイル加入者特徴、キャリ
アビジネスルール、又はモバイル通信設備情報が、時刻、ロケーション、又はそれらと同
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様の状況と相まって、関連する広告‑ウェブページの対の推薦をユーザに提案することが
可能となる。該推薦される広告は、ウェブページと対にして、広告結果の表示前、その表
示中、又はその表示後に、提示することが可能である。コンテンツ要求は、モバイル加入
者特徴に少なくとも部分的に基づく暗黙的クエリ要求により行うことが可能である。コン
テンツ要求は、ユーザのモバイル通信設備の特徴に少なくとも部分的に基づく暗黙的クエ
リ要求により行うことが可能である。
【１３５３】
ユーザの以前の検索活動及び検索結果を使用して該ユーザのための暗黙的クエリ要求を
生成することも可能である。以前の検索活動は、取引、検索クエリ、ウェブサイトへの訪
問、及びモバイル通信設備上でユーザが開始したその他の活動を含むことが可能である。
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モバイル通信設備の地理的ロケーションは、ユーザの現在の地理的近傍における製品及び
サービスを含む（但しそれらには限定されない）暗黙的クエリを生成することが可能であ
る。現在時刻を他の情報とは無関係に又は他の情報と共に使用して暗黙的クエリを生成す
ることが可能である。意味のある推薦を生成するための同様のプロセスを他のサービス及
び製品に適用することが可能であり、かかるサービス及び製品には、輸送、食料、劇場、
スポーツ、エンターテイメント、映画、会社、職場、銀行、郵便局、郵送施設、ガソリン
、方向、ロケーション、場所の探索、ナビゲーション、タクシー、バス、列車、自動車、
空港、ベビーシッター、サービス提供者、商品提供者、ドラッグストア、ドライブスルー
、バー、クラブ、映画時刻、エンターテイメント時刻、ニュース、及びローカル情報等が
含まれる。
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【１３５４】
実施形態では、モバイル通信設備に関連するユーザ履歴に関する情報は、ユーザ取引履
歴情報、ユーザロケーション情報、ユーザに関する個人情報、ユーザのウェブ対話情報、
ユーザのE‑mail対話情報、ユーザのメッセージング対話情報、ユーザの請求書発送履歴情
報、ユーザの支払履歴情報、及びユーザの請求書発送情報等を含むことが可能である（但
しこれらには限定されない）。
【１３５５】
本方法及びシステムは更に、関連性スコアを使用してコンテンツの関連性をサマライズ
するステップを含むことが可能である。
【１３５６】

40

一態様では、本書で開示する方法及びシステムは、モバイル通信設備から検索要求を受
信し、該モバイル通信設備に関連するユーザ特徴に関する情報を受信し、及び関連性に従
って優先順位付けされた検索結果を提示する、という各ステップを含み、該関連性は、前
記モバイル通信設備に関連する前記ユーザ特徴に関する情報に少なくとも部分的に基づく
ものである。前記優先順位付けされた検索結果は、該検索結果の関連性に従って優先順位
付けされたリストで提示することが可能である。
【１３５７】
実施形態では、検索要求を受信するステップは更に、モバイル通信設備のユーザからの
明示的クエリを受信するステップを含むことが可能である。コンテンツ要求は、モバイル
通信設備のクエリ設備内にテキストとして該モバイル通信設備のユーザにより入力された
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明示的クエリ要求により行うことが可能である。コンテンツ要求は、モバイル通信設備の
ボイス認識クエリ設備においてボイスコマンドとしてモバイル通信設備のユーザにより入
力された明示的クエリ要求により行うことが可能である。
【１３５８】
実施形態では、検索要求を受信するステップは更に、モバイル通信設備のユーザからの
暗黙的クエリを受信するステップを含むことが可能である。モバイル加入者特徴、キャリ
アビジネスルール、又はモバイル通信設備情報が、時刻、ロケーション、又はそれらと同
様の状況と相まって、関連する広告‑ウェブページの対の推薦をユーザに提案することが
可能となる。該推薦される広告は、ウェブページと対にして、広告結果の表示前、その表
示中、又はその表示後に、提示することが可能である。コンテンツ要求は、モバイル加入
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者特徴に少なくとも部分的に基づく暗黙的クエリ要求により行うことが可能である。コン
テンツ要求は、ユーザのモバイル通信設備の特徴に少なくとも部分的に基づく暗黙的クエ
リ要求により行うことが可能である。
【１３５９】
ユーザの以前の検索活動及び検索結果を使用して該ユーザのための暗黙的クエリ要求を
生成することも可能である。以前の検索活動は、取引、検索クエリ、ウェブサイトへの訪
問、及びモバイル通信設備上でユーザが開始したその他の活動を含むことが可能である。
モバイル通信設備の地理的ロケーションは、ユーザの現在の地理的近傍における製品及び
サービスを含む（但しそれらには限定されない）暗黙的クエリを生成することが可能であ
る。現在時刻を他の情報とは無関係に又は他の情報と共に使用して暗黙的クエリを生成す
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ることが可能である。意味のある推薦を生成するための同様のプロセスを他のサービス及
び製品に適用することが可能であり、かかるサービス及び製品には、輸送、食料、劇場、
スポーツ、エンターテイメント、映画、会社、職場、銀行、郵便局、郵送施設、ガソリン
、方向、ロケーション、場所の探索、ナビゲーション、タクシー、バス、列車、自動車、
空港、ベビーシッター、サービス提供者、商品提供者、ドラッグストア、ドライブスルー
、バー、クラブ、映画時刻、エンターテイメント時刻、ニュース、及びローカル情報等が
含まれる。
【１３６０】
実施形態では、モバイル通信設備に関連するユーザ特徴に関する情報は、ユーザの履歴
情報、ユーザ層、ユーザの取引履歴情報、ユーザの現在のロケーション情報、請求書送付
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先住所情報に基づくユーザのロケーション、及び個人用フィルタに関連する情報等を含む
ことが可能である（但しこれらには限定されない）。
【１３６１】
本方法及びシステムは更に、関連性スコアを使用してコンテンツの関連性をサマライズ
するステップを含むことが可能である。
【１３６２】
一態様では、本書で開示する方法及びシステムは、モバイル通信設備から検索要求を受
信し、該モバイル通信設備のユーザの取引履歴に関する情報を受信し、及び関連性に従っ
て優先順位付けされた検索結果を提示する、という各ステップを含み、該関連性は、前記
モバイル通信設備の前記ユーザ取引履歴に関する情報に少なくとも部分的に基づくもので
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ある。前記優先順位付けされた検索結果は、該検索結果の関連性に従って優先順位付けさ
れたリストで提示することが可能である。
【１３６３】
実施形態では、検索要求を受信するステップは更に、モバイル通信設備のユーザからの
明示的クエリを受信するステップを含むことが可能である。コンテンツ要求は、モバイル
通信設備のクエリ設備内にテキストとして該モバイル通信設備のユーザにより入力された
明示的クエリ要求により行うことが可能である。コンテンツ要求は、モバイル通信設備の
ボイス認識クエリ設備においてボイスコマンドとしてモバイル通信設備のユーザにより入
力された明示的クエリ要求により行うことが可能である。
【１３６４】
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実施形態では、検索要求を受信するステップは更に、モバイル通信設備のユーザからの
暗黙的クエリを受信するステップを含むことが可能である。モバイル加入者特徴、キャリ
アビジネスルール、又はモバイル通信設備情報が、時刻、ロケーション、又はそれらと同
様の状況と相まって、関連する広告‑ウェブページの対の推薦をユーザに提案することが
可能となる。該推薦される広告は、ウェブページと対にして、広告結果の表示前、その表
示中、又はその表示後に、提示することが可能である。コンテンツ要求は、モバイル加入
者特徴に少なくとも部分的に基づく暗黙的クエリ要求により行うことが可能である。コン
テンツ要求は、ユーザのモバイル通信設備の特徴に少なくとも部分的に基づく暗黙的クエ
リ要求により行うことが可能である。
【１３６５】
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ユーザの以前の検索活動及び検索結果を使用して該ユーザのための暗黙的クエリ要求を
生成することも可能である。以前の検索活動は、取引、検索クエリ、ウェブサイトへの訪
問、及びモバイル通信設備上でユーザが開始したその他の活動を含むことが可能である。
モバイル通信設備の地理的ロケーションは、ユーザの現在の地理的近傍における製品及び
サービスを含む（但しそれらには限定されない）暗黙的クエリを生成することが可能であ
る。現在時刻を他の情報とは無関係に又は他の情報と共に使用して暗黙的クエリを生成す
ることが可能である。意味のある推薦を生成するための同様のプロセスを他のサービス及
び製品に適用することが可能であり、かかるサービス及び製品には、輸送、食料、劇場、
スポーツ、エンターテイメント、映画、会社、職場、銀行、郵便局、郵送施設、ガソリン
、方向、ロケーション、場所の探索、ナビゲーション、タクシー、バス、列車、自動車、
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空港、ベビーシッター、サービス提供者、商品提供者、ドラッグストア、ドライブスルー
、バー、クラブ、映画時刻、エンターテイメント時刻、ニュース、及びローカル情報等が
含まれる。
【１３６６】
実施形態では、モバイル通信設備のユーザ取引履歴に関する情報は、以前の取引、コン
テンツダウンロード履歴、購入履歴、１つ又は２つ以上のクリックスルーサマリ、及び１
つ又は２つ以上のページビューサマリ等を含むことが可能である（但しこれらには限定さ
れない）。
【１３６７】
本方法及びシステムは更に、関連性スコアを使用してコンテンツの関連性をサマライズ
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するステップを含むことが可能である。
【１３６８】
一態様では、本書で開示する方法及びシステムは、モバイル通信設備からスポンサード
コンテンツに接続するための要求を受信し、該モバイル通信設備に関連する特徴に関する
情報を受信し、及び該特徴に関する情報に少なくとも部分的に基づいて前記要求の適切性
を評価する、という各ステップを含む。該評価された適切性に少なくとも部分的に基づい
て、コンテンツに対するモバイル通信設備のユーザの評価を決定することが可能である。
【１３６９】
実施形態では、スポンサードコンテンツ要素は、スポンサードリンク、スポンサードコ
ール等とすることが可能である。スポンサードコンテンツ要素は、検索結果又はウェブペ
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ージと関連づけることが可能である。
【１３７０】
実施形態では、モバイル通信設備に関連する特徴は、装置タイプ、電話番号、MSID等を
含むことが可能である。モバイル通信設備に関連する特徴はまた、モバイル加入者特徴（
ユーザ履歴、ユーザ取引、モバイル通信設備の使用時間等）を含むことが可能である。
【１３７１】
実施形態では、スポンサードコンテンツ要素と接続するためのユーザの要求の適切性は
、モバイル通信設備のユーザの過去の実行により判定することが可能である。かかる過去
の実行は、スポンサードコンテンツ上での以前のクリック、以前の取引等を含むことが可
能である（但しこれらには限定されない）。スポンサードコンテンツ要素と接続するため
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のユーザの要求の適切性は、ユーザのワイヤレスプロバイダの識別情報により判定するこ
とも可能である。
【１３７２】
実施形態では、スポンサードコンテンツ要素と接続するためのユーザの要求の適切性は
、該要求を行っているユーザの特徴と、以前に同様の要求を行った他のモバイル通信設備
のユーザとの比較により判定することも可能である。この比較は、クリック頻度に少なく
とも部分的に基づくものとすることが可能である。該比較は、統計的スコアを使用して行
うことが可能であり、及び／又は、モバイル加入者特徴（ユーザ履歴、ユーザ取引、モバ
イル通信設備の使用時間等）によって若しくはモバイル通信設備特徴（装置タイプ、電話
番号、MSID等）によって分けることが可能である。
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【１３７３】
実施形態では、スポンサードコンテンツ要素と接続するためのユーザの要求の適切性は
、ユーザの現在の要求と以前の要求との比較により判定することも可能である。
【１３７４】
実施形態では、スポンサードコンテンツ要素と接続するためのユーザの要求の適切性は
、ロケーションにより判定することも可能である。ロケーションは、ユーザの電話番号、
請求書送付先住所、及びモバイル通信設備のロケーション座標により、又はGPS、WiFi三
角測量、及び携帯電話の三角測量等を介して、判定することが可能である。
【１３７５】
実施形態では、ユーザの要求の適切性は、WAP（Wireless Application Protocol）用の

20

セキュアなチャネルを介してワイヤレスプロバイダへ通信することが可能である。
【１３７６】
実施形態では、スポンサードコンテンツへのアクセスは、その要求の適切性に少なくと
も部分的に基づいて評価することが可能である。許可されるアクセスは、スポンサードコ
ンテンツ要素上でのクリックの許可、単一の広告主による全てのコンテンツに対するアク
セスの許可、及び類似する広告主からの全てのコンテンツに対するアクセスの許可を含む
ことが可能である。許可されるアクセスはまた、スポンサードコンテンツ要素上でのクリ
ックの阻止、単一の広告主による全てのコンテンツに対するアクセスの阻止、及び類似す
る広告主からの全てのコンテンツに対するアクセスの阻止を含むことが可能である。
【１３７７】
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実施形態では、ワイヤレスプロバイダは、スポンサードコンテンツと対話する権限をモ
バイル通信設備に与え、モバイル通信設備からのスポンサードコンテンツとの対話を追跡
し、及び該対話の頻度を期待される挙動と比較して疑わしい不正な対話トラフィックを判
定することにより、広告主の不正なコストを低減させることが可能である。
【１３７８】
実施形態では、スポンサードコンテンツとの対話は、クリック、通話、ボイスコマンド
、又はテキスト入力等とすることが可能である。
【１３７９】
実施形態では、スポンサードコンテンツとの対話の追跡は、スポンサードコンテンツと
のユーザの対話の格納されているサマリに少なくとも部分的に基づくものとすることが可
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能である。該格納されているサマリは、ワイヤレスプロバイダのデータ設備、リモートサ
ーバ（例えば、インターネット又は私有のネットワークに接続されたもの）、又は広告主
のデータ設備等で維持することが可能である。
【１３８０】
実施形態では、期待されるユーザ挙動は、ワイヤレスプロバイダのユーザの過去の実行
に少なくとも部分的に基づくものとすることが可能である。該過去の実行は、ユーザのク
リック履歴、ユーザの取引履歴、ユーザの購入履歴等とすることが可能である。
【１３８１】
一態様では、本書で開示する方法及びシステムは、モバイル通信設備からの情報要求の
受信に部分的に基づいてモバイル通信設備を使用して情報を探索し、該情報の探索を試行
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してこれに成功しなかった場合に前記情報要求に関連する提案をモバイル通信設備へ自動
的に提示する、という各ステップを含む。前記情報は、ウェブページ、ウェブサイト、電
話番号、映画開演時刻、着信音、イメージ、ビデオ、オーディオストリーム、音楽ファイ
ル、ドキュメント等を含むことが可能である（但しこれらには限定されない）。モバイル
通信設備は、携帯電話、PDA、ポケットパーソナルコンピュータ等を含むことが可能であ
る（但しこれらには限定されない）。
【１３８２】
実施形態では、本発明の方法及びシステムは、前記情報要求に関係する提案を前記モバ
イル通信設備へ自動的に提示することが可能であり、及び該情報要求を検索エンジンを介
して更に処理することが可能である。
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【１３８３】
実施形態では、本発明の方法及びシステムは、情報要求を検索クエリとして形成するこ
とが可能である。該検索クエリは、モバイル通信設備のクエリ入力設備を使用して作成す
ることが可能である。該クエリ入力設備は、テキスト又はボイス認識入力に基づく明示的
クエリを受容することが可能である。該クエリ入力設備は、モバイル加入者特徴、時刻、
ロケーション、又はモバイル通信設備に関連する他の情報に基づく暗黙的クエリを受容す
ることが可能である。
【１３８４】
実施形態では、本発明の方法及びシステムは、ウェブサイトのクエリ入力設備を使用し
て検索クエリを作成することが可能である。
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【１３８５】
実施形態では、本発明の方法及びシステムは、（「.com」、「.org」、「.net」、FTP
等のアドレス指定の従来技法を用いた）URL又はウェブサイトアドレスとして形成された
、多項情報要求として情報要求を形成することが可能である。
【１３８６】
実施形態では、本発明の方法及びシステムは、情報要求をサーバにより受信することが
可能である。サーバは、情報を探索するステップを実行することが可能であり、及び更に
提案を取り出すよう構成することが可能である。サーバにより受信される情報は、不正ア
ドレス情報を含むことが可能である。アドレス情報は、不正なURL、不正なウェブサイト
アドレス、不正なIPアドレス、及び不正なFTPアドレス等によって、不正なものとなり得

30

る。
【１３８７】
実施形態では、本発明の方法及びシステムは、ブラウザアプリケーションを使用して、
情報要求を処理することが可能である。該ブラウザアプリケーションは更に、提案を取り
出すよう構成することが可能である。提案は、正しいURL、正しいウェブサイトアドレス
、正しいIPアドレス、及び正しいFTPアドレス等とすることが可能である。
【１３８８】
実施形態では、本発明の方法及びシステムは、検索エンジンへクエリを提出することに
より、提案を探索することが可能である。
【１３８９】

40

一態様では、本書で開示する方法及びシステムは、非テキストベースの情報要求をモバ
イル通信設備から受信し、該非テキストベースの情報要求をテキストベースの検索クエリ
へと変換し、及び該テキストベースの検索クエリに基づく検索結果をモバイル通信設備へ
提示する、という各ステップを含む。
【１３９０】
実施形態では、非テキストベースの情報要求は、ボイスベースの検索クエリ、カメラベ
ースの検索クエリ、マウスベースの検索クエリ、センサベースの検索クエリ、時間ベース
の検索クエリ、ロケーションベースの検索クエリ、RFIDタグベースの検索クエリ、バーコ
ードベースの検索クエリ等とすることが可能である。
【１３９１】
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実施形態では、非テキストベースの検索クエリの変換は、モバイル通信設備、サーバ等
に少なくとも部分的に基づいて生じることが可能である。
【１３９２】
実施形態では、テキストベースの検索クエリは、非曖昧化された検索クエリとすること
が可能である。
【１３９３】
実施形態では、提示された検索結果は、少なくとも１つの提案された検索クエリとする
ことが可能である。該少なくとも１つの提案された検索クエリは、複数の提案された検索
クエリ、リファインされた検索クエリ、非曖昧化された検索クエリ等とすることが可能で
ある。

10

【１３９４】
一態様では、本書で開示する方法及びシステムは、モバイル通信設備上で提示するため
のコンテンツを選択し、ここで、該コンテンツの選択が、コンテンツとモバイル通信設備
に関連する取引イベントとの関係に少なくとも部分的に基づくものであり、該コンテンツ
をモバイル通信設備へ提示する、という各ステップを含む。
【１３９５】
実施形態では、モバイル通信設備は、セルラー電話、電話、携帯電話、GSM電話、PDA、
及び／又は「ポケット」パーソナルコンピュータとすることが可能である。
【１３９６】
実施形態では、前記取引イベントは、最近の取引、複数の取引、取引履歴、購入、通話

20

、クリックスルー、ウェブページ対話（例えばウェブページビュー期間）、コンテンツダ
ウンロード、スポンサードコンテンツ、スポンサードリンク、及びスポンサードコール、
ダウンロード可能コンテンツ、オーディオストリーム、ビデオ、グラフィック要素等とす
ることが可能である。
【１３９７】
実施形態では、関連性は、ユーザ特徴、ユーザ履歴、ユーザ取引、地理的ロケーション
、ユーザ装置、時刻、モバイル加入者特徴、モバイル通信設備特徴等に影響され得るもの
である。
【１３９８】
一態様では、本書で開示する方法及びシステムは、モバイル通信設備に関する対話情報

30

を受信し、該対話情報に少なくとも部分的に基づいてコンテンツを重み付けし、該重み付
けに少なくとも部分的に基づいてモバイル通信設備上に提示するためのコンテンツの順序
づけを行う、という各ステップを含む。対話情報は、取引イベント、購入履歴、ユーザ履
歴、ユーザ特徴、ユーザ装置、地理的ロケーション、時刻、専門的知識、職業、所得階層
、自宅住所等からなる群から選択された１つに基づくものとすることが可能である。対話
情報は、モバイル通信設備のユーザの権限に関連するものとすることが可能である。モバ
イルコンテンツは、ダウンロード可能コンテンツ、スポンサードリンク、URL、E‑mailア
ドレス、FTPアドレス、通話、及びウェブページアドレス、広告、スポンサードコンテン
ツ、オーディオストリーム、ビデオ、及びグラフィック要素等を含むことが可能である（
但しこれらには限定されない）。実施形態では、対話情報に関係する情報を分割すること

40

が可能である（例えば、年齢範囲、所得範囲等）。
【１３９９】
実施形態では、モバイルコンテンツとの対話情報は、モバイル通信設備（電話機、セル
ラー電話、携帯電話、GSM電話、PDA、「ポケット」パーソナルコンピュータ等）から導出
することが可能である。
【１４００】
実施形態では、モバイルコンテンツ対話情報は、複数のモバイルコンテンツ対話情報と
することが可能である。モバイルコンテンツの重み付けは、複数のモバイルコンテンツ対
話情報に基づくものとすることが可能である。
【１４０１】
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一態様では、本書で開示する方法及びシステムは、モバイルコンテンツに関連するデー
タを受信し、該受信したデータに少なくとも部分的に基づいて該モバイルコンテンツの期
待値を計算し、該期待値に少なくとも部分的に基づいてモバイルコンテンツのスポンサー
となるための入札金額を決定する、という各ステップを含む。モバイルコンテンツは、ス
ポンサードリンク、スポンサードコール、ダウンロード可能コンテンツ、オーディオスト
リーム、ビデオ、グラフィック要素、又はその他のモバイルコンテンツアイテムとするこ
とが可能である。モバイルコンテンツは、検索クエリの結果とすることが可能である。該
検索クエリは、電話機、携帯電話、セルラー電話、GSM電話、又はその他のモバイル通信
設備といった、モバイル通信設備により開始することが可能である。
【１４０２】

10

実施形態では、モバイルコンテンツに関連するデータは、入札、クリックスルー量、コ
ンバージョン量、購入価格（例えば、平均購入価格）、スポンサーのマージン、ワイヤレ
スキャリアのマージン（例えば、プレミアムコンテンツに関連するマージン）、又はモバ
イルコンテンツに関連するその他のデータとすることが可能である。モバイルコンテンツ
に関連するデータ（例えば、クリックスルー量及びコンバージョン量）は、モバイル通信
設備に関する情報によって分割することが可能である。モバイル通信設備に関する情報は
、ユーザ特徴とすることが可能である。ユーザ特徴は、年齢、性別、人種、宗教、市外局
番、郵便番号、自宅住所、勤務先住所、請求書送付先住所、信用情報、家族情報、所得情
報、生年月日、出生地、使用者、肩書き、就労日数等からなるグループから選択すること
が可能である。モバイル通信設備に関する情報はまた、ユーザ履歴、ユーザ取引、地理的

20

ロケーション、ユーザ装置、時刻、モバイル通信設備特徴、又は他の何らかの情報を含む
ことが可能である。モバイル通信設備特徴は、表示能力、表示サイズ、表示解像度、処理
速度、オーディオ能力、ビデオ能力、キャッシュサイズ、ストレージ能力、メモリ容量等
からなるグループから選択することが可能である。モバイル通信設備に関する情報は、ワ
イヤレスオペレータ、ワイヤレスサービスプロバイダ、電気通信サービスプロバイダ、又
は他の何らかのモバイルサービスオペレータ又はプロバイダによって提供することが可能
である。
【１４０３】
実施形態では、前記期待値は、期待される広告主の収益とすることが可能である。該期
待される広告主の収益は、クリックスルーとコンバージョンと購入価格との積とすること
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が可能である。
【１４０４】
実施形態では、前記期待値は、期待される広告主のマージンとすることが可能である。
該期待される広告主のマージンは、クリックスルーとコンバージョンと広告主のマージン
との積とすることが可能である。
【１４０５】
実施形態では、前記期待値は、期待されるワイヤレスオペレータのマージンとすること
が可能である。該期待されるワイヤレスオペレータのマージンは、クリックスルーとコン
バージョンとワイヤレスオペレータのマージンとの積とすることが可能である。
【１４０６】

40

実施形態では、前記期待値は、期待される出来高とすることが可能である。該期待され
る出来高は、入札額とクリックスルーとの積とすることが可能である。
【１４０７】
実施形態では、前記期待値は、期待されるコンバージョン出来高とすることが可能であ
る。該期待されるコンバージョン出来高は、出来高とコンバージョンとの積とすることが
可能である。
【１４０８】
実施形態では、前記期待値は、入札額により重み付けされた期待される広告主の収益と
することが可能である。該入札額により重み付けされた期待される広告主の収益は、入札
額と期待される広告主の収益との積とすることが可能である。
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【１４０９】
実施形態では、前記期待値は、入札額により重み付けされた期待される広告主のマージ
ンとすることが可能である。該入札額により重み付けされた期待される広告主のマージン
は、入札額と期待される広告主のマージンとの積とすることが可能である。
【１４１０】
実施形態では、前記期待値は、入札額により重み付けされた期待されるワイヤレスキャ
リアのマージンとすることが可能である。該入札額により重み付けされた期待されるワイ
ヤレスキャリアのマージンは、入札額と期待されるワイヤレスキャリアのマージンとの積
とすることが可能である。
【１４１１】

10

実施形態では、前記期待値は、生涯顧客値とすることが可能である。該生涯顧客値は、
複数の購入の合計、購読の評価、モバイルコンテンツとの繰り返しの対話、潜在的な顧客
のコンバージョン（例えば、遅延した購入）といった、顧客のコンバージョンの累積的な
評価とすることが可能である。モバイルコンテンツとの繰り返しの対話は、クリックスル
ー、通話（例えば、ペイ・パー・コール）、及びその他の対話とすることが可能である。
【１４１２】
実施形態では、前記期待値は、期待される生涯顧客値とすることが可能である。該期待
される生涯顧客値は、入札額と期待される生涯顧客値との積とすることが可能である。
【１４１３】
実施形態では、前記期待値は、入札額により重み付けされた期待される生涯顧客値とす

20

ることが可能である。該入札額により重み付けされた期待される生涯顧客値は、入札額と
入札額により重み付けされた期待される生涯顧客値との積とすることが可能である。
【１４１４】
実施形態では、前記期待値は、ターゲットにおける平均深さ及び消費時間とすることが
可能である。
【１４１５】
実施形態では、前記期待値は、スポンサーが過去に費やした広告の合計とすることが可
能である。
【１４１６】
実施形態では、前記期待値は、スポンサーの広告コンテンツに関連する平均クリックス

30

ルー量とすることが可能である。
【１４１７】
実施形態では、前記期待値は、スポンサーの広告コンテンツに関連する平均コンバージ
ョン量とすることが可能である。
【１４１８】
実施形態では、前記期待値は、本書で説明した因子、又は関連するモバイルコンテンツ
の期待値に関する他の因子に基づいて計算することが可能である。実施形態では、前記期
待値は、モバイルコンテンツプロバイダ、モバイルコンテンツに関連して広告を配置する
ことを望む広告主、ワイヤレスプロバイダ、顧客、又はモバイル通信設備（例えば、携帯
電話）へのモバイルコンテンツの提示に関与する他の団体により認知されるような値とす

40

ることが可能である。
【１４１９】
実施形態では、予算額、期待値、投資収益率、コスト・パー・クリック、コスト・パー
・コール等のスポンサーの基準を満たすように入札金額を最適化することが可能である。
入札金額は、キーワード、シンジケート広告、購入イベント等に関連づけることが可能で
ある。
【１４２０】
実施形態では、入札金額は、モバイル通信設備に関する情報により分割することが可能
である。モバイル通信設備に関する情報は、ユーザ特徴とすることが可能である。ユーザ
特徴は、年齢、性別、人種、宗教、市外局番、郵便番号、自宅住所、勤務先住所、請求書
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送付先住所、信用情報、家族情報、所得情報、生年月日、出生地、使用者、肩書き、就労
日数等からなるグループから選択することが可能である。モバイル通信設備に関する情報
はまた、ユーザ履歴、ユーザ取引、地理的ロケーション、ユーザ装置、時刻、モバイル通
信設備特徴、又は他の何らかの情報を含むことが可能である。モバイル通信設備特徴は、
表示能力、表示サイズ、表示解像度、処理速度、オーディオ能力、ビデオ能力、キャッシ
ュサイズ、ストレージ能力、メモリ容量等からなるグループから選択することが可能であ
る。モバイル通信設備に関する情報は、ワイヤレスオペレータ、ワイヤレスサービスプロ
バイダ、電気通信サービスプロバイダ、又は他の何らかのモバイルサービスオペレータ又
はプロバイダによって提供することが可能である。
【１４２１】

10

実施形態では、変更された期待値を反映するように入札金額を動的に変更することが可
能である。変更された期待値は、変更されたクリックスルー量、変更されたコンバージョ
ン量、入札金額に関連するアイテムについての変更された購入価格、変更された広告主の
マージン、変更されたワイヤレスキャリアのマージン、変更された期待される出来高、変
更されたコンバージョン出来高、又は他の何らかの変更された条件の結果として生じるも
のとすることが可能である。
【１４２２】
一態様では、本書で開示する方法及びシステムは、モバイルコンテンツに関連するデー
タを受信し、該受信したデータに少なくとも部分的に基づいてモバイルコンテンツの期待
値を計算し、該期待値をスポンサーへ提示する、という各ステップを含む。モバイルコン

20

テンツは、スポンサードリンク、スポンサードコール、ダウンロード可能コンテンツ、オ
ーディオストリーム、ビデオ、グラフィック要素、又はその他のモバイルコンテンツアイ
テムとすることが可能である。モバイルコンテンツは、検索クエリの結果とすることが可
能である。該検索クエリは、電話機、携帯電話、セルラー電話、GSM電話、又はその他の
モバイル通信設備といった、モバイル通信設備により開始することが可能である。
【１４２３】
実施形態では、モバイルコンテンツに関連するデータは、入札額、クリックスルー量、
コンバージョン量、購入価格（例えば、平均購入価格）、スポンサーのマージン、ワイヤ
レスキャリアのマージン（例えば、プレミアムコンテンツに関連するマージン）、又はモ
バイルコンテンツに関連するその他のデータとすることが可能である。モバイルコンテン
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ツに関連するデータ（例えば、クリックスルー量及びコンバージョン量）は、モバイル通
信設備に関する情報によって分割することが可能である。モバイル通信設備に関する情報
は、ユーザ特徴とすることが可能である。ユーザ特徴は、年齢、性別、人種、宗教、市外
局番、郵便番号、自宅住所、勤務先住所、請求書送付先住所、信用情報、家族情報、所得
情報、生年月日、出生地、使用者、肩書き、就労日数、モバイル加入者特徴等からなるグ
ループから選択することが可能である。モバイル通信設備に関する情報はまた、ユーザ履
歴、ユーザ取引、地理的ロケーション、ユーザ装置、時刻、モバイル通信設備特徴、又は
他の何らかの情報を含むことが可能である。モバイル通信設備特徴は、表示能力、表示サ
イズ、表示解像度、処理速度、オーディオ能力、ビデオ能力、キャッシュサイズ、ストレ
ージ能力、メモリ容量等とすることが可能である。モバイル通信設備に関する情報は、ワ

40

イヤレスオペレータ、ワイヤレスサービスプロバイダ、電気通信サービスプロバイダ、又
は他の何らかのモバイルサービスオペレータ又はプロバイダによって提供することが可能
である。
【１４２４】
実施形態では、前記期待値は、期待される広告主の収益とすることが可能である。該期
待される広告主の収益は、クリックスルーとコンバージョンと購入価格との積とすること
が可能である。
【１４２５】
実施形態では、前記期待値は、期待される広告主のマージンとすることが可能である。
該期待される広告主のマージンは、クリックスルーとコンバージョンと広告主のマージン
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との積とすることが可能である。
【１４２６】
実施形態では、前記期待値は、期待されるワイヤレスオペレータのマージンとすること
が可能である。該期待されるワイヤレスオペレータのマージンは、クリックスルーとコン
バージョンとワイヤレスオペレータのマージンとの積とすることが可能である。
【１４２７】
実施形態では、前記期待値は、期待される出来高とすることが可能である。該期待され
る出来高は、入札額とクリックスルーとの積とすることが可能である。
【１４２８】
実施形態では、前記期待値は、期待されるコンバージョン出来高とすることが可能であ

10

る。該期待されるコンバージョン出来高は、出来高とコンバージョンとの積とすることが
可能である。
【１４２９】
実施形態では、前記期待値は、入札額により重み付けされた期待される広告主の収益と
することが可能である。該入札額により重み付けされた期待される広告主の収益は、入札
額と期待される広告主の収益との積とすることが可能である。
【１４３０】
実施形態では、前記期待値は、入札額により重み付けされた期待される広告主のマージ
ンとすることが可能である。該入札額により重み付けされた期待される広告主のマージン
は、入札額と期待される広告主のマージンとの積とすることが可能である。
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【１４３１】
実施形態では、前記期待値は、入札額により重み付けされた期待されるワイヤレスキャ
リアのマージンとすることが可能である。該入札額により重み付けされた期待されるワイ
ヤレスキャリアのマージンは、入札額と期待されるワイヤレスキャリアのマージンとの積
とすることが可能である。
【１４３２】
実施形態では、前記期待値は、生涯顧客値とすることが可能である。該生涯顧客値は、
複数の購入の合計、購読の評価、モバイルコンテンツとの繰り返しの対話、潜在的な顧客
のコンバージョン（例えば、遅延した購入）といった、顧客のコンバージョンの累積的な
評価とすることが可能である。モバイルコンテンツとの繰り返しの対話は、クリックスル
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ー、通話（例えば、ペイ・パー・コール）、及びその他の対話とすることが可能である。
【１４３３】
実施形態では、前記期待値は、期待される生涯顧客値とすることが可能である。該期待
される生涯顧客値は、入札額と期待される生涯顧客値との積とすることが可能である。
【１４３４】
実施形態では、前記期待値は、入札額により重み付けされた期待される生涯顧客値とす
ることが可能である。該入札額により重み付けされた期待される生涯顧客値は、入札額と
入札額により重み付けされた期待される生涯顧客値との積とすることが可能である。
【１４３５】
実施形態では、前記期待値は、ターゲットにおける平均深さ及び消費時間とすることが

40

可能である。
【１４３６】
実施形態では、前記期待値は、スポンサーが過去に費やした広告の合計とすることが可
能である。
【１４３７】
実施形態では、前記期待値は、スポンサーの広告コンテンツに関連する平均クリックス
ルー量とすることが可能である。
【１４３８】
実施形態では、前記期待値は、スポンサーの広告コンテンツに関連する平均コンバージ
ョン量とすることが可能である。
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【１４３９】
実施形態では、前記期待値は、本書で説明した因子、又は関連するモバイルコンテンツ
の期待値に関する他の因子に基づいて計算することが可能である。実施形態では、前記期
待値は、モバイルコンテンツプロバイダ、モバイルコンテンツに関連して広告を配置する
ことを望む広告主、ワイヤレスプロバイダ、顧客、又はモバイル通信設備（例えば、携帯
電話）へのモバイルコンテンツの提示に関与する他の団体により認知されるような値とす
ることが可能である。
【１４４０】
実施形態では、前記期待値のスポンサーへの提示は、ウェブサイト上で、検索エンジン
市場調査会社により、郵便により、E‑mailにより、又は他の提示方法又はシステムを使用

10

して、行うことが可能である。
【１４４１】
一態様では、本書で開示する方法及びシステムは、複数のモバイルコンテンツの各々毎
に期待値を受信し、該期待値に少なくとも部分的に基づいてモバイル通信設備上で提示す
るための複数のモバイルコンテンツの順序づけを行う、という各ステップを含む。モバイ
ルコンテンツは、スポンサードリンク、スポンサードコール、ダウンロード可能コンテン
ツ、オーディオストリーム、ビデオ、グラフィック要素、又はその他のモバイルコンテン
ツアイテムとすることが可能である。複数のモバイルコンテンツは、検索クエリの結果と
することが可能である。該検索クエリは、電話機、携帯電話、セルラー電話、GSM電話、
又はその他のモバイル通信設備といった、モバイル通信設備により開始することが可能で
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ある。
【１４４２】
実施形態では、複数のモバイルコンテンツに関連するデータは、入札額、クリックスル
ー量、コンバージョン量、購入価格（例えば、平均購入価格）、スポンサーのマージン、
ワイヤレスキャリアのマージン（例えば、プレミアムコンテンツに関連するマージン）、
又はモバイルコンテンツに関連するその他のデータとすることが可能である。複数のモバ
イルコンテンツに関連するデータ（例えば、クリックスルー量及びコンバージョン量）は
、モバイル通信設備に関する情報によって分割することが可能である。モバイル通信設備
に関する情報は、ユーザ特徴とすることが可能である。ユーザ特徴は、年齢、性別、人種
、宗教、市外局番、郵便番号、自宅住所、勤務先住所、請求書送付先住所、信用情報、家
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族情報、所得情報、生年月日、出生地、使用者、肩書き、就労日数等からなるグループか
ら選択することが可能である。モバイル通信設備に関する情報はまた、ユーザ履歴、ユー
ザ取引、地理的ロケーション、ユーザ装置、時刻、モバイル通信設備特徴、又は他の何ら
かの情報を含むことが可能である。モバイル通信設備特徴は、表示能力、表示サイズ、表
示解像度、処理速度、オーディオ能力、ビデオ能力、キャッシュサイズ、ストレージ能力
、及びメモリ容量等からなるグループから選択することが可能である。モバイル通信設備
に関する情報は、ワイヤレスオペレータ、ワイヤレスサービスプロバイダ、電気通信サー
ビスプロバイダ、又は他の何らかのモバイルサービスオペレータ又はプロバイダによって
提供することが可能である。
【１４４３】

40

実施形態では、複数のモバイルコンテンツの各々毎に期待値を計算することが可能であ
る。該期待値は、期待される広告主の収益とすることが可能である。該期待される広告主
の収益は、クリックスルーとコンバージョンと購入価格との積とすることが可能である。
【１４４４】
実施形態では、前記期待値は、期待される広告主のマージンとすることが可能である。
該期待される広告主のマージンは、クリックスルーとコンバージョンと広告主のマージン
との積とすることが可能である。
【１４４５】
実施形態では、前記期待値は、期待されるワイヤレスオペレータのマージンとすること
が可能である。該期待されるワイヤレスオペレータのマージンは、クリックスルーとコン
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バージョンとワイヤレスオペレータのマージンとの積とすることが可能である。
【１４４６】
実施形態では、前記期待値は、期待される出来高とすることが可能である。該期待され
る出来高は、入札額とクリックスルーとの積とすることが可能である。
【１４４７】
実施形態では、前記期待値は、期待されるコンバージョン出来高とすることが可能であ
る。該期待されるコンバージョン出来高は、出来高とコンバージョンとの積とすることが
可能である。
【１４４８】
実施形態では、前記期待値は、入札額により重み付けされた期待される広告主の収益と

10

することが可能である。該入札額により重み付けされた期待される広告主の収益は、入札
額と期待される広告主の収益との積とすることが可能である。
【１４４９】
実施形態では、前記期待値は、入札額により重み付けされた期待される広告主のマージ
ンとすることが可能である。該入札額により重み付けされた期待される広告主のマージン
は、入札額と期待される広告主のマージンとの積とすることが可能である。
【１４５０】
実施形態では、前記期待値は、入札額により重み付けされた期待されるワイヤレスキャ
リアのマージンとすることが可能である。該入札額により重み付けされた期待されるワイ
ヤレスキャリアのマージンは、入札額と期待されるワイヤレスキャリアのマージンとの積
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とすることが可能である。
【１４５１】
実施形態では、前記期待値は、生涯顧客値とすることが可能である。該生涯顧客値は、
複数の購入の合計、購読の評価、モバイルコンテンツとの繰り返しの対話、潜在的な顧客
のコンバージョン（例えば、遅延した購入）といった、顧客のコンバージョンの累積的な
評価とすることが可能である。モバイルコンテンツとの繰り返しの対話は、クリックスル
ー、通話（例えば、ペイ・パー・コール）、及びその他の対話とすることが可能である。
【１４５２】
実施形態では、前記期待値は、期待される生涯顧客値とすることが可能である。該期待
される生涯顧客値は、入札額と期待される生涯顧客値との積とすることが可能である。
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【１４５３】
実施形態では、前記期待値は、入札額により重み付けされた期待される生涯顧客値とす
ることが可能である。該入札額により重み付けされた期待される生涯顧客値は、入札額と
入札額により重み付けされた期待される生涯顧客値との積とすることが可能である。
【１４５４】
実施形態では、前記期待値は、ターゲットにおける平均深さ及び消費時間とすることが
可能である。
【１４５５】
実施形態では、前記期待値は、スポンサーが過去に費やした広告の合計とすることが可
能である。
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【１４５６】
実施形態では、前記期待値は、スポンサーの広告コンテンツに関連する平均クリックス
ルー量とすることが可能である。
【１４５７】
実施形態では、前記期待値は、スポンサーの広告コンテンツに関連する平均コンバージ
ョン量とすることが可能である。
【１４５８】
実施形態では、前記期待値は、本書で説明した因子、又は関連するモバイルコンテンツ
の期待値に関する他の因子に基づいて計算することが可能である。実施形態では、前記期
待値は、モバイルコンテンツプロバイダ、モバイルコンテンツに関連して広告を配置する
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ことを望む広告主、ワイヤレスプロバイダ、顧客、又はモバイル通信設備（例えば、携帯
電話）へのモバイルコンテンツの提示に関与する他の団体により認知されるような値とす
ることが可能である。
【１４５９】
実施形態では、順序づけされた複数のモバイルコンテンツを、辞書内に、サーバ上に、
又は他の何らかの格納方法又はシステムを使用して、格納することが可能である。
【１４６０】
実施形態では、順序づけされた複数のモバイルコンテンツを、モバイル通信設備に関す
る情報によって分割することが可能である。モバイル通信設備に関する情報は、ユーザ特
徴とすることが可能である。ユーザ特徴は、年齢、性別、人種、宗教、市外局番、郵便番
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号、自宅住所、勤務先住所、請求書送付先住所、信用情報、家族情報、所得情報、生年月
日、出生地、使用者、肩書き、就労日数等からなるグループから選択することが可能であ
る。モバイル通信設備に関する情報はまた、ユーザ履歴、ユーザ取引、地理的ロケーショ
ン、ユーザ装置、時刻、モバイル通信設備特徴、又は他の何らかの情報を含むことが可能
である。モバイル通信設備特徴は、表示能力、表示サイズ、表示解像度、処理速度、オー
ディオ能力、ビデオ能力、キャッシュサイズ、ストレージ能力、及びメモリ容量等からな
るグループから選択することが可能である。モバイル通信設備に関する情報は、ワイヤレ
スオペレータ、ワイヤレスサービスプロバイダ、電気通信サービスプロバイダ、又は他の
何らかのモバイルサービスオペレータ又はプロバイダによって提供することが可能である
20

。
【１４６１】
実施形態では、本発明は、モバイル検索サブストリングクエリの入力の完成のための方
法及びシステムを提供する。この方法及びシステムは、モバイル通信設備102から検索ク
エリを受信し、かかる検索クエリが完全に形成されたクエリでないことを判定し、そのサ
ブストリングクエリを含む検索クエリのリストを生成し、該リストを少なくとも１つの因
子に基づいて順序づけし、完成した検索タームをユーザによる選択のためにモバイル通信
設備102へ提示する、という各ステップを含むことが可能である。該モバイル通信設備は
、電話機、携帯電話、セルラー電話、GSM電話等とすることが可能である。前記検索クエ
リは、クエリ入力フィールドに関連するものとすることが可能である。前記検索クエリは
、ブラウザベースの（WAP）対話又はクライアントアプリケーションベースの対話から導
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出することが可能である。前記順序づけは、検索クエリの人気又はモバイル通信設備に関
する情報に少なくとも部分的に基づくものとすることが可能である。モバイル通信設備へ
の完成した検索タームの提示は、クエリ入力フィールドに関連するものとすることが可能
である。
【１４６２】
一態様では、本書で開示するモバイル検索アプリケーションをナビゲートする方法及び
システムは、１つのパラメータに少なくとも基づいてモバイル通信設備からの検索クエリ
を自動的に生成し、関連するモバイルコンテンツをモバイル通信設備へ配信し、ここで、
その関連性が、モバイル通信設備に関する情報に少なくとも部分的に基づくものとするこ
とが可能である、という各ステップを含むことが可能である。

40

【１４６３】
本方法及びシステムの実施形態では、前記検索クエリの自動生成は、暗黙的検索とする
ことが可能である。該暗黙的検索は、モバイル通信設備のコマンドのユーザによる操作（
例えば、メニューアイテムの選択、ボタンの押下、タッチスクリーンアイコンの選択、ボ
イスコマンドの発行、及び／又はモバイル通信設備に関連するその他のコマンドの発行）
を必要としない。
【１４６４】
本方法及びシステムの実施形態では、検索クエリの自動生成は、サーバにより達成する
ことが可能である。
【１４６５】
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本方法及びシステムの実施形態では、検索クエリの自動生成は、少なくとも１つのパラ
メータに少なくとも部分的に基づくものとすることが可能である。パラメータは、その多
くの潜在的なパラメータのうちの幾つかを挙げると、ユーザ履歴、ユーザ取引、地理的ロ
ケーション、地理的近接性、ユーザ装置、時刻、ワイヤレスオペレータ、ワイヤレスサー
ビスプロバイダ、電気通信サービスプロバイダ、モバイル通信設備特徴とすることが可能
である。モバイル通信設備特徴は、表示能力、表示サイズ、表示解像度、処理速度、オー
ディオ能力、ビデオ能力、キャッシュサイズ、ストレージ能力、メモリ容量、及びその他
のモバイル通信設備特徴からなるグループから選択された１つとすることが可能である。
【１４６６】
本方法及びシステムの実施形態では、モバイル通信設備に関する情報に少なくとも部分
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的に基づいて、関連するモバイルコンテンツをモバイル通信設備へ配信することが可能で
ある。この情報は、ユーザ特徴に関するものとすることが可能であり、該ユーザ特徴は、
年齢、性別、人種、宗教、市外局番、郵便番号、自宅住所、勤務先住所、請求書送付先住
所、信用情報、家族情報、所得情報、生年月日、出生地、使用者、肩書き、就労日数、及
びユーザ特徴に関連するその他の情報からなるグループから選択することが可能である。
【１４６７】
本方法及びシステムの実施形態では、関連するモバイルコンテンツは、モバイル通信設
備上にローカルにキャッシュされている情報とすることが可能である。該ローカルにキャ
ッシュされている情報は、新たな検索クエリに関連する新たなコンテンツに先立ってロー
ドすることが可能である。該ローカルにキャッシュされている情報は、有効期限に関連づ
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けることが可能であり、該有効期限は、日付、時刻、キャッシュされているコンテンツの
以前の使用等とすることが可能である。
【１４６８】
本方法及びシステムの実施形態では、モバイルコンテンツの関連性は、統計的な結び付
きにより判定することが可能である。統計的な結び付きの値を使用して、モバイルコンテ
ンツのランク付けを行うことが可能である。統計的な結び付きは、モバイルコンテンツと
モバイル通信設備に関する情報との結びつけに関するものとすることが可能である。
【１４６９】
本方法及びシステムの実施形態では、モバイルコンテンツの関連性は、スコアとして表
現することが可能である。関連性スコアを使用して、モバイルコンテンツのランク付け、
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順序づけ、及び／又はインデクシングを行うことが可能である。
【１４７０】
モバイル通信設備に関する情報は、ユーザ履歴、ユーザ取引、地理的ロケーション、地
理的近接性、ユーザ装置、時刻、ユーザ特徴、及び／又はモバイル通信設備特徴を含むこ
とが可能である。ユーザ特徴は、年齢、性別、人種、宗教、市外局番、郵便番号、自宅住
所、勤務先住所、請求書送付先住所、信用情報、家族情報、所得情報、生年月日、出生地
、使用者、肩書き、就労日数等からなるグループから選択することが可能である。モバイ
ル通信設備特徴は、表示能力、表示サイズ、表示解像度、処理速度、オーディオ能力、ビ
デオ能力、キャッシュサイズ、ストレージ能力、メモリ容量等からなるグループから選択
することが可能である。

40

【１４７１】
本方法及びシステムの実施形態では、モバイル通信設備に関する情報は、ワイヤレスオ
ペレータ、ワイヤレスサービスプロバイダ、電気通信サービスプロバイダ、及びモバイル
通信設備に関連するその他のプロバイダにより提供することが可能である。
【１４７２】
一態様では、モバイルコンテンツのインデクシングの方法及びシステムを提供すること
が可能である。この方法及びシステムは、モバイルコンテンツを含むウェブページを発見
し、モバイル通信設備のタイプに基づいて該モバイルコンテンツの互換性を判定し、該互
換性に少なくとも部分的に基づいて該モバイルコンテンツのインデクシングを行う、とい
う各ステップを含むことが可能である。ウェブページの発見は、スパイダリング、WAPゲ
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ートウェイデータ、もしくは自己提出により、又は他の適当な方法を介して、達成するこ
とが可能である。モバイルコンテンツは、スポンサードリンク、スポンサードコール、ダ
ウンロード可能コンテンツ、オーディオストリーム、ビデオ、グラフィック要素、検索ク
エリの結果等を含むことが可能である。互換性は、MIMEタイプ、モバイル通信設備の識別
子、及びハンドセット能力を含むデータベース等に少なくとも部分的に基づいて判定する
ことが可能である。インデクシングは、該互換性に関係するランクに更に基づくものとす
ることが可能である。
【１４７３】
実施形態では、本方法及びシステムは、検索バーティカルに関連する期待される検索ク
エリのリストを作成し、少なくとも１つの因子に基づいて該リストの順序づけを行い、及

10

び該順序づけされた検索クエリのリストをユーザによる選択のためにモバイル通信設備へ
提示する、という各ステップを含む。
【１４７４】
実施形態では、検索バーティカルは、コンテンツの分類法に関連づけることが可能であ
り、及び一般的な検索とすることが可能であり、又は、着信音、イメージ、ゲーム、イエ
ローページ、天気、ホワイトページ、ニュース・ヘッドライン、WAPサイト、ウェブサイ
ト、映画開演時刻、スポーツスコア、株価、フライト時刻、地図、方向、価格比較、WIFI
ホットスポット、貨物追跡、ホテル料金、ファンタジースポーツ通算成績、占星術、回答
、辞書、市外局番、郵便番号、エンターテイメント、ブログ等の検索に関するものとする
ことが可能である。

20

【１４７５】
実施形態では、前記順序づけは、検索クエリの人気又はモバイル通信設備に関する情報
等に基づくものとすることが可能である。前記提示は、サブストリングクエリ入力により
、又はクライアントアプリケーションに入力された文字により、開始させることが可能で
ある。
【１４７６】
実施形態では、検索クエリのリストで提示された検索クエリのうちの少なくとも１つを
人間の言語に関連するものとすることが可能である。
【１４７７】
実施形態では、提示される検索クエリのリストは、入力ボックスに関連するものとする
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ことが可能である。入力ボックスは、アドレスボックス、名称ボックス、E‑mailボックス
、テキストボックス、数字ボックス、英数字ボックス、検索エンジン、曲名ボックス、タ
イトルボックス、アーティスト名ボックス、カテゴリボックス、ロケーションボックス、
業種ボックス等とすることが可能である。
【１４７８】
実施形態では、提示される検索クエリのリストは、モバイル通信設備タイプに関連する
ものとすることが可能である。
【１４７９】
実施形態では、提示される検索クエリのリストは、電話クライアントアプリケーション
に関連するものとすることが可能である。電話クライアントアプリケーションは、BREW、
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Java、Symbian、Microsoft、又はその他の電話クライアントアプリケーションとすること
が可能である。
【１４８０】
実施形態では、モバイル通信設備は、電話機、携帯電話、セルラー電話、GSM、又はそ
の他のタイプのモバイル通信設備とすることが可能である。
【１４８１】
一態様では、本書で開示する方法及びシステムは、マーチャントの連絡先情報をモバイ
ルコンテンツに関連づけし、モバイル通信設備から該マーチャントの連絡先情報に関する
電話をかけ、該マーチャントに将来の広告活動を勧誘する、という各ステップを含む。
【１４８２】
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実施形態では、マーチャントの連絡先情報は、電話番号、E‑mail、ハイパーリンク、又
はその他の連絡手段とすることが可能である。
【１４８３】
実施形態では、モバイルコンテンツは、広告、スポンサードリンク、スポンサードコー
ル、ダウンロード可能コンテンツ、オーディオストリーム、ビデオ、グラフィック要素、
又はその他のコンテンツとすることが可能である。
【１４８４】
実施形態では、マーチャントの連絡先情報は、モバイル検索に応じて、モバイル取引に
応じて、又はモバイルコンテンツプロバイダへのシンジケーション等に応じて、選択し表
示することが可能である。マーチャントの連絡先情報の選択は、ランダムな選択、ロケー

10

ション、又はモバイル通信設備に関する情報（例えばユーザ特徴等）に基づくものとする
ことが可能である。
【１４８５】
実施形態では、マーチャントの勧誘は、電話、郵便、E‑mail、又はその他の通信手段に
より行うことが可能である。該勧誘は、マーチャントへ転送された電話の本数のサマリ、
将来の広告キャンペーンの予想されるコストのサマリ、将来の広告キャンペーンによって
生じる将来の電話の予想される本数のサマリ、将来の広告キャンペーンにより生成される
予想される営業実績のサマリを含むことが可能である。
【１４８６】
実施形態では、勧誘は、マーチャントに関する業務上の基準（例えば、売上高、店舗規
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模等）に部分的に基づくものとすることが可能である。
【１４８７】
実施形態では、マーチャントと連絡をとる前にモバイルキャンペーンを作成して、勧誘
を行った際に該マーチャントがオプトイン又はオプトアウトすることが可能となるように
することが可能である。
【１４８８】
一態様では、本書で開示する方法及びシステムは、モバイル通信設備から要求を受信し
、該要求に少なくとも部分的に基づいて少なくとも１つの提案を生成し、該少なくとも１
つの提案を前記モバイル通信設備へ提示する、という各ステップを含む。
【１４８９】

30

別の態様では、本書で開示する方法及びシステムは、モバイル通信設備からキーストロ
ークの組み合わせを受信し、該モバイル通信設備に関する情報を受信し、前記キーストロ
ークの組み合わせに関連する文字の組み合わせに少なくとも部分的に基づいて及び該モバ
イル通信設備に関する情報に部分的に基づいて少なくとも１つの提案を生成し、該少なく
とも１つの提案を該モバイル通信設備へ提示する、という各ステップを含む。
【１４９０】
実施形態では、前記要求は、電話クライアントアプリケーションに関連するものとする
ことが可能である。電話クライアントアプリケーションは、BREW、Java、Symbian、Micro
soft、又はその他の電話クライアントアプリケーションとすることが可能である。実施形
態では、前記要求は、部分的な語のクエリもしくはスペルミスしたクエリを含むことが可
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能であり、又は用語データベース（例えばSMS等）から変換されたものとすることが可能
である。実施形態では、前記要求は、ハンドセット等に関連する一組のキーストロークを
介して生成することが可能である。
【１４９１】
実施形態では、前記要求は、入力ボックスに関連するものとすることが可能である。入
力ボックスは、アドレスボックス、名称ボックス、E‑mailボックス、テキストボックス、
数字ボックス、英数字ボックス、検索エンジン、曲名ボックス、タイトルボックス、アー
ティスト名ボックス、カテゴリボックス、ロケーションボックス、業種ボックス等とする
ことが可能である。
【１４９２】

50

(276)

JP 5589163 B2 2014.9.17

実施形態では、前記要求は、検索バーティカルに関連するものとすることが可能である
。検索バーティカルは、着信音、イメージ、ゲーム、イエローページ、天気、ホワイトペ
ージ、ニュース・ヘッドライン、WAPサイト、ウェブサイト、映画開演時刻、スポーツス
コア、株価、フライト時刻、地図、方向、価格比較、WIFIホットスポット、貨物追跡、ホ
テル料金、ファンタジースポーツ通算成績、占星術、回答、辞書、市外局番、郵便番号、
エンターテイメント、ブログ等とすることが可能である。
【１４９３】
実施形態では、前記要求は、人間の言語に関連するものとすることが可能である。
【１４９４】
実施形態では、モバイル通信設備に関する情報は、ユーザ特徴を含むことが可能である
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。ユーザ特徴は、年齢、性別、人種、宗教、市外局番、郵便番号、自宅住所、勤務先住所
、請求書送付先住所、信用情報、家族情報、所得情報、生年月日、出生地、使用者、肩書
き、就労日数、又はその他のユーザに関する特徴とすることが可能である。
【１４９５】
実施形態では、モバイル通信設備に関する情報は、ユーザ履歴、ユーザ取引、地理的ロ
ケーション、ユーザ装置、時刻、モバイル通信設備特徴等を含むことが可能である。
【１４９６】
実施形態では、モバイル通信設備に関する情報は、ワイヤレスオペレータ、ワイヤレス
プロバイダ、電気通信サービスプロバイダ、又はその他のプロバイダにより提供すること
が可能である。
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【１４９７】
実施形態では、前記生成は、サーバ上で実行し、モバイル通信設備上でローカルに実行
し、又は他の何らかの場所で実行することが可能である。
【１４９８】
実施形態では、モバイル通信設備は、電話機、携帯電話、セルラー電話、GSM電話、又
はその他のタイプのモバイル通信設備とすることが可能である。
【１４９９】
実施形態では、前記キーストロークの組み合わせは、複数のキーストローク、単一キー
ストローク、一連の単一キーストローク、順序づけされた一連のキーストローク、及びそ
の他のキーストロークの組み合わせとすることが可能である。
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【１５００】
一態様では、本書で開示する方法及びシステムは、検索要求とモバイル通信設備に関す
る情報とを受信し、該検索要求に関するタイプのモバイルコンテンツを受信する権限が前
記モバイル通信設備に与えられているか否かを判定する、という各ステップを含む。
【１５０１】
実施形態では、モバイル通信設備は、電話機、携帯電話、セルラー電話、GSM、又はそ
の他のタイプのモバイル通信設備とすることが可能である。
【１５０２】
実施形態では、モバイル通信設備に関する情報は、ユーザ特徴を含むことが可能である
。ユーザ特徴は、年齢、性別、人種、宗教、市外局番、郵便番号、自宅住所、勤務先住所
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、請求書送付先住所、信用情報、家族情報、所得情報、生年月日、出生地、使用者、肩書
き、就労日数、又はその他のユーザに関する特徴とすることが可能である。
【１５０３】
実施形態では、モバイル通信設備に関する情報は、ユーザ履歴、ユーザ取引、地理的ロ
ケーション、ユーザ装置、時刻、モバイル通信設備特徴等を含むことが可能である。
【１５０４】
実施形態では、モバイル通信設備に関する情報は、ワイヤレスオペレータ、ワイヤレス
プロバイダ、電気通信サービスプロバイダ、又はその他のプロバイダにより提供すること
が可能である。
【１５０５】

50

(277)

JP 5589163 B2 2014.9.17

実施形態では、権限情報は、管理者の要求毎に記録し、モバイル加入者特徴から導出し
、又は他の何らかの権限の出所から導出することが可能である。
【１５０６】
実施形態では、前記判定は、モバイル通信設備のユーザに関する情報、ユーザの年齢、
アカウントの所有者により要求された設定、又は他の何らかの基準データに少なくとも部
分的に基づくものとすることが可能である。
【１５０７】
実施形態では、モバイルコンテンツは、スポンサードコンテンツ、スポンサードリンク
、スポンサードコール、ダウンロード可能コンテンツ、オーディオストリーム、ビデオ、
グラフィック要素、アダルトコンテンツ、又は他の何らかのモバイルコンテンツとするこ
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とが可能である。実施形態では、アダルトコンテンツは、ポルノコンテンツ、賭博コンテ
ンツ、ギャンブルコンテンツ、くじコンテンツ、アダルトコンテンツ及び非アダルトコン
テンツを含む混合コンテンツ等とすることが可能である。
【１５０８】
一態様では、本書で開示する方法及びシステムは、モバイル通信設備上にキャッシュさ
れているデータに少なくとも部分的に基づいてモバイル検索アプリケーションの対話性を
増大させ、ここで、該データが検索に関するものであり、検索クエリに応じて前記キャッ
シュされている情報をキャッシュからモバイル通信設備へ提示し、ネットワーク情報をネ
ットワークからモバイル通信設備へ提示し、該キャッシュされている情報の提示とネット
ワーク情報の提示とを調整し、該キャッシュされた情報に対する更新を暗黙的にダウンロ
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ードすると共に、以前にキャッシュした情報をユーザに対して利用可能とする、という各
ステップを含む。
【１５０９】
本方法では、キャッシュされたデータは、送信に先立ってサーバ上で圧縮することが可
能であり、及びモバイル通信設備上で受信した後に解凍することが可能である。
【１５１０】
本方法では、キャッシュされたデータは、モバイルコンテンツとすることが可能であり
、該モバイルコンテンツは、スポンサードコンテンツ、スポンサードリンク、スポンサー
ドコール、ダウンロード可能コンテンツ、オーディオストリーム、ビデオ、グラフィック
要素、イエローページ又はホワイトページ等のインデックスとすることが可能である。
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【１５１１】
本方法では、モバイルコンテンツは、検索クエリの結果とすることが可能であり、該検
索クエリは、電話機、携帯電話、セルラー電話、又はGSM電話等のモバイル通信設備によ
り開始することが可能である。
【１５１２】
本方法では、前記データは、モバイル通信設備上にキャッシュされている提案、バック
グランドでダウンロードされた提案、又はバックグランドで更新された提案に関するデー
タとすることが可能である。
【１５１３】
本方法では、検索は、明示的検索又は暗黙的検索とすることが可能である。
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【１５１４】
本方法では、キャッシュされた情報の提示は、そのダウンロード時に発生することが可
能である。キャッシュされた情報は、カテゴライズされた複数グループで、サムネイル形
式で、又はプレビュー形式（可聴着信音のプレビュー、抜粋されたテキスト、抜粋された
ビデオ、又は抜粋されたオーディオファイル等）で提示することが可能である。
【１５１５】
他の態様では、モバイル検索アプリケーションの対話性を増大させるためのシステムは
、モバイル通信設備上のキャッシュ内の検索に関するデータと、検索クエリに応じて該キ
ャッシュから該モバイル通信設備へキャッシュされている情報を提示する手段と、ネット
ワーク情報をネットワークから該モバイル通信設備へ提示する手段と、該キャッシュされ
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ている情報の提示と該ネットワーク情報の提示とを調整する手段とを含むことが可能であ
る。
【１５１６】
本システムでは、キャッシュされたデータは、送信に先立ってサーバ上で圧縮すること
が可能であり、及びモバイル通信設備上で受信した後に解凍することが可能である。
【１５１７】
本システムでは、キャッシュされたデータは、モバイルコンテンツとすることが可能で
あり、該モバイルコンテンツは、スポンサードコンテンツ、スポンサードリンク、スポン
サードコール、ダウンロード可能コンテンツ、オーディオストリーム、ビデオ、グラフィ
ック要素、イエローページ又はホワイトページ等のインデックスとすることが可能である

10

。
【１５１８】
本システムでは、モバイルコンテンツは、検索クエリの結果とすることが可能であり、
該検索クエリは、電話機、携帯電話、セルラー電話、又はGSM電話等のモバイル通信設備
により開始することが可能である。
【１５１９】
本システムでは、前記データは、モバイル通信設備上にキャッシュされている提案、バ
ックグランドでダウンロードされた提案、又はバックグランドで更新された提案に関する
データとすることが可能である。
【１５２０】
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本システムでは、検索は、明示的検索又は暗黙的検索とすることが可能である。
【１５２１】
本システムでは、キャッシュされた情報は、そのダウンロード時に提示することが可能
である。キャッシュされた情報は、カテゴライズされた複数グループで、サムネイル形式
で、又はプレビュー形式（可聴着信音のプレビュー、抜粋されたテキスト、抜粋されたビ
デオ、又は抜粋されたオーディオファイル等）で提示することが可能である。
【１５２２】
一態様では、本書で開示する方法及びシステムは、モバイル通信設備から製品選択を受
信し、該製品選択に関連する１つ又は２つ以上の製品を販売しているマーチャントを識別
しモバイル通信設備に関する情報を受信し、及び該製品を販売しているマーチャントの順
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序づけされたリストを提示する、という各ステップを含む。該マーチャントの順序づけさ
れたリストの順序づけは、モバイル通信設備に関する情報に少なくとも部分的に基づくも
のとすることが可能である。
【１５２３】
実施形態では、モバイル通信設備は、電話機、携帯電話、セルラー電話、又はGSM電話
とすることが可能である。
【１５２４】
実施形態では、前記製品選択は、検索クエリを介して受信することが可能である。検索
クエリは、明示的検索又は暗黙的検索とすることが可能である。実施形態では、該製品選
択は、クリックスルーを介して受信することが可能である。実施形態では、該製品選択は
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、バーコードを介して受信することが可能である。実施形態では、該製品選択は、テキス
ト入力を介して受信することが可能である。実施形態では、該製品選択は、タッチスクリ
ーンを介して受信することが可能である。実施形態では、該製品選択は、ボイスコマンド
を介して受信することが可能である。実施形態では、該製品選択は、イメージ認識に基づ
くものとすることが可能である。
【１５２５】
実施形態では、該製品はサービスからなることが可能である。実施形態では、前記マー
チャントはサービスプロバイダとすることが可能である。
【１５２６】
実施形態では、モバイル通信設備に関する情報は、ユーザ特徴である。該ユーザ特徴は
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、年齢、性別、人種、宗教、市外局番、郵便番号、自宅住所、勤務先住所、請求書送付先
住所、信用情報、家族情報、所得情報、医療情報、保険情報、生年月日、出生地、使用者
、肩書き、就労日数等の特徴とすることが可能である。
【１５２７】
実施形態では、モバイル通信設備に関する情報は、ユーザ履歴とすることが可能である
。実施形態では、モバイル通信設備に関する情報は、ユーザ取引とすることが可能である
。実施形態では、モバイル通信設備に関する情報は、地理的ロケーションとすることが可
能である。実施形態では、モバイル通信設備に関する情報は、ユーザ装置とすることが可
能である。実施形態では、モバイル通信設備に関する情報は、時間とすることが可能であ
る。実施形態では、モバイル通信設備に関する情報は、モバイル通信設備特徴とすること

10

が可能である。該モバイル通信設備特徴は、表示能力、表示サイズ、表示解像度、処理速
度、オーディオ能力、ビデオ能力、キャッシュサイズ、ストレージ能力、メモリ容量等の
特徴とすることが可能である。
【１５２８】
実施形態では、モバイル通信設備に関する情報は、ワイヤレスオペレータにより提供す
ることが可能である。実施形態では、モバイル通信設備に関する情報は、ワイヤレスサー
ビスプロバイダにより提供することが可能である。実施形態では、モバイル通信設備に関
する情報は、電気通信サービスプロバイダにより提供することが可能である。
【１５２９】
実施形態では、マーチャントの順序づけされたリストは、製品説明によって順序づけす
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ることが可能である。実施形態では、マーチャントの順序づけされたリストは、製品レビ
ューによって順序づけすることが可能である。実施形態では、マーチャントの順序づけさ
れたリストは、現在のロケーションでの在庫によって順序づけすることが可能である。実
施形態では、マーチャントの順序づけされたリストは、現在のロケーションでの価格によ
って順序づけすることが可能である。実施形態では、マーチャントの順序づけされたリス
トは、オンラインロケーションでの価格によって順序づけすることが可能である。実施形
態では、マーチャントの順序づけされたリストは、ローカルなオフラインロケーションで
の価格によって順序づけすることが可能である。実施形態では、マーチャントの順序づけ
されたリストは、オンラインロケーションでの在庫によって順序づけすることが可能であ
る。実施形態では、マーチャントの順序づけされたリストは、特定のサービスの利用可能
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性によって順序づけすることが可能である。実施形態では、マーチャントの順序づけされ
たリストは、品質ランキングによって順序づけすることが可能である。
【１５３０】
一態様では、本書で開示する方法及びシステムは、モバイル通信設備から検索クエリを
受信し、及び少なくとも１つの検索結果カテゴリを該モバイル通信設備へ提示する、とい
う各ステップを含む。該少なくとも１つの検索結果カテゴリは、複数のカテゴリとするこ
とも可能である。複数のカテゴリを伴う場合、該少なくとも１つの検索結果カテゴリは、
分類法に基づくものとすることが可能であり、又は該少なくとも１つの検索結果カテゴリ
は、受信した関連する結果の分類法カテゴライゼーションに基づくものとすることが可能
である。
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【１５３１】
実施形態では、モバイル通信設備は、電話機、携帯電話、セルラー電話、GSM電話、又
はその他のモバイル通信設備とすることが可能である。
【１５３２】
実施形態では、前記少なくとも１つの検索結果カテゴリは、検索バーティカルに関連す
るものとすることが可能である。該検索バーティカルは、複数の特徴に関するものとする
ことが可能である。例えば、検索バーティカルは、着信音、イメージ、ゲーム、イエロー
ページ、天気、ホワイトページ、ニュース・ヘッドライン、WAPサイト、ウェブサイト、
映画開演時刻、スポーツスコア、株価、フライト時刻、地図、方向、WIFIホットスポット
、貨物追跡、ホテル料金、ファンタジースポーツ通算成績、占星術、回答、辞書エントリ
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、市外局番、郵便番号、エンターテイメント、ブログ等に関するものとすることが可能で
ある。
【１５３３】
実施形態では、前記少なくとも１つの検索結果カテゴリをハイパーリンク又はグラフィ
ックアイコン又はその他のイメージに関連づけることが可能である。実施形態では、該少
なくとも１つの検索結果カテゴリは、該カテゴリを介して受信した検索結果の数を示す数
字を含むことが可能である。
【１５３４】
実施形態では、前記少なくとも１つの検索結果カテゴリをモバイル通信設備へ提示する
前記ステップは更に、提示されたコンテンツを検索クエリに対する関連性に基づいてソー

10

トするステップを含むことが可能である。該検索クエリに対する関連性は、過去のユーザ
のコンテンツとの対話に関する情報に少なくとも部分的に基づくものとすることが可能で
ある。該関連性は、明示的に規定することが可能である。
【１５３５】
実施形態では、モバイル通信設備へ提示される前記少なくとも１つのカテゴリは、最大
数の結果を含むカテゴリとすることが可能である。該カテゴリは、結果の個数の削減を含
むことが可能である。該結果の個数の削減は、複数のカテゴリの各々からの検索結果の総
数に比例するものとすることが可能である。
【１５３６】
実施形態では、前記少なくとも１つの検索結果にタイトルを付すことが可能である。該
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タイトルは、ハイパーリンクに関連づけることが可能である。該ハイパーリンク上のクリ
ックにより、そのカテゴリについての結果を表示することが可能である。ハイパーリンク
上のクリックは、そのカテゴリに関連する検索結果を、サブカテゴリへと分割するものと
することが可能である。該少なくとも１つの検索結果カテゴリは、該カテゴリについての
タイトルが検索クエリのテキストと同一である場合には、ハイパーリンクにする必要はな
い。
【１５３７】
一態様では、本書で開示する方法及びシステムは、モバイル通信設備から検索要求を受
信し、及びその検索クエリに関する少なくとも１つの利用可能な検索カテゴリをその選択
のためにモバイル通信設備へ提示する、という各ステップを含む。
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【１５３８】
実施形態では、検索カテゴリは、着信音、イメージ、ゲーム、イエローページ、天気、
ホワイトページ、ニュース・ヘッドライン、WAPサイト、ウェブサイト、映画開演時刻、
スポーツスコア、株価、フライト時刻、地図、方向、価格比較、WIFIホットスポット、貨
物追跡、ホテル料金、ファンタジースポーツ通算成績、占星術、回答、辞書、市外局番、
郵便番号、エンターテイメント、ブログ、ローカルカテゴリ、呼出音、金融情報、求人広
告、音楽、地図、百科事典カテゴリ、ウェブ検索カテゴリ、インターネット検索カテゴリ
、エクストラネット検索カテゴリ等に関するものとすることが可能である。
【１５３９】
実施形態では、前記少なくとも１つの検索カテゴリは、複数の検索カテゴリからなるこ
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とが可能である。
【１５４０】
実施形態では、検索カテゴリの提示の順序は、関連性に少なくとも部分的に基づくもの
とすることが可能である。関連性は、モバイル通信設備に関する情報（ユーザ情報、取引
情報、ロケーション情報、ユーザ履歴情報、ユーザ装置情報等（但しこれらには限定され
ない））に少なくとも部分的に基づくものとすることが可能である。
【１５４１】
実施形態では、関連性は、ワイヤレスプロバイダや検索要求等に関する情報に基づくも
のとすることが可能である。
【１５４２】
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実施形態では、前記少なくとも１つの利用可能な検索カテゴリは、検索バーティカルに
関連するものとすることが可能である。検索バーティカルは、着信音、イメージ、ゲーム
、イエローページ、天気、ホワイトページ、ニュース・ヘッドライン、WAPサイト、ウェ
ブサイト、映画開演時刻、スポーツスコア、株価、フライト時刻、地図、方向、価格比較
、WIFIホットスポット、貨物追跡、ホテル料金、ファンタジースポーツ通算成績、占星術
、回答、辞書、市外局番、郵便番号、エンターテイメント、ブログ等とすることが可能で
ある。
【１５４３】
実施形態では、モバイル通信設備に関する情報は、ワイヤレスオペレータ、ワイヤレス
プロバイダ、電気通信サービスプロバイダ、又はその他のプロバイダにより提供すること
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が可能である。
【１５４４】
実施形態では、モバイル通信設備は、電話機、携帯電話、セルラー電話、GSM電話、又
はその他のタイプのモバイル通信設備とすることが可能である。
【１５４５】
一態様では、本書で開示する方法及びシステムは、モバイル検索アプリケーションのナ
ビゲーションを介してユーザ対話データを記録し、該記録されたユーザ対話データをアプ
リケーション機能分析のためにサーバへ送信する、という各ステップを含む。
【１５４６】
本方法では、モバイル検索アプリケーションは、Javaアプリケーション、Symbianアプ
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リケーション、又はBREWアプリケーション、又は他の何らかの電話クライアントアプリケ
ーションとすることが可能である。
【１５４７】
本方法では、前記記録されたユーザ対話データは、検索カテゴリ又は検索結果上でのク
リックに関するものとすることが可能である。該記録されたユーザ対話データはまた、検
索バーティカルに関するものとすることが可能であり、該検索バーティカルは、一般的な
検索とすることが可能であり、又は、以下のうちの１つ又は２つ以上に関するものとする
ことが可能である：着信音、イメージ、ゲーム、イエローページ、天気、ホワイトページ
、ニュース・ヘッドライン、WAPサイト、ウェブサイト、映画開演時刻、スポーツスコア
、株価、フライト時刻、地図、価格比較、WIFIホットスポット、貨物追跡、ホテル料金、
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ファンタジースポーツ通算成績、占星術、回答、辞書、市外局番、郵便番号、エンターテ
イメント、ブログ、又は他の何らかの検索バーティカル。
【１５４８】
本方法では、前記記録されたユーザ対話データは、プレビューボタン、タイプセレクタ
、又はバックボタンに関するものとすることが可能である。該記録されたユーザ対話デー
タは、日付に関係するデータ、時刻に関係するデータ、又はロケーションに関係するデー
タ、を含むデータに関連するものとすることが可能である。
【１５４９】
本方法では、前記記録されたユーザ対話データは、モバイル通信設備に関する情報によ
って分割することが可能である。該モバイル通信設備に関する情報は、ユーザ特徴（年齢
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、性別、人種、宗教、市外局番、郵便番号、自宅住所、勤務先住所、請求書送付先住所、
信用情報、家族情報、所得情報、生年月日、出生地、使用者、肩書き、就労日数等）とす
ることが可能である。
【１５５０】
本方法では、前記モバイル通信設備に関する情報は、ユーザ履歴、ユーザ取引、地理的
ロケーション、ユーザ装置、又は時刻とすることも可能である。モバイル通信設備に関す
る情報はまた、モバイル通信設備特徴（表示能力、表示サイズ、表示解像度、処理速度、
オーディオ能力、ビデオ能力、キャッシュサイズ、ストレージ能力、メモリ容量等）とす
ることが可能である。
【１５５１】
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本方法では、前記モバイル通信設備に関する情報は、ワイヤレスオペレータ、ワイヤレ
スプロバイダ、又は電気通信サービスプロバイダにより提供することが可能である。
【１５５２】
別の態様では、アプリケーション機能の解析方法は、モバイル通信設備上でのモバイル
検索アプリケーションの実行データを監視し、及びアプリケーション機能の解析のために
該実行データをサーバへ送信する、という各ステップを含むことが可能である。
【１５５３】
本方法では、モバイル検索アプリケーションは、Javaアプリケーション、Symbianアプ
リケーション、又はBREWアプリケーション、又は他の何らかの電話クライアントアプリケ
ーションとすることが可能である。
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【１５５４】
本方法では、前記実行データは、検索カテゴリ又は検索結果上でのクリックに関するも
のとすることが可能である。該実行データはまた、検索バーティカルに関するものとする
ことが可能であり、該検索バーティカルは、一般的な検索とすることが可能であり、又は
以下のうちの１つ又は２つ以上に関するものとすることが可能である：着信音、イメージ
、ゲーム、イエローページ、天気、ホワイトページ、ニュース・ヘッドライン、WAPサイ
ト、ウェブサイト、映画開演時刻、スポーツスコア、株価、フライト時刻、地図、価格比
較、WIFIホットスポット、貨物追跡、ホテル料金、ファンタジースポーツ通算成績、占星
術、回答、辞書、市外局番、郵便番号、エンターテイメント、ブログ、又は他の何らかの
検索バーティカル。
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【１５５５】
本方法では、前記実行データは、プレビューボタン、タイプセレクタ、又はバックボタ
ンに関するものとすることが可能である。該実行データは、日付に関係するデータ、時刻
に関係するデータ、又はロケーションに関係するデータ、を含むデータに関連するものと
することが可能である。
【１５５６】
本方法では、実行は、モバイル通信設備のCPU使用率（特にアプリケーションの実行に
関連するCPU使用率）の尺度により示すことが可能である。
【１５５７】
本方法では、実行は、モバイル通信設備のバッテリーレベル又はメモリ使用率（アプリ
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ケーションの実行に関連するメモリ使用率を含む）の尺度により示すことが可能である。
【１５５８】
本方法では、実行は、モバイル通信設備のハードディスクドライブ使用率（アプリケー
ションの実行に関連するハードディスクドライブ使用率を含む）の尺度により示すことが
可能である。
【１５５９】
本方法では、前記実行データは、モバイル通信設備に関する情報（年齢、性別、人種、
宗教、市外局番、郵便番号、自宅住所、勤務先住所、請求書送付先住所、信用情報、家族
情報、所得情報、生年月日、出生地、使用者、肩書き、就労日数等のユーザデータを含む
）によって分割することが可能である。
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【１５６０】
本方法では、前記モバイル通信設備に関する情報は、ユーザ履歴、ユーザ取引、地理的
ロケーション、ユーザ装置、又は時刻とすることも可能である。モバイル通信設備に関す
る情報はまた、モバイル通信設備特徴（表示能力、表示サイズ、表示解像度、処理速度、
オーディオ能力、ビデオ能力、キャッシュサイズ、ストレージ能力、メモリ容量等）とす
ることが可能である。
【１５６１】
本方法では、前記モバイル通信設備に関する情報は、ワイヤレスオペレータ、ワイヤレ
スプロバイダ、又は電気通信サービスプロバイダにより提供することが可能である。
【１５６２】
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別の態様では、アプリケーション機能を解析するためのシステムは、モバイル検索アプ
リケーションのナビゲーションのユーザ対話データと、記録された該ユーザ対話データを
アプリケーション機能の解析のために受信するサーバとを含むことが可能である。
【１５６３】
本システムでは、モバイル検索アプリケーションは、Javaアプリケーション、Symbian
アプリケーション、又はBREWアプリケーション、又は他の何らかの電話クライアントアプ
リケーションとすることが可能である。
【１５６４】
本システムでは、前記記録されたユーザ対話データは、検索カテゴリ又は検索結果上で
のクリックに関するものとすることが可能である。該記録されたユーザ対話データはまた
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、検索バーティカルに関するものとすることが可能であり、該検索バーティカルは、一般
的な検索とすることが可能であり、又は以下のうちの１つ又は２つ以上に関するものとす
ることが可能である：着信音、イメージ、ゲーム、イエローページ、天気、ホワイトペー
ジ、ニュース・ヘッドライン、WAPサイト、ウェブサイト、映画開演時刻、スポーツスコ
ア、株価、フライト時刻、地図、価格比較、WIFIホットスポット、貨物追跡、ホテル料金
、ファンタジースポーツ通算成績、占星術、回答、辞書、市外局番、郵便番号、エンター
テイメント、ブログ、又は他の何らかの検索バーティカル。
【１５６５】
本システムでは、前記記録されたユーザ対話データは、プレビューボタン、タイプセレ
クタ、又はバックボタンに関するものとすることが可能である。該記録されたユーザ対話

20

データは、日付に関係するデータ、時刻に関係するデータ、又はロケーションに関係する
データ、を含むデータに関連するものとすることが可能である。
【１５６６】
本システムでは、前記記録されたユーザ対話データは、モバイル通信設備に関する情報
によって分割することが可能である。該モバイル通信設備に関する情報は、年齢、性別、
人種、宗教、市外局番、郵便番号、自宅住所、勤務先住所、請求書送付先住所、信用情報
、家族情報、所得情報、生年月日、出生地、使用者、肩書き、就労日数等のユーザ特徴と
することが可能である。
【１５６７】
本システムでは、前記モバイル通信設備に関する情報は、ユーザ履歴、ユーザ取引、地

30

理的ロケーション、ユーザ装置、又は時刻とすることも可能である。モバイル通信設備に
関する情報はまた、モバイル通信設備特徴（表示能力、表示サイズ、表示解像度、処理速
度、オーディオ能力、ビデオ能力、キャッシュサイズ、ストレージ能力、メモリ容量等）
とすることが可能である。
【１５６８】
本システムでは、前記モバイル通信設備に関する情報は、ワイヤレスオペレータ、ワイ
ヤレスプロバイダ、又は電気通信サービスプロバイダにより提供することが可能である。
【１５６９】
別の態様では、アプリケーション機能を解析するためのシステムは、モバイル通信設備
上のモバイル検索アプリケーション実行データと、該実行データをアプリケーション機能

40

の解析のために受信するサーバとを含むことが可能である。
【１５７０】
本システムでは、モバイル検索アプリケーションは、Javaアプリケーション、Symbian
アプリケーション、又はBREWアプリケーション、又は他の何らかの電話クライアントアプ
リケーションとすることが可能である。
【１５７１】
本システムでは、前記実行データは、検索カテゴリ又は検索結果上でのクリックに関す
るものとすることが可能である。該実行データはまた、検索バーティカルに関するものと
することが可能であり、該検索バーティカルは、一般的な検索とすることが可能であり、
又は以下のうちの１つ又は２つ以上に関するものとすることが可能である：着信音、イメ
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ージ、ゲーム、イエローページ、天気、ホワイトページ、ニュース・ヘッドライン、WAP
サイト、ウェブサイト、映画開演時刻、スポーツスコア、株価、フライト時刻、地図、価
格比較、WIFIホットスポット、貨物追跡、ホテル料金、ファンタジースポーツ通算成績、
占星術、回答、辞書、市外局番、郵便番号、エンターテイメント、ブログ、又は他の何ら
かの検索バーティカル。
【１５７２】
本システムでは、前記実行データは、プレビューボタン、タイプセレクタ、又はバック
ボタンに関するものとすることが可能である。該実行データは、日付に関係するデータ、
時刻に関係するデータ、又はロケーションに関係するデータ、を含むデータに関連するも
のとすることが可能である。

10

【１５７３】
本システムでは、実行は、モバイル通信設備のCPU使用率（特にアプリケーションの実
行に関連するCPU使用率）の尺度により示すことが可能である。
【１５７４】
本システムでは、実行は、モバイル通信設備のバッテリーレベル又はメモリ使用率（ア
プリケーションの実行に関連するメモリ使用率を含む）の尺度により示すことが可能であ
る。
【１５７５】
本システムでは、実行は、モバイル通信設備のハードディスクドライブ使用率（アプリ
ケーションの実行に関連するハードディスクドライブ使用率を含む）の尺度により示すこ

20

とが可能である。
【１５７６】
本システムでは、前記実行データは、モバイル通信設備に関する情報（年齢、性別、人
種、宗教、市外局番、郵便番号、自宅住所、勤務先住所、請求書送付先住所、信用情報、
家族情報、所得情報、生年月日、出生地、使用者、肩書き、就労日数等のユーザデータを
含む）によって分割することが可能である。
【１５７７】
本システムでは、前記モバイル通信設備に関する情報は、ユーザ履歴、ユーザ取引、地
理的ロケーション、ユーザ装置、又は時刻とすることも可能である。モバイル通信設備に
関する情報はまた、モバイル通信設備特徴（表示能力、表示サイズ、表示解像度、処理速

30

度、オーディオ能力、ビデオ能力、キャッシュサイズ、ストレージ能力、メモリ容量等）
とすることが可能である。
【１５７８】
本システムでは、前記モバイル通信設備に関する情報は、ワイヤレスオペレータ、ワイ
ヤレスプロバイダ、又は電気通信サービスプロバイダにより提供することが可能である。
【１５７９】
一態様では、本書で開示する方法及びシステムは、電話機のアクティブ化と同時に検索
ボックスの提示及びアクティブ化を同時に行うユーザインタフェイスを提供するステップ
を含む。
【１５８０】

40

本方法では、該ユーザインタフェイスは、電話機（セルラー電話、携帯電話、GSM電話
、又は他の何らかのモバイル通信設備等）の表示装置を含むことが可能である。該ユーザ
インタフェイスは更に、電話をかけ又は受けることが可能な状態を示す電話モードを含む
ことが可能である。
【１５８１】
本方法では、前記検索ボックスは、ネットワーク検索ボックス、又はワイヤレスキャリ
アのウォールド・ガーデン・コンテンツ検索ボックスとすることが可能である。該検索ボ
ックスは、一般的な検索とすることが可能な検索バーティカルに関するものとすることが
可能である。該検索バーティカルは、以下のうちの１つ又は２つ以上に関するものとする
ことが可能である：着信音、イメージ、ゲーム、イエローページ、天気、ホワイトページ
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、ニュース・ヘッドライン、WAPサイト、ウェブサイト、映画開演時刻、スポーツスコア
、株価、フライト時刻、地図、方向、価格比較、WIFIホットスポット、貨物追跡、ホテル
料金、ファンタジースポーツ通算成績、占星術、回答、辞書、市外局番、郵便番号、エン
ターテイメント、ブログ、又は他の何らかの検索バーティカル。
【１５８２】
本方法では、検索ボックスのアクティブ化は、更なるメニュー選択を必要としないもの
とすることが可能である。検索ボックスのアクティブ化はまた、更なるボタン選択を必要
とせず、及び一瞬のものとすることが可能である。
【１５８３】
本方法では、電話機のアクティブ化は、電話機の電源スイッチの投入、セキュリティコ

10

ードの入力、ユーザインタフェイスのタッピング、ボタンの押圧、又は電源コンセントへ
の電話機の接続を含むことが可能である。電話機のアクティブ化は、代替的には、折り畳
み式電話機を開くこと、２部分スライドカバー式電話機のカバーをスライドさせること、
又は他の何らかのアクティブ化を含むことが可能である。
【１５８４】
本方法では、電話機のアクティブ化と同時の検索ボックスのアクティブ化は、同時のア
クティブ化、時間的に近接したアクティブ化、又は５秒以内のアクティブ化を含むことが
可能である。
【１５８５】
本方法では、検索ボックスの提示は、モバイル表示装置の別のユーザインタフェイス機
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能と連携したものとすることが可能である。
【１５８６】
別の態様では、本書で開示するモバイル検索サービスをアクティブ化するためのシステ
ムは、電話機のアクティブ化と同時に検索ボックスの提示及びアクティブ化を同時に行う
ユーザインタフェイスを含む。
【１５８７】
本システムでは、該ユーザインタフェイスは、電話機（セルラー電話、携帯電話、GSM
電話等）の表示装置を含むことが可能である。該ユーザインタフェイスは更に、電話をか
け又は受けることが可能な状態を示す電話モードを含むことが可能である。
【１５８８】

30

本システムでは、前記検索ボックスは、ネットワーク検索ボックス、又はワイヤレスキ
ャリアのウォールド・ガーデン・コンテンツ検索ボックスとすることが可能である。該検
索ボックスは、一般的な検索とすることが可能な検索バーティカルに関するものとするこ
とが可能である。該検索バーティカルは、以下のうちの１つ又は２つ以上に関するものと
することが可能である：着信音、イメージ、ゲーム、イエローページ、天気、ホワイトペ
ージ、ニュース・ヘッドライン、WAPサイト、ウェブサイト、映画開演時刻、スポーツス
コア、株価、フライト時刻、地図、方向、価格比較、WIFIホットスポット、貨物追跡、ホ
テル料金、ファンタジースポーツ通算成績、占星術、回答、辞書、市外局番、郵便番号、
エンターテイメント、ブログ、又は他の何らかの検索バーティカル。
【１５８９】

40

本システムでは、検索ボックスのアクティブ化は、更なるメニュー選択を必要としない
ものとすることが可能である。検索ボックスのアクティブ化はまた、更なるボタン選択を
必要とせず、及び一瞬のものとすることが可能である。
【１５９０】
本システムでは、電話機のアクティブ化は、電話機の電源スイッチの投入、セキュリテ
ィコードの入力、ユーザインタフェイスのタッピング、ボタンの押圧、又は電源コンセン
トへの電話機の接続を含むことが可能である。電話機のアクティブ化は、代替的には、折
り畳み式電話機を開くこと、又は２部分スライドカバー式電話機のカバーをスライドさせ
ることを含むことが可能である。
【１５９１】
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本システムでは、電話機のアクティブ化と同時の検索ボックスのアクティブ化は、同時
のアクティブ化、時間的に近接したアクティブ化、又は５秒以内のアクティブ化を含むこ
とが可能である。
【１５９２】
本システムでは、検索ボックスの提示は、モバイル表示装置の別のユーザインタフェイ
ス機能と連携したものとすることが可能である。
【１５９３】
一態様では、本書で開示するモバイル検索アプリケーションをナビゲートする方法は、
モバイル通信設備の物理的運動に関する情報を受信し、該物理的運動をモバイル検索アプ
リケーションのナビゲーションにリンクさせる、という各ステップを含むことが可能であ

10

る。
【１５９４】
本方法では、該リンクは、前記物理的運動の三次元空間をモバイル通信設備の表示装置
の二次元空間へとマッピングすることに少なくとも部分的に基づくものとすることが可能
である。
【１５９５】
本方法では、前記物理的運動は、モバイル検索アプリケーションのメニュー構造に関連
づけることが可能である。
【１５９６】
本方法では、前記物理的運動は、モバイル通信設備の上昇又は下降を含むことが可能で
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あり、それら運動を、モバイル検索アプリケーションのメニュー構造の動きに関連づける
ことが可能である。
【１５９７】
本方法では、前記物理的運動は、モバイル通信設備の傾きを含むことが可能であり、該
モバイル通信設備の傾きを、モバイル検索アプリケーションのメニュー構造の動きに関連
づけることが可能である。
【１５９８】
本方法では、前記物理的運動は、左、右、前、後、及び斜め方向を含むグループから選
択された、モバイル通信設備の１つ又は２つ以上の水平方向の運動または一連の水平方向
の運動または複数の水平方向の運動の組み合わせを含むことが可能である。前記１つ又は
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２つ以上の水平方向の運動は、モバイル検索アプリケーションのメニュー構造の動きに関
連づけることが可能である。
【１５９９】
本方法では、モバイル通信設備の物理的運動は、非直線運動、ランダム運動、振動運動
、又はそれらの任意のシーケンス又は組み合わせを含むことが可能である。該非直線、ラ
ンダム、及び振動運動は、モバイル検索アプリケーションのメニュー構造の動きに関連づ
けることが可能である。
【１６００】
本方法では、モバイル通信設備の物理的運動は、運動の減速とあいまった方向性の運動
を含むことが可能であり、これは、モバイル通信設備のユーザインタフェイス内のスクロ

40

ール動作の減速に関係させることが可能である。代替的に、モバイル通信設備の物理的運
動は、運動の加速とあいまった方向性の運動を含むことが可能であり、これは、モバイル
通信設備のユーザインタフェイス内のスクロール動作のスピードアップに関係させること
が可能である。
【１６０１】
本方法では、物理的運動に関する情報は、以下の１つ又は２つ以上に関するものとする
ことが可能である：運動検出器、カメラ、加速度計、又はジャイロスコープ。
【１６０２】
本方法では、前記ナビゲーションは、以下の１つ又は２つ以上のナビゲーションを含む
ことが可能である：検索結果、メニュー、E‑mailメッセージのリスト、製品リスト、カレ
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ンダー、連絡先リスト、文書リスト、アプリケーションリスト、及び地図。
【１６０３】
本方法では、前記ナビゲーションは更に、以下の１つ又は２つ以上を含むことが可能で
ある：イメージのズームイン、イメージのズームアウト、及びテキストのスクロール。
【１６０４】
別の態様では、本書で開示するモバイル検索アプリケーションをナビゲートするための
システムは、モバイル通信設備の物理的運動に関する情報を受信する手段と、該物理的運
動をモバイル検索アプリケーションのナビゲーションにリンクさせる手段とを含むことが
可能である。
【１６０５】

10

本システムでは、該リンクは、前記物理的運動の三次元空間をモバイル通信設備の表示
装置の二次元空間へとマッピングすることに少なくとも部分的に基づくものとすることが
可能である。
【１６０６】
本システムでは、前記物理的運動は、モバイル検索アプリケーションのメニュー構造に
関連づけることが可能である。
【１６０７】
本システムでは、前記物理的運動は、モバイル通信設備の上昇又は下降を含むことが可
能であり、それら運動を、モバイル検索アプリケーションのメニュー構造の動きに関連づ
けることが可能である。

20

【１６０８】
本システムでは、前記物理的運動は、モバイル通信設備の傾きを含むことが可能であり
、該モバイル通信設備の傾きを、モバイル検索アプリケーションのメニュー構造の動きに
関連づけることが可能である。
【１６０９】
本システムでは、前記物理的運動は、左、右、前、後、及び斜め方向を含むグループか
ら選択された、モバイル通信設備の１つ又は２つ以上の水平方向の運動または一連の水平
方向の運動または複数の水平方向の運動の組み合わせを含むことが可能である。前記１つ
又は２つ以上の水平方向の運動は、モバイル検索アプリケーションのメニュー構造の動き
に関連づけることが可能である。

30

【１６１０】
本システムでは、モバイル通信設備の物理的運動は、非直線運動、ランダム運動、振動
運動、又はそれらの任意のシーケンス又は組み合わせを含むことが可能である。該非直線
、ランダム、及び振動運動は、モバイル検索アプリケーションのメニュー構造の動きに関
連づけることが可能である。
【１６１１】
本システムでは、モバイル通信設備の物理的運動は、運動の減速とあいまった方向性の
運動を含むことが可能であり、これは、モバイル通信設備のユーザインタフェイス内のス
クロール動作の減速に関係させることが可能である。代替的に、モバイル通信設備の物理
的運動は、運動の加速とあいまった方向性の運動を含むことが可能であり、これは、モバ

40

イル通信設備のユーザインタフェイス内のスクロール動作のスピードアップに関係させる
ことが可能である。
【１６１２】
本システムでは、物理的運動に関する情報は、以下の１つ又は２つ以上に関するものと
することが可能である：運動検出器、カメラ、加速度計、又はジャイロスコープ。
【１６１３】
本システムでは、前記ナビゲーションは、以下の１つ又は２つ以上のナビゲーションを
含むことが可能である：検索結果、メニュー、E‑mailメッセージのリスト、製品リスト、
カレンダー、連絡先リスト、文書リスト、アプリケーションリスト、及び地図。
【１６１４】
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本システムでは、前記ナビゲーションは更に、以下の１つ又は２つ以上を含むことが可
能である：イメージのズームイン、イメージのズームアウト、及びテキストのスクロール
。
【１６１５】
一態様では、本書で開示する方法及びシステムは、直接識別子に関係するモバイルコン
テンツを提供するステップを含み、該ステップは、モバイル通信設備上で直接識別子の入
力を受容し、該直接識別子に関する情報を受容し、該直接識別子に関する情報をモバイル
コンテンツに関する情報と突き合わせし、該モバイルコンテンツを該モバイル通信設備の
表示装置上で提示する、という各ステップを含むことが可能である。
【１６１６】

10

本方法では、モバイル通信設備は、電話機（携帯電話、セルラー電話、又はGSM電話等
）又はその他のモバイル通信設備とすることが可能である。
【１６１７】
本方法では、直接識別子の入力は、該直接識別子の主体に関する一次出所情報を含むこ
とが可能である。該一次出所情報は、製品名、型番、シリアル番号、又はメーカー名を含
むことが可能である。
【１６１８】
本方法では、直接識別子の入力は、該直接識別子の主体に関する二次出所情報を含むこ
とが可能である。該二次出所情報は、製品カテゴリ、製品価格範囲、又は直接識別子の主
体に関係する製品のリストを含むことが可能である。前記関係は、カテゴリ、価格、又は
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消費者購入データに基づくものとすることが可能である。
【１６１９】
本方法では、直接識別子は、二次元コード、３Ｄコード（例えば「凸凹」コード）、３
ＤＩコード（例えば円形の３ＤＩコード）等のバーコードとすることが可能である。該バ
ーコードは、アレイタグ、Aztecコード、スモールAztecコード、Codablock、Code 1コー
ド、Code 16Kコード、Code 49コード、CP Codeコード、DataGlyphコード、Data Matrixコ
ード、Datastrip Codeコード、Dot Code Aコード、hueCodeコード、Intacta.Codeコード
、MaxiCodeコード、MiniCodeコード、PDF 417コード、Micro PDF 417コード、QRコード、
SmartCodeコード、Snowflack Codeコード、SuperCodeコード、Ultracodeコード、マルチ
カラーコード、又はその他のコードを含むグループから選択することが可能である。
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【１６２０】
本方法では、直接識別子は、Quick Responseコード、RFID、又はUPCコードとすること
が可能である。直接識別子は、ユーザによるテキスト入力、ユーザによるボイス入力、カ
メラ入力、バーコードスキャナ、RFIDスキャナ、又はその他の設備により取得することが
可能である。
【１６２１】
本方法では、前記突き合わせは、直接識別子に関する情報に対する関連性に少なくとも
部分的に基づいてモバイルコンテンツを優先順位付けすることが可能である。該関連性は
、共有される製品名、消費者価格データ、又はイエローページ等の分類法において共有さ
れるカテゴリに少なくとも部分的に基づくものとすることが可能である。
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【１６２２】
本方法では、直接識別子に関する情報は、以下の１つ又は２つ以上に関する情報を含む
モバイルウェブサイトを含むことが可能である：製品説明、製品レビュー、現在のロケー
ションでの在庫リスト、現在のロケーションでの価格、オンラインロケーションでの価格
、ローカルなオフラインロケーションでの価格、オンラインロケーションでの在庫リスト
、又はローカルなオフラインロケーションでの在庫リスト。
【１６２３】
本方法では、モバイルコンテンツは、広告、スポンサードリンク、スポンサードコール
、ダウンロード可能コンテンツ、オーディオストリーム、ビデオ、グラフィック要素等と
することが可能である。
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【１６２４】
別の態様では、直接識別子に関するモバイルコンテンツを提供するシステムは、モバイ
ル通信設備上で直接識別子の入力を受容し、該直接識別子に関する情報を受容する手段と
、該直接識別子に関する情報をモバイルコンテンツに関する情報と突き合わせし、該モバ
イルコンテンツを該モバイル通信設備の表示装置上で提示する、という各ステップを含む
ことが可能である。
【１６２５】
本システムでは、モバイル通信設備は、電話機（携帯電話、セルラー電話、又はGSM電
話等）又はその他のモバイル通信設備とすることが可能である。
【１６２６】

10

本システムでは、直接識別子の入力は、該直接識別子の主体に関する一次出所情報を含
むことが可能である。該一次出所情報は、製品名、型番、シリアル番号、又はメーカー名
を含むことが可能である。
【１６２７】
本システムでは、直接識別子の入力は、該直接識別子の主体に関する二次出所情報を含
むことが可能である。該二次出所情報は、製品カテゴリ、製品価格範囲、又は直接識別子
の主体に関係する製品のリストを含むことが可能である。前記関係は、カテゴリ、価格、
又は消費者購入データに基づくものとすることが可能である。
【１６２８】
本システムでは、直接識別子は、二次元コード、３Ｄコード（例えば「凸凹」コード）

20

、３ＤＩコード（例えば円形の３ＤＩコード）等のバーコードとすることが可能である。
該バーコードは、アレイタグ、Aztecコード、スモールAztecコード、Codablock、Code 1
コード、Code 16Kコード、Code 49コード、CP Codeコード、DataGlyphコード、Data Matr
ixコード、Datastrip Codeコード、Dot Code Aコード、hueCodeコード、Intacta.Codeコ
ード、MaxiCodeコード、MiniCodeコード、PDF 417コード、Micro PDF 417コード、QRコー
ド、SmartCodeコード、Snowflack Codeコード、SuperCodeコード、Ultracodeコード、マ
ルチカラーコード、又はその他のコードを含むグループから選択することが可能である。
【１６２９】
本システムでは、直接識別子は、Quick Responseコード、RFID、又はUPCコードとする
ことが可能である。直接識別子は、ユーザによるテキスト入力、ユーザによるボイス入力
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、カメラ入力、バーコードスキャナ、又はRFIDスキャナにより取得することが可能である
。
【１６３０】
本システムでは、前記突き合わせ手段は、直接識別子に関する情報に対する関連性に少
なくとも部分的に基づいてモバイルコンテンツを優先順位付けする手段を含むことが可能
である。該関連性は、共有される製品名、消費者価格データ、又はイエローページ等の分
類法において共有されるカテゴリに少なくとも部分的に基づくものとすることが可能であ
る。
【１６３１】
本システムでは、直接識別子に関する情報は、以下の１つ又は２つ以上に関する情報を
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含むモバイルウェブサイトを含むことが可能である：製品説明、製品レビュー、現在のロ
ケーションでの在庫リスト、現在のロケーションでの価格、オンラインロケーションでの
価格、ローカルなオフラインロケーションでの価格、オンラインロケーションでの在庫リ
スト、又はローカルなオフラインロケーションでの在庫リスト。
【１６３２】
本システムでは、モバイルコンテンツは、広告、スポンサードリンク、スポンサードコ
ール、ダウンロード可能コンテンツ、オーディオストリーム、ビデオ、グラフィック要素
等とすることが可能である。
【１６３３】
一態様では、本書で開示する方法及びシステムは、モバイル通信設備を追跡し、第１の
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ロケーションに少なくとも部分的に基づいて検索結果を提示し、及び第２のロケーション
（予測された第２のロケーションを含む）に少なくとも部分的に基づいて更新された検索
結果を提示する、という各ステップを含む。
【１６３４】
実施形態では、モバイル通信設備のロケーションは、電話番号、モバイル通信設備に関
連する一意の識別子（例えば、請求書送付先住所、市外局番等）、モバイル通信設備のロ
ケーション座標（例えば、三角測量、GPS等を介して決定されるもの）、ユーザにより入
力されたロケーション、又は他の何らかのロケーション識別子に従って、判定することが
可能である。
【１６３５】

10

実施形態では、モバイル通信設備は、電話機、携帯電話、セルラー電話、GSM、又はそ
の他のタイプのモバイル通信設備とすることが可能である。
【１６３６】
実施形態では、モバイルコンテンツは、広告、スポンサードリンク、スポンサードコー
ル、ダウンロード可能コンテンツ、オーディオストリーム、ビデオ、グラフィック要素、
又はその他のコンテンツとすることが可能である。
【１６３７】
実施形態では、予測される将来のロケーションは、以前の複数のロケーションの関係、
移動軌道、時刻と以前のロケーションとの関連性（例えば予測される移動速度等）、経路
（例えば、高速道路、鉄道線路、通勤等）、及びその他のロケーション及び時間情報に少
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なくとも部分的に基づくものとすることが可能である。
【１６３８】
実施形態では、予測される将来のロケーションを使用して、該ロケーションへの到着時
に表示できるようモバイル通信設備のキャッシュにモバイルコンテンツを予めロードして
おくことが可能である。
【１６３９】
一態様では、本書で開示する方法及びシステムは、マーチャントの連絡先情報をモバイ
ルコンテンツに関連づけし、モバイル通信設備から該マーチャントの連絡先情報に関する
電話をかけ、該マーチャントに将来の広告活動を勧誘する、という各ステップを含む。
【１６４０】
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実施形態では、マーチャントの連絡先情報は、電話番号、E‑mail、ハイパーリンク、又
はその他の連絡手段とすることが可能である。
【１６４１】
実施形態では、モバイルコンテンツは、広告、スポンサードリンク、スポンサードコー
ル、ダウンロード可能コンテンツ、オーディオストリーム、ビデオ、グラフィック要素、
又はその他のコンテンツとすることが可能である。
【１６４２】
実施形態では、マーチャントの連絡先情報は、モバイル検索に応じて、モバイル取引に
応じて、又はモバイルコンテンツプロバイダへのシンジケーション等に応じて、選択し表
示することが可能である。マーチャントの連絡先情報の選択は、ランダムな選択、ロケー
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ション、又はモバイル通信設備に関する情報（例えばユーザ特徴等）に基づくものとする
ことが可能である。
【１６４３】
実施形態では、マーチャントの勧誘は、電話、郵便、E‑mail、又はその他の通信手段に
より行うことが可能である。該勧誘は、マーチャントへ転送された電話の本数のサマリ、
将来の広告キャンペーンの予想されるコストのサマリ、将来の広告キャンペーンによって
生じる将来の電話の予想される本数のサマリ、将来の広告キャンペーンにより生成される
予想される営業実績のサマリを含むことが可能である。
【１６４４】
実施形態では、勧誘は、マーチャントに関する業務上の基準（例えば、売上高、店舗規
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模等）に部分的に基づくものとすることが可能である。
【１６４５】
実施形態では、マーチャントと連絡をとる前にモバイルキャンペーンを作成して、勧誘
を行った際に該マーチャントがオプトイン又はオプトアウトすることが可能となるように
することが可能である。
【１６４６】
一態様では、本書で開示する方法及びシステムは、広告主のモバイルコンテンツウェブ
サイトを解析し、該コンテンツウェブサイトで使用されている関連するタームを表すキー
ワードを生成し、及び該キーワードに関連するマーケティングプログラムをモバイルコン
テンツのスポンサーへ提示する、という各ステップを含む。

10

【１６４７】
実施形態では、モバイルコンテンツウェブサイトの解析は、該モバイルコンテンツウェ
ブサイトで使用されている言葉のサマライズを含むことが可能である。該モバイルコンテ
ンツウェブサイトで使用されている言葉は、該モバイルコンテンツウェブサイトのキーワ
ードを識別することが可能である。
【１６４８】
実施形態では、生成されたキーワードは、該モバイルコンテンツウェブサイト内の全文
、該モバイルコンテンツウェブサイト内のアウトバウンドリンク、該モバイルコンテンツ
ウェブサイト内のインバウンドリンク、又は該モバイルコンテンツウェブサイト内の関連
するその他のテキスト情報に基づくものとすることが可能である。
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【１６４９】
実施形態では、生成されたキーワードは、入札額、提案された創造的な広告コンテンツ
、又は提案されたURL等に関連するものとすることが可能である。
【１６５０】
実施形態では、前記マーケティングプログラムは、広告プログラム等とすることが可能
である。広告プログラムは、生成されたキーワードに関連する期待値に少なくとも部分的
に基づくものとすることが可能である。
【１６５１】
一態様では、本書で開示する方法及びシステムは、検索クエリタームを予測するステッ
プを含み、ここで、該予測が、モバイル通信設備上で入力された複数のキーストロークに
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少なくとも部分的に基づくものであり、及び該予測が更に、該モバイル通信設備に関する
情報に少なくとも部分的に基づくものである。実施形態では、ソフトウェアアプリケーシ
ョンの所与のフィールド内に入力されるタームを予測することが可能であり、ここで、該
予測は、モバイル通信設備上で入力された複数のキーストロークに少なくとも部分的に基
づくものであり、及び該予測が更に、該ソフトウェアアプリケーションに関する情報に少
なくとも部分的に基づくものである。
【１６５２】
実施形態では、検索クエリタームは、モバイルコンテンツに関するものとすることが可
能である。モバイルコンテンツは、ダウンロード可能コンテンツ、スポンサードリンク、
URL、E‑mailアドレス、FTPアドレス、通話、ウェブページアドレス、広告、スポンサード

40

コンテンツ、オーディオストリーム、ビデオ、グラフィック要素、又は他の何らかのタイ
プのモバイルコンテンツとすることが可能である。
【１６５３】
実施形態では、複数のキーストロークは、単一キーストローク（例えば１文字に関連す
る１キーストローク）、一連の単一キーストローク（例えば、一連の単一文字に関連する
複数のキーストローク）、トリプルタッピング、キーストロークの組み合わせ（例えば、
複数のキーの順序づけされたシーケンス）等とすることが可能である。一連の単一キース
トロークは、キーストロークの複製を含んでも含まなくてもよい。
【１６５４】
実施形態では、モバイル通信設備は、電話機、携帯電話、セルラー電話、GSM電話、PDA
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、ポケットPC、又はその他のモバイル通信設備とすることが可能である。
【１６５５】
実施形態では、モバイル通信設備に関する情報はモバイル加入者特徴とすることが可能
である。該モバイル加入者特徴は、年齢、性別、人種、宗教、市外局番、郵便番号、自宅
住所、勤務先住所、請求書送付先住所、信用情報、家族情報、所得情報、医療情報、保険
情報、生年月日、出生地、使用者、肩書き、就労日数等の特徴とすることが可能である。
【１６５６】
実施形態では、モバイル通信設備に関する情報は、ユーザ履歴とすることが可能である
。実施形態では、モバイル通信設備に関する情報は、ユーザ取引とすることが可能である
。実施形態では、モバイル通信設備に関する情報は、地理的ロケーションとすることが可

10

能である。実施形態では、モバイル通信設備に関する情報は、ユーザ装置とすることが可
能である。実施形態では、モバイル通信設備に関する情報は、時間とすることが可能であ
る。実施形態では、モバイル通信設備に関する情報は、モバイル通信設備特徴とすること
が可能である。該モバイル通信設備特徴は、表示能力、表示サイズ、表示解像度、処理速
度、オーディオ能力、ビデオ能力、キャッシュサイズ、ストレージ能力、メモリ容量等の
特徴とすることが可能である。
【１６５７】
実施形態では、モバイル通信設備に関する情報は、ワイヤレスオペレータにより提供す
ることが可能である。実施形態では、モバイル通信設備に関する情報は、ワイヤレスサー
ビスプロバイダにより提供することが可能である。実施形態では、モバイル通信設備に関
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する情報は、電気通信サービスプロバイダにより提供することが可能である。
【１６５８】
実施形態では、予測された検索クエリは、複数の検索クエリを含むことが可能である。
予測された検索クエリは、選択のためにユーザへ提示することが可能である。予測された
検索クエリの提示は、検索タームがユーザにより求められている可能性に少なくとも部分
的に基づいて表示のための優先順位付けを行うことが可能である。該可能性は、ユーザに
対する検索タームの関連性に少なくとも部分的に基づくものとすることが可能である。
【１６５９】
実施形態では、関連性は、モバイル加入者特徴、モバイル通信設備特徴等に少なくとも
部分的に基づくものとすることが可能である。
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【１６６０】
実施形態では、関連性は、複数のキーストロークを入力するために使用されるソフトウ
ェアアプリケーションに少なくとも部分的に基づくものとすることが可能である。
【１６６１】
実施形態では、ソフトウェアアプリケーションは、インターネット検索エンジン、オペ
レーティングシステムクエリ、インスタントメッセージングプログラム、文書内検索、ウ
ェブサイト内検索、RSSプログラム、Java対応プログラム、電話番号リスト、E‑mailプロ
グラム、スケジューリングプログラム、メディアプレーヤ、言語翻訳プログラム、ビデオ
ゲーム、辞書、シソーラス、セキュリティプログラム、時間管理プログラム、ショッピン
グプログラム、仮想ショッピングプログラム、オーディオアーカイブ、ビデオアーカイブ
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、ダイエット支援、エクササイズ支援、仮想個人秘書、減量追跡、医療記録、投資プログ
ラム、金銭管理プログラム、解析プログラム、統計分析プログラム、仮想ウォレット、パ
スワード管理プログラム、個人用連絡先管理プログラム、時計、カレンダー等とすること
が可能である。
【１６６２】
実施形態では、関連性は、複数のキーストロークを入力するために使用されるフィール
ドに少なくとも部分的に基づくものとすることが可能である。
【１６６３】
実施形態では、複数のキーストロークを入力するために使用されるフィールドは、検索
クエリフィールド、名称フィールド、アドレスフィールド、国フィールド、地域フィール
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ド、市フィールド、近隣フィールド、ストリートフィールド、家屋番号フィールド、アパ
ートメント番号フィールド、郵便番号フィールド、日付フィールド、年フィールド、月フ
ィールド、日フィールド、時フィールド、分フィールド、秒フィールド、製品名フィール
ド、製品番号フィールド、番号フィールド、数字フィールド、バイオメトリックフィール
ド、グラフィクスフィールド等とすることが可能である。
【１６６４】
実施形態では、数字フィールドは、クレジットカードフィールド、クラブフィールド、
マイレージ会員番号フィールド、電話番号フィールド、口座番号フィールド、科学表記法
フィールド等とすることが可能である。
【１６６５】

10

実施形態では、アドレスフィールドは、国フィールド、地域フィールド、省フィールド
、州フィールド、市フィールド、近隣フィールド、ストリートフィールド、家屋番号フィ
ールド、アパートメント番号フィールド、郵便番号フィールド等とすることが可能である
。
【１６６６】
実施形態では、複数の予測される検索クエリは、メニュー形式で提示することが可能で
ある。
【１６６７】
特定の好適な実施形態に関して本発明を説明したが、他の実施形態が当業者には理解さ
れ、及び全てのかかる変形、修正、及び置換を本開示の範囲内に含めることが意図されて

20

いる。よって、本発明は、法律により許可される最も広い意味で解釈されるべきものであ
る特許請求の範囲を参照することにより理解されるべきである。
【１６６８】
以下に、本発明の種々の実施態様項を記載する。
１．モバイル通信設備上に提示すべきスポンサードコンテンツアイテムの入札を受信し、
該入札が、金額と少なくとも１つのユーザ特徴とを含み、
ユーザに関連するモバイル通信設備識別番号に関連する情報を介して前記少なくとも１
つのユーザ特徴を該ユーザと突き合わせする、
という各ステップを含む方法。
２．前記突き合わせステップが、少なくとも１つの他のモバイル加入者特徴を解析するス

30

テップを含む、上項１に記載の方法。
３．前記少なくとも１つの他のモバイル加入者特徴が、モバイル通信装置タイプを含む、
上項２に記載の方法。
４．前記少なくとも１つの他のモバイル加入者特徴が、履歴特徴を含む、上項２に記載の
方法。
５．前記少なくとも１つの他のモバイル加入者特徴が、取引履歴特徴を含む、上項２に記
載の方法。
６．前記突き合わせステップが、関連性に基づくものである、上項１に記載の方法。
７．モバイル通信設備上に提示すべきスポンサードコンテンツアイテムの入札を受信する
受信設備であって、該入札が、金額と少なくとも１つのユーザ特徴とを含む、受信設備と

40

、
ユーザに関連するモバイル通信設備識別番号に関連する情報を介して前記少なくとも１
つのユーザ特徴を該ユーザと突き合わせする突き合わせ設備と
を含むシステム。
８．前記突き合わせステップが、少なくとも１つの他のモバイル加入者特徴を解析するス
テップを含む、上項７に記載のシステム。
９．前記少なくとも１つの他のモバイル加入者特徴が、モバイル通信装置タイプを含む、
上項８に記載のシステム。
１０．前記少なくとも１つの他のモバイル加入者特徴が、履歴特徴を含む、上項８に記載
のシステム。
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１１．前記少なくとも１つの他のモバイル加入者特徴が、取引履歴特徴を含む、上項８に
記載のシステム。
１２．前記突き合わせステップが、関連性に基づくものである、上項７に記載のシステム
。
１３．関連するモバイルコンテンツが格納されている複数のモバイルコンテンツインベン
トリを検索して、モバイル通信設備へ提示するための好適なモバイルコンテンツを判定し
、
該好適なモバイルコンテンツを該モバイル通信設備へ提示する、
という各ステップを含む方法。
１４．複数のモバイルコンテンツインベントリの検索に先立って前記モバイル通信設備か

10

らモバイルコンテンツの要求を受信するステップを更に含む、上項１３に記載の方法。
１５．要求に少なくとも部分的に基づいて関連するモバイルコンテンツを判定するステッ
プを更に含む、上項１３に記載の方法。
１６．前記関連するモバイルコンテンツの判定が、モバイルコンテンツタイプに少なくと
も部分的に基づくものである、上項１３に記載の方法。
１７．前記関連するモバイルコンテンツの判定が、前記モバイル通信設備に関する情報に
少なくとも部分的に基づくものである、上項１３に記載の方法。
１８．前記モバイル通信設備に関する情報が、ユーザ特徴である、上項１７に記載の方法
。
１９．前記モバイル通信設備に関する情報が、ユーザ履歴である、上項１７に記載の方法

20

。
２０．前記モバイル通信設備に関する情報が、ユーザ取引である、上項１７に記載の方法
。
２１．前記モバイル通信設備に関する情報が、地理的ロケーションである、上項１７に記
載の方法。
２２．前記モバイル通信設備に関する情報が、ユーザ装置である、上項１７に記載の方法
。
２３．関連するモバイルコンテンツが格納されている複数のモバイルコンテンツインベン
トリを検索して、モバイル通信設備へ提示するための好適なモバイルコンテンツを判定す
るよう構成された、検索設備と、

30

該好適なモバイルコンテンツを該モバイル通信設備へ提示するよう構成された提示設備
とを含むシステム。
２４．複数のモバイルコンテンツインベントリの検索に先立って前記モバイル通信設備か
らモバイルコンテンツの要求を受信するよう構成された受信設備を更に含む、上項２３に
記載のシステム。
２５．要求に少なくとも部分的に基づいて関連するモバイルコンテンツを判定するよう更
に構成されている、上項２３に記載のシステム。
２６．前記関連するモバイルコンテンツの判定が、モバイルコンテンツタイプに少なくと
も部分的に基づくものである、上項２３に記載のシステム。
２７．前記関連するモバイルコンテンツの判定が、前記モバイル通信設備に関する情報に
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少なくとも部分的に基づくものである、上項２６に記載のシステム。
２８．前記モバイル通信設備に関する情報が、ユーザ特徴である、上項２７に記載のシス
テム。
２９．前記モバイル通信設備に関する情報が、ユーザ履歴である、上項２７に記載のシス
テム。
３０．前記モバイル通信設備に関する情報が、ユーザ取引である、上項２７に記載のシス
テム。
３１．前記モバイル通信設備に関する情報が、地理的ロケーションである、上項２７に記
載のシステム。
３２．前記モバイル通信設備に関する情報が、ユーザ装置である、上項２７に記載の方法
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【符号の説明】
【１６６９】
１０２

モバイル通信設備

１０４

ワイヤレス通信設備

１１２

モバイル加入者特徴データベース

１１４

モバイル検索ホスト設備

１３４

サーバ

【図１】

【図２】

JP 5589163 B2 2014.9.17

(296)
【図３】

【図４】

【図５】

【図６】

JP 5589163 B2 2014.9.17

(297)
【図７Ａ】

【図８Ａ】

【図７Ｂ】

【図８Ｂ】
【図７Ｃ】

【図８Ｃ】

【図９】

JP 5589163 B2 2014.9.17

(298)
【図１０】

【図１１】

【図１２】

【図１３】

JP 5589163 B2 2014.9.17

(299)
【図１４】

【図１５】

【図１６】

【図１７】

JP 5589163 B2 2014.9.17

(300)
【図１８】

【図２０】

【図１９】

JP 5589163 B2 2014.9.17

(301)

JP 5589163 B2 2014.9.17

フロントページの続き
(31)優先権主張番号 60/731,991
(32)優先日

平成17年11月1日(2005.11.1)

(33)優先権主張国

米国(US)

(31)優先権主張番号 11/267,940
(32)優先日

平成17年11月5日(2005.11.5)

(33)優先権主張国

米国(US)

(31)優先権主張番号 11/268,671
(32)優先日

平成17年11月5日(2005.11.5)

(33)優先権主張国

米国(US)

10

(31)優先権主張番号 11/271,164
(32)優先日

平成17年11月11日(2005.11.11)

(33)優先権主張国

米国(US)

(31)優先権主張番号 11/274,933
(32)優先日

平成17年11月14日(2005.11.14)

(33)優先権主張国

米国(US)

(31)優先権主張番号 11/274,905
(32)優先日

平成17年11月14日(2005.11.14)

(33)優先権主張国

米国(US)

20

(31)優先権主張番号 11/274,884
(32)優先日

平成17年11月14日(2005.11.14)

(33)優先権主張国

米国(US)

(31)優先権主張番号 11/282,120
(32)優先日

平成17年11月16日(2005.11.16)

(33)優先権主張国

米国(US)

(31)優先権主張番号 11/281,902
(32)優先日

平成17年11月16日(2005.11.16)

(33)優先権主張国

米国(US)

(31)優先権主張番号 11/335,900
(32)優先日

平成18年1月18日(2006.1.18)

(33)優先権主張国

米国(US)

30

(31)優先権主張番号 11/335,904
(32)優先日

平成18年1月19日(2006.1.19)

(33)優先権主張国

米国(US)

(31)優先権主張番号 11/337,233
(32)優先日

平成18年1月19日(2006.1.19)

(33)優先権主張国

米国(US)

(31)優先権主張番号 11/337,234
(32)優先日

平成18年1月19日(2006.1.19)

(33)優先権主張国

米国(US)

40

(31)優先権主張番号 11/336,432
(32)優先日

平成18年1月19日(2006.1.19)

(33)優先権主張国

米国(US)

(31)優先権主張番号 11/337,180
(32)優先日

平成18年1月19日(2006.1.19)

(33)優先権主張国

米国(US)

(31)優先権主張番号 11/337,112
(32)優先日

平成18年1月19日(2006.1.19)

(33)優先権主張国

米国(US)

50

(302)

JP 5589163 B2 2014.9.17

(31)優先権主張番号 11/347,825
(32)優先日

平成18年2月2日(2006.2.2)

(33)優先権主張国

米国(US)

(31)優先権主張番号 11/347,826
(32)優先日

平成18年2月3日(2006.2.3)

(33)優先権主張国

米国(US)

(31)優先権主張番号 11/347,842
(32)優先日

平成18年2月3日(2006.2.3)

(33)優先権主張国

米国(US)

(31)優先権主張番号 11/355,915
(32)優先日

平成18年2月16日(2006.2.16)

(33)優先権主張国

米国(US)

10

(31)優先権主張番号 11/387,147
(32)優先日

平成18年3月21日(2006.3.21)

(33)優先権主張国

米国(US)

(31)優先権主張番号 60/785,242
(32)優先日

平成18年3月22日(2006.3.22)

(33)優先権主張国

米国(US)

(31)優先権主張番号 11/413,273
(32)優先日

平成18年4月27日(2006.4.27)

(33)優先権主張国

米国(US)

20

(31)優先権主張番号 11/414,168
(32)優先日

平成18年4月27日(2006.4.27)

(33)優先権主張国

米国(US)

(31)優先権主張番号 11/414,740
(32)優先日

平成18年4月27日(2006.4.27)

(33)優先権主張国

米国(US)

(31)優先権主張番号 11/382,226
(32)優先日

平成18年5月8日(2006.5.8)

(33)優先権主張国

米国(US)

30

(31)優先権主張番号 11/382,237
(32)優先日

平成18年5月8日(2006.5.8)

(33)優先権主張国

米国(US)

(31)優先権主張番号 11/382,243
(32)優先日

平成18年5月8日(2006.5.8)

(33)優先権主張国

米国(US)

(31)優先権主張番号 11/382,246
(32)優先日

平成18年5月8日(2006.5.8)

(33)優先権主張国

米国(US)

(31)優先権主張番号 11/382,249
(32)優先日

平成18年5月8日(2006.5.8)

(33)優先権主張国

米国(US)

40

(31)優先権主張番号 11/382,257
(32)優先日

平成18年5月8日(2006.5.8)

(33)優先権主張国

米国(US)

(31)優先権主張番号 11/382,260
(32)優先日

平成18年5月8日(2006.5.8)

(33)優先権主張国

米国(US)

(31)優先権主張番号 11/382,262
(32)優先日

平成18年5月8日(2006.5.8)

50

(303)
(33)優先権主張国

JP 5589163 B2 2014.9.17

米国(US)

(31)優先権主張番号 11/382,618
(32)優先日

平成18年5月10日(2006.5.10)

(33)優先権主張国

米国(US)

(31)優先権主張番号 11/382,637
(32)優先日

平成18年5月10日(2006.5.10)

(33)優先権主張国

米国(US)

(31)優先権主張番号 11/382,648
(32)優先日

平成18年5月10日(2006.5.10)

(33)優先権主張国

米国(US)

10

(31)優先権主張番号 11/382,676
(32)優先日

平成18年5月10日(2006.5.10)

(33)優先権主張国

米国(US)

(31)優先権主張番号 11/382,684
(32)優先日

平成18年5月10日(2006.5.10)

(33)優先権主張国

米国(US)

(31)優先権主張番号 11/382,690
(32)優先日

平成18年5月10日(2006.5.10)

(33)優先権主張国

米国(US)

(31)優先権主張番号 11/382,696
(32)優先日

平成18年5月10日(2006.5.10)

(33)優先権主張国

米国(US)

20

(31)優先権主張番号 11/383,236
(32)優先日

平成18年5月15日(2006.5.15)

(33)優先権主張国

米国(US)

(31)優先権主張番号 11/383,511
(32)優先日

平成18年5月16日(2006.5.16)

(33)優先権主張国

米国(US)

(31)優先権主張番号 11/422,797
(32)優先日

平成18年6月7日(2006.6.7)

(33)優先権主張国

米国(US)

30

(72)発明者 ソロカ，アダム
アメリカ合衆国マサチューセッツ州０２１３８，ケンブリッジ，フェイヤーウェザー・ストリート
・１２７
(72)発明者 ドフティー，デニス
アメリカ合衆国マサチューセッツ州０２４４６，ブルックリン，ペリー・ストリート・５７
審査官 小原 正信
40
(56)参考文献 国際公開第２００４／０２９８２７（ＷＯ，Ａ１）
国際公開第２００５／０１０７０２（ＷＯ，Ａ２）
国際公開第２００５／０６５２２９（ＷＯ，Ａ２）
特表２００６−５００７００（ＪＰ，Ａ）
特表２００６−５２８３８８（ＪＰ，Ａ）
特表２００７−５１７３２１（ＪＰ，Ａ）
(58)調査した分野(Int.Cl.，ＤＢ名)
Ｇ０６Ｑ

３０／０２

Ｇ０６Ｆ

１３／００

50

(304)
Ｇ０６Ｆ

１７／３０

JP 5589163 B2 2014.9.17

