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(57)【要約】　　　（修正有）
【課題】ユーザ端末で取得した情報に基づいてモバイル
アプリケーションの順位を提供する。
【解決手段】インターネット上のアプリケーションに対
して順位情報を提供するサーバは、通信端末にインスト
ールされた少なくとも１つの第１アプリケーションに対
して、通信端末のアプリケーション管理インタフェース
のホーム画面における第１アプリケーションのアイコン
位置を示す使用情報、または、通信端末のメモリ上で現
在に実行されている第１アプリケーションを示す使用情
報のうち少なくとも１つを収集する収集部と、使用情報
に対する統計を基準として第１アプリケーションの順位
を提供する提供部とを備えてもよい。
【選択図】図５
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　通信端末において、
　少なくとも１つのプロセッサと、
　メモリと、
　複数のプログラムと、
　を含み、
　前記複数のプログラムは、メモリに格納されて前記少なくとも１つのプロセッサによっ
て実行されるように構成され、少なくとも１つの第１アプリケーション及び前記第１アプ
リケーションに関連する使用情報を収集する第２アプリケーションを含み、
　前記第２アプリケーションは、
　アプリケーション管理インタフェースのホーム画面における前記第１アプリケーション
のアイコン位置を示す使用情報、または、現在に実行されている前記第１アプリケーショ
ンを示す使用情報のうち少なくとも１つを収集する情報収集コードと、
　前記第１アプリケーションのアイコン位置を示す使用情報または現在に実行されている
前記第１アプリケーションを示す使用情報のいずれかを前記第２アプリケーションに関連
する上位システムに送信する情報送信コードと、
　を含み、
　前記使用情報は、上位システムで前記第１アプリケーションの順位を決定するための順
位決定要素として用いられることを特徴とする通信端末。
【請求項２】
　前記第１アプリケーションのアイコン位置を示す使用情報は、前記ホーム画面で前記第
１アプリケーションのアイコンが配置された位置に付与される加重値を含むことを特徴と
する請求項１に記載の通信端末。
【請求項３】
　前記位置に付与された加重値は、前記ホーム画面が複数のページから構成された場合、
ページの順に前方ページに配置されたアイコンが後方ページに配置されたアイコンよりも
高い加重値が付与されることを特徴とする請求項２に記載の通信端末。
【請求項４】
　前記位置に付与された加重値は、前記ホーム画面が少なくとも１つのページから構成さ
れた場合、同一ページ内で前方に配置されたアイコンが後方に配置されたアイコンよりも
高い加重値が付与されることを特徴とする請求項２に記載の通信端末。
【請求項５】
　前記位置に付与された加重値は、前記ホーム画面が複数の領域に区分された少なくとも
１つのページから構成された場合、ホーム画面に設定されたアクセス環境に応じて、ユー
ザの接近性の高い領域に配置されたアイコンが接近性の低い領域に配置されたアイコンよ
りも高い加重値が付与されることを特徴とする請求項２に記載の通信端末。
【請求項６】
　前記現在に実行されている第１アプリケーションを示す使用情報は、メモリ上で現在に
実行されている第１アプリケーションに付与される加重値を含むことを特徴とする請求項
１に記載の通信端末。
【請求項７】
　前記現在に実行されている第１アプリケーションを示す使用情報は、現在に実行中であ
る第１アプリケーションのリアルタイム順位を決定するための順位決定要素として用いら
れることを特徴とする請求項１に記載の通信端末。
【請求項８】
　前記情報収集コードは、通信端末にインストールされた第１アプリケーションを示す使
用情報、一定周期の間に実行された第１アプリケーションを示す使用情報、通信端末にイ
ンストールされた第１アプリケーションの販売料金の有無を示す使用情報、通信端末のユ
ーザによる第１アプリケーションの推薦有無を示す使用情報のうち少なくとも１つをさら
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に収集することを特徴とする請求項１に記載の通信端末。
【請求項９】
　インターネット上のアプリケーションに対して順位情報を提供するサーバにおいて、
　通信端末にインストールされた少なくとも１つの第１アプリケーションに対して、通信
端末のアプリケーション管理インタフェースのホーム画面における第１アプリケーション
のアイコン位置を示す使用情報、または、通信端末のメモリ上で現在に実行されている第
１アプリケーションを示す使用情報のうち少なくとも１つを収集する収集部と、
　使用情報に対する統計を基準として前記第１アプリケーションの順位を提供する提供部
と、
　を備えることを特徴とするサーバ。
【請求項１０】
　前記収集部は、前記通信端末にインストールされて前記第１アプリケーションに関連す
る使用情報を提供する第２アプリケーションとの連係を介して通信端末から使用情報を収
集することを特徴とする請求項９に記載のサーバ。
【請求項１１】
　前記第１アプリケーションのアイコン位置を示す使用情報は、ホーム画面で第１アプリ
ケーションのアイコンが配置された位置に付与される加重値を含み、
　前記提供部は、前記第１アプリケーションごとに加重値を集計してアイコン位置に応じ
る第１アプリケーションの順位を提供することを特徴とする請求項９に記載のサーバ。
【請求項１２】
　前記現在に実行されている第１アプリケーションを示す使用情報は、前記メモリ上で現
在に実行されている第１アプリケーションに付与される加重値を含み、
　前記提供部は前記、前記第１アプリケーションごとに加重値をリアルタイムに集計し、
現在に実行中である第１アプリケーションのリアルタイム順位を提供することを特徴とす
る請求項９に記載のサーバ。
【請求項１３】
　前記収集部は、前記通信端末にインストールされた第１アプリケーションを示す使用情
報、前記一定周期の間に実行された第１アプリケーションを示す使用情報、前記通信端末
にインストールされた第１アプリケーションの販売料金の有無を示す使用情報、前記通信
端末のユーザによる第１アプリケーションの推薦有無を示す使用情報のうち少なくとも１
つをさらに収集することを特徴とする請求項９に記載のサーバ。
【請求項１４】
　前記提供部は、前記第１アプリケーションのインストール件数による順位、前記第１ア
プリケーションの実行件数による順位、前記有料で販売される第１アプリケーションのイ
ンストール件数による順位、前記無料で販売される第１アプリケーションのインストール
件数による順位、前記第１アプリケーションの推薦件数による順位のうち少なくとも１つ
を提供することを特徴とする請求項１３に記載のサーバ。
【請求項１５】
　前記提供部は、前記通信端末のユーザ居住地を基準として国内全体における第１アプリ
ケーションの順位、国ごとの第１アプリケーションの順位、国内の地域ごとの前記第１ア
プリケーションの順位のうち少なくとも１つを提供することを特徴とする請求項９に記載
のサーバ。
【請求項１６】
　通信端末の制御方法において、
　通信端末には少なくとも１つの第１アプリケーション及び第１アプリケーションに関連
する使用情報を収集する第２アプリケーションがインストールされ、
　前記第２アプリケーションで、アプリケーション管理インタフェースのホーム画面にお
ける第１アプリケーションのアイコン位置を示す使用情報、または、現在に実行されてい
る第１アプリケーションを示す使用情報のうち少なくとも１つを収集するステップと、
　前記第２アプリケーションで、使用情報を第２アプリケーションに関連する上位システ
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ムに送信するステップと、
　を含み、
　前記使用情報は、上位システムで第１アプリケーションの順位を決定するための順位決
定要素として用いられることを特徴とする制御方法。
【請求項１７】
　前記第１アプリケーションのアイコン位置を示す使用情報は、ホーム画面で第１アプリ
ケーションのアイコンが配置された位置に付与される加重値を含むことを特徴とする請求
項１６に記載の制御方法。
【請求項１８】
　前記位置に付与された加重値は、前記ホーム画面が複数のページから構成された場合、
ページの順に前方ページに配置されたアイコンが後方ページに配置されたアイコンよりも
高い加重値が付与されることを特徴とする請求項１７に記載の制御方法。
【請求項１９】
　前記位置に付与された加重値は、前記ホーム画面が少なくとも１つのページから構成さ
れた場合、同一ページ内で上方に配置されたアイコンが下方に配置されたアイコンよりも
高い加重値が付与されることを特徴とする請求項１７に記載の制御方法。
【請求項２０】
　前記位置に付与された加重値は、前記ホーム画面が複数の領域に区分された少なくとも
１つのページから構成された場合、ホーム画面に設定されたアクセス環境に応じて、ユー
ザの接近性の高い領域に配置されたアイコンが接近性の低い領域に配置されたアイコンよ
りも高い加重値が付与されることを特徴とする請求項１７に記載の制御方法。
【請求項２１】
　前記現在に実行されている第１アプリケーションを示す使用情報は、前記メモリ上で現
在に実行されている第１アプリケーションに付与される加重値を含むことを特徴とする請
求項１６に記載の制御方法。
【請求項２２】
　前記現在に実行されている第１アプリケーションを示す使用情報は、現在に実行中であ
る第１アプリケーションのリアルタイム順位を決定するための順位決定要素として用いら
れることを特徴とする請求項１６に記載の制御方法。
【請求項２３】
　通信端末にインストールされた少なくとも１つのアプリケーションに関連する使用情報
を収集するプログラムが記録されている記録媒体において、
　アプリケーション管理インタフェースのホーム画面におけるアプリケーションのアイコ
ン位置を示す使用情報、または、現在に実行されているアプリケーションを示す使用情報
のうち少なくとも１つを収集する情報収集コードと、
　アプリケーション管理インタフェースのホーム画面におけるアプリケーションのアイコ
ン位置を示す使用情報、または、現在に実行されているアプリケーションを示す使用情報
のいずれかをアプリケーションの順位情報を提供するサーバに送信する情報送信コードと
、
　を含むプログラムが記録されていることを特徴とするコンピュータで読み出し可能な記
録媒体。
 
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明の実施形態はユーザの端末で取得した情報を用いてモバイルアプリケーションの
順位を提供する方法及びシステムに関する。
【背景技術】
【０００２】
アプリケーションストア（Ａｐｐｌｉｃａｔｉｏｎ　Ｓｔｏｒｅ）を意味するアップスト
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アは、モバイルアプリケーション（携帯電話に搭載されるスケジュール管理、アドレス帳
、アラーム、計算機、ゲーム、動画、インターネット接続、音楽再生、ナビゲーション、
ワード、アクセルなどのコンテンツアプリケーション）を自由に購買及び販売することの
できるオンライン上のモバイルコンテンツ（ソフトウェア）市場を意味する。
【０００３】
　アップストアは、大型業者が開発して移動通信会社が販売するものではなく、個人がア
プリケーションを開発して販売する開放型の市場として、運営社で公開するＳＤＫ（Ｓｏ
ｆｔｗａｒｅ　Ｄｅｖｅｌｏｐｍｅｎｔ　Ｋｉｔ、ソフトウェア開発キット）、Ｘｃｏｄ
ｅなどのプログラムを用いて誰でも自身が開発したアプリケーションを全世界のスマート
フォンユーザに販売することができる。個人開発者によって開発されたアプリケーション
をアップストアに登録されると、消費者は無線通信に接続して自身が選択したアプリケー
ションを携帯電話にダウンロードしたり、パーソナルコンピュータ（ＰＣ）にダウンロー
ドし、その後、携帯電話にダウンロードされたアプリケーションを移す。
【０００４】
　このようなアップストアには、膨大量のアプリケーションを販売しているためユーザが
アプリケーションを探すには相当な時間を消費しなければならない。大韓民国公開特許第
１０－２０１１－００２０１７８号（公開日２０１１年０３月０２日）には、ユーザ端末
情報に基づいて生成されたアプリケーションリストを提供してユーザ端末に適するアプリ
ケーションのみを検索することのできる技術が開示されている。また、従来にはユーザの
検索便宜のためにアップストアで直接アプリケーションをテーマごとに分類して提供した
り、複数のアップストアで販売されているアプリケーションを紹介する形態のガイドアプ
リケーションが存在した。しかし、従来技術は、直観的な分類に応じてアプリケーション
リストを提供することに過ぎないため、アプリケーションの紹介にサービス的な限界が存
在した。また、ユーザの検索便宜の提供にその限界があった。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００５】
【特許文献１】大韓民国公開特許第１０－２０１１－００２０１７８号明細書
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００６】
本明細書ではユーザの端末で取得されるアプリケーション使用情報に基づいて、モバイル
アプリケーションに対して各種順位を提供するサービスモデルが提案される。
【０００７】
　本発明の目的は、ユーザ端末にインストールされたアプリケーションに関連する使用情
報を取得し、これに基づいてインターネット上のアプリケーションに対する統合順位を提
供することのできる方法及びそのシステムを提供する。
【０００８】
　本発明の他の目的は、ユーザ端末のアプリケーション管理インタフェース上にユーザが
配置するアプリケーションのアイコン位置を基準とする新しい形態のアプリケーション順
位を提供することのできる方法及びそのシステムを提供する。
【０００９】
　本発明の他の目的は、一定周期の間の各種の順位情報だけではなく、現在のユーザ端末
が最も多く実行しているアプリケーションのリアルタイム順位を提供することのできる方
法及びそのシステムを提供する。
【課題を解決するための手段】
【００１０】
通信端末は、少なくとも１つのプロセッサと、メモリと、複数のプログラムとを含み、複
数のプログラムは、メモリに格納されて少なくとも１つのプロセッサによって実行される
ように構成され、少なくとも１つの第１アプリケーション及び第１アプリケーションに関
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連する使用情報を収集する第２アプリケーションを含んでもよい。ここで、第２アプリケ
ーションは、アプリケーション管理インタフェースのホーム画面における第１アプリケー
ションのアイコン位置を示す使用情報、または、現在に実行されている第１アプリケーシ
ョンを示す使用情報のうち少なくとも１つを収集する情報収集コードと、使用情報を第２
アプリケーションに関連する上位システムに送信する情報送信コードとを含み、使用情報
は、上位システムで第１アプリケーションの順位を決定するための順位決定要素として用
いられてもよい。
【００１１】
　一実施形態によると、第１アプリケーションのアイコン位置を示す使用情報は、ホーム
画面で第１アプリケーションのアイコンが配置された位置に付与される加重値を含んでも
よい。
【００１２】
　他の実施形態によると、位置に付与された加重値は、ホーム画面が複数のページから構
成された場合、ページの順に前方ページに配置されたアイコンが後方ページに配置された
アイコンよりも高い加重値が付与されてもよい。
【００１３】
　他の実施形態によると、位置に付与された加重値は、ホーム画面が少なくとも１つのペ
ージから構成された場合、同一ページ内で前方に配置されたアイコンが後方に配置された
アイコンよりも高い加重値が付与されてもよい。
【００１４】
　他の実施形態によると、位置に付与された加重値は、ホーム画面が複数の領域に区分さ
れた少なくとも１つのページから構成された場合、ホーム画面に設定されたアクセス環境
に応じて、ユーザの接近性の高い領域に配置されたアイコンが接近性の低い領域に配置さ
れたアイコンよりも高い加重値が付与されてもよい。
【００１５】
　他の実施形態によると、現在に実行されている第１アプリケーションを示す使用情報は
、メモリ上で現在に実行されている第１アプリケーションに付与される加重値を含んでも
よい。
【００１６】
　他の実施形態によると、現在に実行されている第１アプリケーションを示す使用情報は
、現在に実行中である第１アプリケーションのリアルタイム順位を決定するための順位決
定要素として用いられてもよい。
【００１７】
　他の実施形態によると、情報収集コードは、通信端末にインストールされた第１アプリ
ケーションを示す使用情報、一定周期の間に実行された第１アプリケーションを示す使用
情報、通信端末にインストールされた第１アプリケーションの販売料金の有無を示す使用
情報、通信端末のユーザによる第１アプリケーションの推薦の有無を示す使用情報のうち
少なくとも１つをさらに収集してもよい。
【００１８】
　インターネット上のアプリケーションに対して順位情報を提供するサーバは、通信端末
にインストールされた少なくとも１つの第１アプリケーションに対して、通信端末のアプ
リケーション管理インタフェースのホーム画面における第１アプリケーションのアイコン
位置を示す使用情報、または、通信端末のメモリ上で現在に実行されている第１アプリケ
ーションを示す使用情報のうち少なくとも１つを収集する収集部と、使用情報に対する統
計を基準として第１アプリケーションの順位を提供する提供部とを備えてもよい。
【００１９】
　一実施形態によると、収集部は、通信端末にインストールされて第１アプリケーション
に関連する使用情報を提供する第２アプリケーションとの連係を介して通信端末から使用
情報を収集してもよい。
【００２０】
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　他の実施形態によると、第１アプリケーションのアイコン位置を示す使用情報は、ホー
ム画面で第１アプリケーションのアイコンが配置された位置に付与される加重値を含んで
もよい。
【００２１】
　他の実施形態によると、提供部は、第１アプリケーションごとに加重値を集計してアイ
コン位置に応じる第１アプリケーションの順位を提供してもよい。
【００２２】
　他の実施形態によると、現在に実行されている第１アプリケーションを示す使用情報は
、メモリ上で現在に実行されている第１アプリケーションに付与される加重値を含んでも
よく、提供部は、第１アプリケーションごとに加重値をリアルタイムに集計し、現在に実
行中である第１アプリケーションのリアルタイム順位を提供してもよい。
【００２３】
　他の実施形態によると、収集部は、通信端末にインストールされた第１アプリケーショ
ンを示す使用情報、一定周期の間に実行された第１アプリケーションを示す使用情報、通
信端末にインストールされた第１アプリケーションの販売料金の有無を示す使用情報、通
信端末のユーザによる第１アプリケーションの推薦の有無を示す使用情報のうち少なくと
も１つをさらに収集してもよい。
【００２４】
　他の実施形態によると、提供部は、第１アプリケーションのインストール件数による順
位、第１アプリケーションの実行件数による順位、有料で販売される第１アプリケーショ
ンのインストール件数による順位、無料で販売される第１アプリケーションのインストー
ル件数による順位、第１アプリケーションの推薦の件数による順位のうち少なくとも１つ
を提供してもよい。
【００２５】
　他の実施形態によると、提供部は、通信端末のユーザ居住地を基準として国内全体にお
ける第１アプリケーションの順位、国ごとの第１アプリケーションの順位、国内の地域ご
との第１アプリケーションの順位のうち少なくとも１つを提供してもよい。
【００２６】
　通信端末には、少なくとも１つの第１アプリケーション及び第１アプリケーションに関
連する使用情報を収集する第２アプリケーションがインストールされ、第２アプリケーシ
ョンで、アプリケーション管理インタフェースのホーム画面における第１アプリケーショ
ンのアイコン位置を示す使用情報、または、現在に実行されている第１アプリケーション
を示す使用情報のうち少なくとも１つを収集するステップと、第２アプリケーションで、
使用情報を第２アプリケーションに関連する上位システムに送信するステップとを含んで
もよい。ここで、使用情報は、上位システムで第１アプリケーションの順位を決定するた
めの順位決定要素として用いられてもよい。
【発明の効果】
【００２７】
　本発明によると、アプリケーションを直接に使用しているユーザの端末で取得すること
のできる様々な特徴に基づいてインターネット上のアプリケーションに対する統合順位を
提供することでアプリケーションを紹介して推薦するときに有用な情報を提供することが
でき、これによって他のユーザにアプリケーションの検索便宜を提供することができる。
【００２８】
　本発明によると、ユーザ端末のアプリケーション管理インタフェース上にユーザが配置
するアプリケーションのアイコン位置をベースにしたアプリケーション順位を提供するこ
とで、ユーザによってアクセスしやすい位置に配置されて使用頻度の高いアプリケーショ
ンを紹介することができる。
【００２９】
　本発明によると、現在のユーザ端末が最も多く実行しているアプリケーションのリアル
タイム順位を提供することによって、一定周期の間の順位情報の他にもリアルタイムの人
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気アプリケーションを紹介することができる。
【図面の簡単な説明】
【００３０】
【図１】本発明の一実施形態に係るインターネット上のアプリケーションの順位情報を提
供するサービスモデルを説明するための図である。
【図２】本発明の一実施形態に係るインターネット上のアプリケーションの順位情報を提
供するサービスモデルを説明するための図である。
【図３】本発明の一実施形態に係るユーザ端末上のアプリケーションに対する使用情報を
収集してサーバに送信するプログラムのプロセスを示すフローチャートである。
【図４】本発明の一実施形態に係るユーザ端末上でアプリケーションのアイコン位置に応
じる使用情報を収集するためのロジックを説明するための図である。
【図５】本発明の一実施形態に係るユーザ端末上のアプリケーションに対するユーザの実
際の使用統計に基づいたアプリケーション順位情報を提供するサーバの内部構成を示すブ
ロック図である。
【図６】本発明の一実施形態に係るユーザ端末上のアプリケーションに対するユーザの実
際の使用統計に基づいたアプリケーション順位情報を提供する方法を示すフローチャート
である。
【発明を実施するための形態】
【００３１】
　以下、本発明の実施形態を添付する図面を参照しながら詳細に説明する。
【００３２】
インターネット上のアプリケーションについて順位情報を提供するサーバシステムとユー
ザ端末の実施形態を説明する。
【００３３】
　本明細書において、アプリケーションは通信端末に搭載可能な全てのアプリケーション
を意味し、ユーザ端末はパーソナルコンピュータ、タブレット、スマートフォンなどアプ
リケーションを搭載してもよく、サーバシステムとの通信接続が可能な全ての通信端末を
意味する。ここで、ユーザ端末は、ディスプレイ手段の一例として、タッチ検出ディスプ
レイを含んでもよい。タッチ検出ディスプレイとユーザとの間の接触ポイントはユーザの
１つ以上の指またはスタイラスペンなどに対応する。
【００３４】
　図１は、インターネット上のアプリケーションに対してユーザの使用情報をベースにし
た順位情報を提供するサービスモデルを示している。ここで、インターネット上のアプリ
ケーションとは、ユーザ端末を対象にアプリケーションに対するダウンロードサービスを
提供するアップストア（ａｐｐ　ｓｔｏｒｅ）１０１上に登録された全てのアプリケーシ
ョンを意味する。ユーザはユーザ端末１０２を介してアップストア１０１に接続した後、
アップストア１０１で必要なアプリケーションをユーザ端末１０２にダウンロード及びイ
ンストールしてもよい。ここで、アプリケーション順位提供システム１００は、ユーザ端
末１０２にダウンロードしたアプリケーションデータを分析してアップストア１０１上の
アプリケーションの順位情報を提供してもよい。
【００３５】
　本実施形態において、アプリケーション順位提供システム１００は、ユーザがアプリケ
ーションを実際に使用するものと関連して、ユーザ端末１０２で取得される様々な特徴（
以下、「使用情報」と称する）に基づいて内部的に実現されたランキングロジックに応じ
て各種のアプリケーション順位を提供してもよい。
【００３６】
図２を参照すると、アプリケーション順位提供システム１００は、ユーザ端末１０２にお
いて、ユーザ端末１０２にインストールされたアプリケーションの使用情報を収集する機
能を含むアプリケーション（以下、「情報収集アプリケーション」と称する）を提供して
もよい（Ｓ２０１）。



(9) JP 2013-54736 A 2013.3.21

10

20

30

40

50

【００３７】
ここで、情報収集アプリケーションは、インターネット上のアプリケーションの順位情報
を提供する順位提供アプリケーションと結合された形態で構成されたり、順位提供アプリ
ケーションとは別途のアプリケーションで構成してもよい。ユーザが、自身のユーザ端末
１０２に情報収集アプリケーションをダウンロードしてインストールする過程（Ｓ２０２
）において、アプリケーションの使用情報を上位システムのアプリケーション順位提供シ
ステム１００に提供することに同意すると（Ｓ２０３）、情報収集アプリケーションでア
プリケーションの使用情報を自動収集してアプリケーション順位提供システム１００に送
信する（Ｓ２０４）。
【００３８】
ここで、アプリケーション順位提供システム１００は、情報収集アプリケーションがイン
ストールされたユーザ端末１０２からアプリケーションに対するユーザの使用情報を収集
し、実際ユーザのアプリケーション使用の統計に基づいてアプリケーション順位を決定し
てもよい（Ｓ２０５）。
【００３９】
ここで、ユーザ端末１０２で取得した情報に基づいて決定されたアプリケーション順位情
報は、情報収集アプリケーションまたは別途のアプリケーションによって提供されたり、
または、様々なプラットフォームで提供されてもよい。
【００４０】
　図３を参照して、情報収集アプリケーションのプロセスを具体的に説明する。
【００４１】
　図３は、本発明の一実施形態に係るユーザ端末にインストールされたアプリケーション
の使用情報を収集してサーバに送信する情報収集アプリケーションのプロセスを示すフロ
ーチャートである。情報収集アプリケーションはアプリケーションの使用情報を収集する
情報収集コードと、アプリケーションの使用情報をサーバに送信する情報送信コードで構
成されてもよい。
【００４２】
　ステップＳ３１０において、ユーザ端末は情報収集アプリケーションの情報収集コード
によってユーザ端末上のアプリケーションに関連する使用情報を収集する役割を行う。
【００４３】
　本実施形態において、ユーザ端末にインストールされたアプリケーションの使用情報は
次の通りである。
【００４４】
　（１）ユーザ端末のホーム画面におけるアプリケーションのアイコン位置を示す使用情
報
　（２）ユーザ端末のメモリ上に現在に実行されているアプリケーションを示す使用情報
　（３）最近の一定期間の間にユーザ端末に新しくダウンロードまたはアップデートされ
てインストールされたアプリケーションを示す使用情報
　（４）最近の一定期間の間にユーザ端末で実行されたアプリケーションを示す使用情報
　（５）ユーザ端末にインストールされたアプリケーションの販売料金の有無（有料また
は無料）を示す使用情報
　（６）ユーザ端末のユーザによるアプリケーションの推薦有無を示す使用情報
【００４５】
　アプリケーションの使用情報のうち（１）の使用情報は、ユーザがアイコンをアクセス
しやすい位置に置いて使用する、接近性を把握して順位を集計する順位決定要素として用
いられてもよい。また、(２)の使用情報は、現在のユーザ端末が多く実行しているアプリ
ケーションを分析してリアルタイムの人気順位を集計する順位決定要素として用いられて
もよい。また、（３）の使用情報は、最近の一定周期（例えば、１ｄａｙ）を基準として
ユーザが端末にアプリケーションをインストールしたインストール件数を把握して順位を
集計する順位決定要素として用いられてもよい。また、（４）の使用情報は、最近の一定
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周期を基準としてユーザが端末でアプリケーションを実行した実行件数を把握して順位を
集計する順位決定要素として用いられてもよい。また、（５）の使用情報は、アプリケー
ションを有料で販売するものと無料で販売するものとを区分し、有料アプリケーションと
無料アプリケーションのインストール件数をそれぞれ把握して順位を集計する順位決定要
素として用いられてもよい。最後に、（６）の使用情報は、最近の一定周期を基準として
ユーザがアプリケーションを推薦した推薦件数を把握して順位を集計する順位決定要素と
して用いられてもよい。
【００４６】
　詳細に、アプリケーションの使用情報のうち（１）の使用情報は、ホーム画面でアプリ
ケーションのアイコンが配置された位置に付与される加重値を含んでもよい。ユーザ端末
は、アプリケーション管理インタフェースのホーム画面に対して一種の座標値のような位
置値を有し、ユーザの接近性を考慮して位置値に応じて加重値を付与してもよい。そして
、ホーム画面に対するアクセス環境の一例として、ユーザの右利き／左利きの設定を含ん
でもよい。
【００４７】
右利きの場合、ホーム画面の右側の下方部分が前の部分に該当して接近性の高いものと定
義される一方、左利きの場合、ホーム画面の左側の下方部分が前の部分に該当して接近性
が高いものと定義される。
【００４８】
　一例として、ホーム画面が複数のページから構成された場合、ページ順に前方ページに
配置されたアイコンは後方ページに配置されたアイコンよりも高い加重値を付与してもよ
い。
【００４９】
他の例として、ホーム画面が少なくとも１つのページから構成された場合、同一ページ内
ではホーム画面に設定されたアクセス環境を基準に基づき、上方に配置されたアイコンは
下方に配置されたアイコンに比べて高い加重値を付与してもよい。
【００５０】
他の例として、ホーム画面が複数の領域に区分された少なくとも１つのページから構成さ
れた場合、ホーム画面に設定されたアクセス環境に応じて接近性の高い領域に配置された
アイコンに対して接近性の低い位置に配置されたアイコンよりも高い加重値を付与しても
よい。
【００５１】
　図４を参照すると、ユーザが右利きとしてアクセス環境を設定した場合、ホーム画面４
１０のようなページ内であれば、アイコンＡ４０１に比べてアイコンＢ４０２に加重値を
さらに付与してもよい。また、ホーム画面４１０が第１領域４１１と第２領域４１２に区
分される場合、ユーザの立場から頻繁に使用するアプリケーションのアイコンを主に第２
領域４１２に配置するため、第１領域４１１に配置されたアイコンＢ４０２に比べて第２
領域４１２に配置されたアイコンＣ４０４にさらに高い加重値を付与してもよい。
【００５２】
同じ論理で、アンドロイドベースのアプリケーション管理インタフェースではホーム画面
が「ホーム（Ｈｏｍｅ）」ページと「メインメニュー（ｍａｉｎ　ｍｅｎｕ）」ページか
ら構成されるが、ここで、ユーザが頻繁に使用するアプリケーションの場合、主にホーム
ページにアイコンを配置するため、これもホームページに配置されたアイコンにメインメ
ニューページよりも高い加重値を付与してもよい。
【００５３】
また、アイコンＣ４０４とアイコンＤ４０３が同一領域の第２領域４１２内に位置しても
、アイコンＤ４０３よりも前方に配置されたアイコンＣ４０４に加重値をさらに付与して
もよい。
【００５４】
したがって、（１）の使用情報は、アプリケーションに対するユーザの接近性を分析して
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アクセスしやすい位置に配置されたアプリケーション順位の集計に使用されてもよい。
【００５５】
　次に、アプリケーションの使用情報のうち、（２）の使用情報は、ユーザ端末内のメモ
リに現在使用しているアプリケーションを示す使用情報である。ここで、メモリに現在使
用しているアプリケーションはユーザが現在の利用中にあるアプリケーションを意味する
ものとして、（２）の使用情報には、メモリ上に現在に実行されているアプリケーション
に付与される加重値を含んでもよい。すなわち、（２）の使用情報は、現在のユーザ端末
によって実行されているアプリケーションを分析してリアルタイム人気順位の集計に使用
されてもよい。
【００５６】
　再び図３を参照すると、ステップＳ３２０において、ユーザ端末はステップＳ３１０で
収集されたアプリケーションの使用情報を情報収集アプリケーションの情報送信コードに
よってサーバに送信してもよい。
【００５７】
アプリケーションの使用情報のうち（２）の使用情報は、実行中のアプリケーションがあ
る場合、リアルタイムにサーバに送信され、その他の使用情報は一定周期に送信されたり
以前周期の使用情報に変更内容があるとき送信されてもよい。ここで、サーバシステムの
アプリケーション順位提供システムでは、ユーザ端末から収集された（１）から（６）の
使用情報のうち、少なくとも１つを含むアプリケーションの使用情報に基づいてアプリケ
ーション順位を集計する。
【００５８】
　情報収集アプリケーションによってユーザが実際に使用したアプリケーションの使用情
報をサーバに提供するユーザ端末の装置構成は図示していないが、メモリ、少なくとも１
つのプロセッサ、複数のプログラムを含んでもよい。ここで、複数のプログラムは、メモ
リに格納されて少なくとも１つのプロセッサによって実行されるように構成してもよく、
これは少なくとも１つのアプリケーションと、アプリケーションの使用情報を収集する機
能の情報収集アプリケーションを含んでもよい。
【００５９】
そして、ユーザ端末は、ＣＤＭＡ、ＷＣＤＭＡ、ＬＴＥ、Ｗｉ－Ｆｉ、ブルートゥース（
登録商標）などの様々な通信プロトコルを支援し、サーバシステムのアプリケーション順
位提供システムとの通信を許可することのできる通信モジュールを含んでもよい。
【００６０】
　図５を参照して、アプリケーション順位を集計するアプリケーション順位提供システム
の内部構成を具体的に説明する。
【００６１】
　図５は、本発明の一実施形態に係る実際ユーザから収集されたアプリケーションの使用
情報をベースにしたアプリケーション順位を提供するアプリケーション順位提供システム
の内部構成を示すブロック図である。図５に示すように、アプリケーション順位提供シス
テム５００は、収集部５１０と、提供部５２０で構成されてもよい。
【００６２】
　収集部５１０は、ユーザ端末にインストールされたアプリケーションの使用情報を収集
する役割を行う。収集部５１０は、ユーザ端末にインストールされた情報収集アプリケー
ションとの連係によってユーザ端末からユーザ端末上にあるアプリケーションの実際の使
用情報を受信して収集してもよい。
【００６３】
収集部５１０は、（１）ユーザ端末のホーム画面におけるアプリケーションのアイコン位
置を示す使用情報、（２）ユーザ端末のメモリ上に現在に実行されているアプリケーショ
ンを示す使用情報、（３）最近の一定期間の間にユーザ端末に新しくダウンロードまたは
アップデートされてインストールされたアプリケーションを示す使用情報、（４）最近の
一定期間の間にユーザ端末で実行されたアプリケーションを示す使用情報、（５）ユーザ
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端末にインストールされたアプリケーションの販売料金の有無（有料または無料）を示す
使用情報、（６）ユーザ端末のユーザによるアプリケーションの推薦有無を示す使用情報
のうち少なくとも１つを含むアプリケーションの使用情報を収集してもよい。
【００６４】
また、収集部５１０は、情報収集アプリケーションをインストールしたユーザ居住地に関
連する情報を追加収集してもよい。ここで、ユーザは、（１）から（６）の使用情報及び
居住地情報に関する情報提供を全ての情報に対して一括的あるいは個別的に同意してもよ
く、ここで、収集部５１０はユーザが情報提供に同意した情報を選別して収集してもよい
。
【００６５】
　提供部５２０は、収集部５１０で収集された、（１）から（６）の使用情報のうち少な
くとも１つを含むアプリケーションの使用情報をベースにしたアプリケーション順位を集
計してもよい。
【００６６】
ここで、（１）から（６）の使用情報は各情報に対応する加重値を含んでもよい。一例と
して、（１）の使用情報は、ユーザ端末のホーム画面でアプリケーションのアイコンが配
置された位置に付与される加重値を含み、（２）の使用情報は、ユーザ端末のメモリ上に
現在に実行されているアプリケーションに付与される加重値を含んでもよい。ここで、提
供部５２０は、（１）から（６）の使用情報に対して加重値を合算してアプリケーション
順位を集計してもよい。言い換えると、提供部５２０は（１）から（６）の使用情報をベ
ースにしてユーザが配置するアイコン位置に応じる接近性、ユーザが現在の実行している
リアルタイム実行件数、一定周期の間にユーザが端末にインストールしたインストール件
数（有料アプリケーションのインストール件数と無料アプリケーションのインストール件
数を区分）、一定周期の間にユーザが実際に実行した実行件数、一定周期の間にユーザが
推薦した推薦件数のうち少なくとも１つの順にアプリケーション順位を集計してもよい。
【００６７】
提供部５２０は（１）から（６）の使用情報を全て結合してアプリケーション順位を集計
したり、（１）から（６）の使用情報を個別あるいは一部を選択してアプリケーション順
位を集計してもよい。
【００６８】
また、提供部５２０は、アプリケーションの使用情報を収集した対象であるユーザの居住
地を基準として国内全体におけるアプリケーション順位、国ごとのアプリケーション順位
、国内の各地域ごとのアプリケーション順位などを集計してもよい。提供部５２０は（１
）から（６）の使用情報に基づいて集計されたアプリケーション順位を情報収集アプリケ
ーションまたは別途のアプリケーションによって提供したり、または、様々なプラットフ
ォームで提供してもよい。
【００６９】
　図６は、本発明の一実施形態に係る実際ユーザから収集されたアプリケーションの使用
情報をベースにしたアプリケーション順位を提供するアプリケーション順位提供方法を示
すフローチャートである。本実施形態に係るアプリケーション順位提供方法は、図５を参
照して説明したアプリケーション順位提供システム５００によって各ステップが行われる
。
【００７０】
　ステップＳ６１０において、アプリケーション順位提供システム５００はユーザ端末に
インストールされた情報収集アプリケーションとの連係によってユーザ端末からユーザ端
末上にあるアプリケーションの実際の使用情報を受信して収集してもよい。
【００７１】
ここで、アプリケーション順位提供システム５００は、ユーザ端末のホーム画面における
アプリケーションのアイコン位置を示す使用情報、ユーザ端末のメモリ上に現在に実行さ
れているアプリケーションを示す使用情報、最近の一定期間の間にユーザ端末に新しくダ
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ウンロードまたはアップデートしてインストールされたアプリケーションを示す使用情報
、最近の一定期間の間にユーザ端末で実行されたアプリケーションを示す使用情報、ユー
ザ端末にインストールされたアプリケーションの販売料金の有無（有料または無料）を示
す使用情報、ユーザ端末のユーザによるアプリケーションの推薦有無を示す使用情報のう
ち少なくとも１つを含むアプリケーションの使用情報を収集してもよい。
【００７２】
また、アプリケーション順位提供システム５００は、情報収集アプリケーションをインス
トールしたユーザ居住地に関連する情報を追加収集してもよい。
【００７３】
　ステップＳ６２０において、アプリケーション順位提供システム５００は、アプリケー
ションの使用情報をベースにしたアプリケーション順位を集計して提供してもよい。
【００７４】
アプリケーション順位提供システム５００は、アプリケーションの使用情報をベースにし
てユーザが配置するアイコン位置に応じる接近性、ユーザが現在の実行しているリアルタ
イム実行件数、一定周期の間にユーザが端末にインストールしたインストール件数（有料
アプリケーションのインストール件数と無料アプリケーションのインストール件数を区分
）、一定周期の間にユーザが実際実行した実行件数、一定周期の間にユーザが推薦した推
薦件数のうち少なくとも１つの順にアプリケーション順位を集計してもよい。
【００７５】
また、アプリケーション順位提供システム５００は、アプリケーションの使用情報を収集
した対象であるユーザの居住地を基準として国内全体におけるアプリケーション順位、国
ごとのアプリケーション順位、国内の地域ごとのアプリケーション順位などを集計しても
よい。
【００７６】
　したがって、本実施形態は、アプリケーションを実際用いるユーザの端末で取得できる
様々な情報に基づいてアプリケーション順位を提供してもよく、特にユーザが配置するア
イコン位置に応じる接近性を把握してアプリケーション順位を集計したり、現在のユーザ
が多く実行しているアプリケーションを分析してリアルタイム人気順位を集計することが
できる。
【００７７】
　本発明の実施形態は、多様なコンピュータ手段を介して様々な処理を実行することがで
きるプログラム命令の形態で実現され、コンピュータ読取可能な記録媒体に記録されても
よい。コンピュータ読取可能な媒体は、プログラム命令、データファイル、データ構造な
どの単独または組み合わせたものを含んでもよい。
【００７８】
媒体に記録されるプログラム命令は、本発明の目的のために特別に設計されて構成された
ものでもよく、コンピュータソフトウェア分野の技術を有する当業者にとって公知のもの
であり使用可能なものであってもよい。コンピュータ読取可能な記録媒体の例としては、
ハードディスク、フロッピー（登録商標）ディスク及び磁気テープのような磁気媒体、Ｃ
Ｄ－ＲＯＭ、ＤＶＤのような光記録媒体、光ディスクのような光磁気媒体、及びＲＯＭ、
ＲＡＭ、フラッシュメモリなどのようなプログラム命令を格納して実行するように特別に
構成されたハードウェア装置が含まれてもよい。
【００７９】
プログラム命令の例としては、コンパイラによって生成されるような機械語コード（ｍａ
ｃｈｉｎｅ　ｃｏｄｅ）だけでなく、インタプリタなどを用いてコンピュータによって実
行され得る高級言語コード（ｈｉｇｈｅｒ　ｌｅｖｅｌ　ｃｏｄｅ）を含む。上述したハ
ードウェア装置は、本発明の動作を行うために１つ以上のソフトウェアのレイヤで動作す
るように構成されてもよい。
【００８０】
　上述したように本発明を限定された実施形態と図面によって説明したが、本発明は、上
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記の実施形態に限定されることなく、本発明が属する分野における通常の知識を有する者
であれば、このような実施形態から様々な修正及び変形が可能である。
　したがって、本発明の範囲は、開示された実施形態に限定して定められるものではなく
、特許請求の範囲だけではなく特許請求の範囲と均等なものなどによって定められるもの
である。
【符号の説明】
【００８１】
　５００　　　アプリケーション順位提供システム
　５１０　　　収集部
　５２０　　　提供部

【図１】

【図２】

【図３】

【図４】

【図５】



(15) JP 2013-54736 A 2013.3.21

【図６】



(16) JP 2013-54736 A 2013.3.21

フロントページの続き

(72)発明者  愼　重　▲巴▼
            大韓民国　４６３－８６７　キョンギ－ド　ソンナム－シ　プンダン－グ　チョンジャ－ドン　１
            ７８－１　エヌエイチエヌ　グリーン　ファクトリー内
(72)発明者  李　▲正▼　▲文▼
            大韓民国　４６３－８６７　キョンギ－ド　ソンナム－シ　プンダン－グ　チョンジャ－ドン　１
            ７８－１　エヌエイチエヌ　グリーン　ファクトリー内
Ｆターム(参考) 5B376 AA32  AA35  DA03  DA20  FA13 


	biblio-graphic-data
	abstract
	claims
	description
	drawings
	overflow

