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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　位置に基づくソーシャルネットワーキングを管理するネットワークサーバーにおいて、
　データ及びインストラクションを記憶するためのデータ記憶コンポーネントと、
　前記インストラクションを実行して、前記ネットワークサーバーが、
　　複数のプロフィールを受け取り、各プロフィールは、複数のユーザの各１人に対して
受け取られ、更に、各プロフィールは、複数の特性を複数のユーザ内の各ユーザに関連付
けるものであり、
　　信用性のレベルを各プロフィールにおける特性の少なくとも幾つかに関連付け、特性
の中の前記信用性のレベルは、前記各ユーザに関連する複数の行動情報に基づくものであ
り、前記複数の行動情報は前記各ユーザ以外のソースから取得されるものであり、
　関連性のレベルを前記各ユーザに対する前記プロフィールの前記特性の少なくともいく
つかに関連付けるステップであって、前記関連性のレベルは、前記少なくともいくつかの
特性がスレッシュホールド値に従ったあるサンプルサイズの行動情報から得られる前記行
動情報に基づいて決定されるかどうかを部分的に示すものであり、
　　第１ユーザに対して前記複数のユーザの１人とマッチングさせるのに使用できる基準
を受け取り、
　　前記第１ユーザの現在位置を指示する情報を取得し、
　　前記信用性のレベル、前記関連性のレベル、及び前記第１ユーザの現在位置に少なく
とも一部分基づいて前記基準に対する前記複数のユーザの１人の一致を決定する、
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ことを含むアクションを遂行するようにさせるプロセッサと、
を備えたネットワークサーバー。
【請求項２】
　少なくとも１つの特性は、前記プロフィールに関連したユーザ以外の別のユーザとの関
係に関する情報を含み、この関係情報は、他のユーザにより確証される、請求項１に記載
のネットワークサーバー。
【請求項３】
　各ユーザにより与えられる特性には、各ユーザ以外により与えられる特性より低い信用
性のレベルが関連付けられる、請求項１に記載のネットワークサーバー。
【請求項４】
　少なくとも１つの特性は、前記第１ユーザと、前記複数のユーザの別のユーザとの間の
関係を指示し、前記信用性のレベルは、更に、前記第１ユーザ及び他のユーザが同じ位置
にいた回数に一部分基づく、請求項１に記載のネットワークサーバー。
【請求項５】
　前記インストラクションは、前記ネットワークサーバーが、
　前記第１ユーザの現在位置に一部分基づいて前記第１ユーザへプロモーションメッセー
ジを送信する、
ことを更に含むアクションを遂行するようにさせる、請求項１に記載のネットワークサー
バー。
【請求項６】
　前記インストラクションは、前記ネットワークサーバーが、
　第２ユーザが訪れた位置を自動的に決定し、第２ユーザが不在のときは、位置を手動で
指定し、
　前記第２ユーザが訪れた前記決定された位置を使用して、前記複数のユーザの１人の一
致を更に決定する、
ことを更に含むアクションを遂行するようにさせる、請求項１に記載のネットワークサー
バー。
【請求項７】
　コンピューティング装置を介して、複数のプロフィールをアクセスするステップであっ
て、各プロフィールは、複数のユーザの各１人に対して受け取られ、更に、各プロフィー
ルは、複数の特性を複数のユーザ内の各ユーザに関連付けるものであるステップと、
　前記コンピューティング装置を介して、信用性のレベルを各プロフィールの少なくとも
幾つかの前記特性に関連付けるステップであって、特性の中の前記信用性のレベルは、前
記各ユーザに関連付けられた複数の行動情報に基づくものであり、前記複数の行動情報は
前記各ユーザ以外のソースから取得されるものであるステップと、
　前記コンピューティング装置を介して、関連性のレベルを各プロフィールにおける特性
の少なくとも幾つかに関連付けるステップであって、前記関連性のレベルは、前記特性の
少なくとも幾つかが、スレッシュホールド値に従ったあるサンプルサイズの行動情報から
得られる前記行動情報に基づいて決定されるかどうかを部分的に指示するものであるステ
ップと、
　前記コンピューティング装置において、前記複数のユーザの１人とマッチングさせるの
に使用できる基準を受け取るステップと、
　前記コンピューティング装置を介して、第１ユーザの現在位置を決定するステップと、
　前記コンピューティング装置を介して、前記関連性のレベル、前記信用性のレベル、及
び前記第１ユーザの現在位置に少なくとも一部分基づいて前記基準に対する前記複数のユ
ーザの１人の一致を決定するステップと、
　前記コンピューティング装置を介して、前記第１ユーザに対してマッチングする前記複
数のユーザの１人に関連付けられたプロフィールの少なくとも一部分を与えるステップと
、
を備えた位置に基づくソーシャルネットワーキング方法。
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【請求項８】
　前記コンピューティング装置を介して、前記複数のユーザのマッチングする１人に一致
を指示する情報を与えるステップを更に備えた、請求項７に記載の方法。
【請求項９】
　少なくとも１つのプロフィールは、前記第１ユーザ以外により与えられる前記第１ユー
ザに関するフィードバックを含む、請求項７に記載の方法。
【請求項１０】
　前記コンピューティング装置を介して、前記第１ユーザの現在位置を使用して、前記第
１ユーザが商人から所定の距離内にあるかどうか決定するステップと、
　前記コンピューティング装置を介して、前記第１ユーザが商人から所定の距離内にある
場合には、競合する商人に対する広告を前記第１ユーザに送信するステップと、
を更に備えた請求項７に記載の方法。
【請求項１１】
　前前記コンピューティング装置を介して、記複数のユーザ内の他のユーザの現在位置を
決定するステップと、
　前記コンピューティング装置を介して、前記他のユーザのうちの少なくとも１人が店舗
内に位置するかどうか決定するステップと、
　前記コンピューティング装置を介して、前記他のユーザのうちの少なくとも１人が店舗
内に位置する場合には、その少なくとも１人の他のユーザに関連したプロフィールの少な
くとも一部分をその店舗にいる販売代表者に与えるステップと、
を更に備えた請求項７に記載の方法。
【請求項１２】
　前記第１ユーザの現在位置を決定する前記ステップは、更に、少なくとも１つの事象が
現在位置に関連しているかどうか、又は商人が現在位置に関連しているかどうか決定する
ことを含む、請求項７に記載の方法。
【請求項１３】
　アクションを遂行するように各々構成された複数の移動装置であって、前記アクション
は、各移動装置のユーザに対するプロフィールを与えることを含み、更に、各プロフィー
ルは、各ユーザに関連付けられた複数の特性を含むものである複数の移動装置と、
　アクションを遂行するよう構成されたネットワーク装置であって、前記アクションは、
　　前記複数の移動装置から各プロフィールを受け取り、
　　信用性のレベル及び関連性のレベルを、前記移動装置の各ユーザに対する各プロフィ
ールにおける少なくとも幾つかの特性に関連付け、特性の中の前記信用性のレベルは、前
記各ユーザに関連付けられた複数の行動情報に基づくものであり、前記複数の行動情報は
前記各ユーザ以外のソースから取得されるものであり、そして前記関連性のレベルは、前
記少なくとも幾つかの特性が、スレッシュホールド値に従ったあるサンプルサイズの行動
情報から得られる前記行動情報に基づいて決定されるかどうか部分的に指示し、
　　第１ユーザに対して前記複数のユーザの１人とマッチングさせるのに使用できる基準
を受け取り、
　　前記第１ユーザの現在位置を指示する情報を得、
　　前記第１ユーザの現在位置と、前記信用性のレベル及び前記関連性のレベルに少なく
とも一部分基づいて、前記基準に対する前記複数のユーザの１人の一致を決定し、
　　前記複数のユーザのマッチングする１人に関連したプロフィールの少なくとも一部分
を前記第１ユーザの移動装置に表示するために前記第１ユーザに与える、
ことを含むものであるネットワーク装置と、
を備えた位置に基づくソーシャルネットワーキングシステム。
【請求項１４】
　前記少なくとも幾つかのプロフィールは、更に、各ユーザが訪れる位置を指示する情報
を含む、請求項１３に記載のシステム。
【請求項１５】
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　第１ユーザに対して前記複数のユーザの１人とマッチングさせるのに使用できる基準を
受け取ることは、前記第１ユーザの現在位置と、前記複数のユーザ内の少なくとも１人の
ユーザが訪れる位置との接近度を指示する情報を得ることを含む、請求項１３に記載のシ
ステム。
【請求項１６】
　前記ネットワーク装置は、更に、前記第１ユーザの現在位置が前記複数のユーザ内の別
のユーザの所定接近度内にある場合に、前記別のユーザに対する前記第１ユーザの接近度
を使用して更に一致を決定する、ことを含むアクションを遂行するよう構成される、請求
項１３に記載のシステム。
【請求項１７】
　前記ネットワーク装置は、更に、前記第１ユーザの現在位置に基づいて前記第１ユーザ
の移動装置にプロモーションアイテムを送信する、ことを含むアクションを遂行するよう
構成される、請求項１３に記載のシステム。
【請求項１８】
　前記ネットワーク装置は、更に、
　第２ユーザの移動装置から透過的に得られる位置情報に基づいて、第２ユーザが訪れる
位置を自動的に決定し、
　前記第２ユーザが訪れる前記決定された位置を使用して、前記複数のユーザの１人の一
致を更に決定する、
ことを含むアクションを遂行するよう構成される、請求項１３に記載のシステム。
【請求項１９】
　位置に基づくソーシャルネットワーキングを管理する移動装置において、
　データ及びインストラクションを記憶するためのデータ記憶コンポーネントと、
　前記インストラクションを実行して、
　　前記移動装置の位置を決定し、前記移動装置は、第１ユーザに関連付けられ、
　　前記移動装置の所定範囲内にある複数の他の移動装置の各々に対して、その範囲内の
移動装置に関連した各ユーザに対するユーザプロフィールを受け取り、各プロフィールは
、複数の特性を各ユーザに関連付けるものであり、そして少なくとも幾つかの前記特性は
、信用性のレベル及び関連性のレベルを含み、前記信用性のレベルは前記各ユーザに関連
する複数の行動情報に基づくものであり、前記複数の行動情報は前記各ユーザ以外のソー
スから取得されるものであり、前記関連性のレベルは、スレッシュホールド値に従ったあ
るサンプルサイズの行動情報から得られる前記行動情報に基づくものであり、
　　前記所定範囲内にある少なくとも１つの他の移動装置に関連付けられたユーザの１人
に対して前記第１ユーザをマッチングさせるのに使用できる基準を受け取り、
　　前記信用性のレベル、前記関連性のレベル、及び前記第１ユーザの位置に少なくとも
一部分基づいて前記基準に対する前記他のユーザの少なくとも１人の一致を決定し、
　　一致の通知を前記第１ユーザの少なくとも１人又は前記他のユーザの少なくとも１人
に与える、
ことを含むアクションを遂行するように構成されたプロセッサと、
を備えた移動装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、一般に、人々及びエンティティに関するプロフィール情報を発生し及び収集
し、そのプロフィール情報に基づいて前記人々及びエンティティをマッチングさせ又はフ
ィルタリングするシステム及び方法に係る。
【背景技術】
【０００２】
　ソーシャルネットワーキングシステムは、プロフィールを使用して、互いに会いたい人
々を接続することができる。他の方法では会うことのない他人や友人を接続するという考
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え方は、有力なものである。しかしながら、これらシステムの価値は、マッチングを行な
うのに使用される基礎的方法、即ち共通の仕事関係、社会的関係、家族関係、適合する肉
体的特徴、或いは食べ物や衣服や余暇活動やスポーツや娯楽や音楽や芸術等についての自
己宣言した好みのような基本的好みの特徴によって制限されることがある。
【０００３】
　このような基本的なソーシャルネットワーキングシステムに伴う重大な問題は、マッチ
ング基準の検証性及び真正性に欠け、質の低いマッチングの氾濫を招くことである。質の
低いマッチングが多過ぎると、システム全体の信頼性を失い、全体的な有用性が不充分と
なり、且つこのようなマッチング基準を通して人に会った（エンティティに接続した）と
きに信用上の問題を招くことになる。
【０００４】
　別の問題として、このようなシステムは、アンケートに書き込むのと同様に、ユーザが
個人的情報を入力することにより自己発生プロフィールを作成するという退屈な作業を実
行することを強制する。これは、参加者にとって不便で、且つ誰もが信頼し得る基準がな
いという２つの問題を招く。第１に、多くの人々は、多忙であるか又は怠慢である。ユー
ザが多変量のプロフィールを作成し更新することに依存するシステムは、本来、欠点があ
る。非常に多くの人々が自分のプロフィールをつまらなくする。第２に、人々は、自己宣
言情報のところに来ると異なる標準を有する。自分はワインの目利きと思い、又、誰かの
定義によれば、自分は初心者と思うことがある。更に、自分のプロフィールを作成する際
に自分で供給する情報は、システムにおいて自分を他のユーザと区別するのに有用でない
ことがある。例えば、自分は、自己発生プロフィールではレッドソックスのファンと言う
ことができる。しかしながら、この情報は、ボストン地域にいる数千の他のレッドソック
スファンの中で区別するのに有用なものではない。微妙なものが失われている。例えば、
自分は、熱狂的なファンで、自分のようにシーズンチケットを有する他の者に会いたい。
換言すれば、段階的変化情報が重要であり、あるときには、それが失われるか、又は自己
発生プロフィールで誤って特徴付けされることがある。
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
　それ故、ユーザプロフィールに根拠及び標準を追加する改良されたシステム及び方法、
理想的には、プロフィールを構築し維持する厄介なタスクの負担をユーザに掛けないシス
テム及び方法が要望される。又、ユーザを位置及び状況に基づいてマッチングさせフィル
タリングする改良されたシステム及び方法も要望される。更に、人々を他の人々とマッチ
ングさせるだけではなく、人々を、レストランやバーや組織やパーティや店や都市のよう
な「エンティティ」ともマッチングさせるのを許す改良されたシステムも要望される。
【課題を解決するための手段】
【０００６】
　本発明は、ソーシャルネットワーキングシステム及び方法に係る。位置に関連したデー
タ及び他の行動及び外因的に発生される特性を使用して、自己発生プロフィールに置き換
え又はそれを補足し、システムを使用してなされるマッチングの質及び信頼性を向上させ
ると共に、プロフィール情報の入力を容易にする。
【発明を実施するための最良の形態】
【０００７】
　本発明の新規な特徴は、特許請求の範囲に特に記載する。本発明の特徴及び効果は、本
発明の原理を使用した実施形態を示す以下の詳細な説明及び添付図面から良く理解されよ
う。
【０００８】
　本発明の実施形態は、移動装置のユーザに対するプロフィール情報を収集し及び発生し
、そしてそれらプロフィールに基づいてユーザをマッチングさせるシステム及び方法を提
供する。特に、移動装置は、位置に基づく情報を発生し又は受信して、プロフィール情報
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の発生と、その情報を使用して、異なる状況におけるユーザをマッチングさせることの両
方を増強することができる。特に、プロフィールと、それらを使用する仕方は、ユーザの
位置と、ユーザにより確立されるプログラム可能なフィルタ及び設定とに基づいて変化し
得る。例えば、土曜の夜にナイトクラブにいるユーザには、近くにいる友人について知ら
せるか、或いは共通の友人をもつ他のユーザや、又はマッチングを指示し又はソーシャル
な会合を容易にする他の特性について知らせることができる。他方、ユーザが平日の産業
見本市にいるときには、異なるプロフィール情報及びフィルタを使用することができる。
状況は、ユーザにより（「仕事モード」、「ソーシャルモード」、等を手動で選択するこ
とにより）容易に設定することができ、及び／又は時間や場所や他のパラメータに基づい
て装置により自動的に設定することができる。このために、装置は、あるプログラム可能
なロジックを使用して、推測すべき統計学的情報、例えば、場所、時間及び他のファクタ
の組み合せが与えられると、ユーザが「ソーシャルモード」に入る見込みが最も高いとい
う統計学的情報の使用を含む状況を自動的に決定し、これにより、ユーザ装置の設定を周
期的に調整しなければならないトラブルからユーザを救済することができる。
【０００９】
　プロフィール情報は、ユーザの行動特性、外因的に発生される特性、及びユーザ指定情
報から発生することができる。更に、プロフィールは、ユニークな識別子と、プライバシ
ー目的の１つ以上の匿名又は一時的識別子とを含んでもよい。次いで、プロフィールを使
用して、ユーザ間のマッチングを提案するか、又はユーザにアイスブレーカー(icebreake
r)（会話を開始するのに適した会話の話題）を与えることができる。
【００１０】
　ユーザプロフィールにおけるデータフィールドは、データの形式（行動、外因、ユーザ
指定又は他の形式）、並びにマッチング目的のためのデータの質を指示するために、タグ
付けすることができる。質のファクタは、ユーザに対する特定データの関連性の指示と、
情報の精度の信用性を含んでもよい。例えば、データは、ユーザが訪問した位置に基づい
て収集されてもよい。しかしながら、ほとんどの日に位置の追跡ができなかった場合には
、ユーザが訪問した小さな１組の位置に関するデータは、ユーザの行動に関する有意義な
情報を与えないかもしれない。更に、データの信用性は、データのソース（例えば、ユー
ザ指定であるか、又は外因的ソースから得られたものであるか）に依存するか、或いはデ
ータが信頼し得るソースにより検証されたものであるかどうかに依存する。例えば、私の
ユーザプロフィールは、私がジョー・スミスと友人であることを指示してもよい。この情
報は、共通の友人をもつ人々をマッチングするための有用な仕方を与えることができる。
しかしながら、ジョーは、私が友人であると全く考えていないこともある。従って、彼の
友人であるボナ・ファイドは、私がジョーの友人であると信じて、私との会合に誤って導
かれ、ジョーが私をほとんど知らないことを後になって知るしかない。この種の信用の問
題は、マッチングに使用されるデータの信頼性を資格化する何らかの手段がないと、頻繁
に発生する。データに他の信用指示がないと、情報の有用性を決定できず、マッチングシ
ステム全体が問題となる。マッチングシステムが接続に信頼性があることを植えつけるよ
う意図されているとすれば、人々がシステムを信頼して最終的にだまされたと感じ、真実
を偽って関連付けされたことしか見出せないような悪用を招き得る。他方、この情報（及
び一般的にはシステム）の信用性は、ジョーが我々の関係を確認し、検証し、又は評価す
るか、又は（同じことを行なう別の仕方として）私の行動プロフィールが（ＧＰＳ追跡又
は他の手段を通じて）私がジョーと物理的に長い時間を費やしたことを指示するか、或い
は私が彼と電話やｅメールで定期的に通信する場合には、改善することができる。従って
、ユーザが提示した情報を、観察した行動から得た行動情報で補足することで、マッチン
グを行なうのに使用するデータの信憑性を著しく高め、ひいては、ユーザの全体的な経験
を改善することができる。
【００１１】
　図１は、本発明の実施形態に関連して使用できる移動装置１００を例示するブロック図
である。この移動装置は、例えば、パーソナルデジタルアシスタント（ＰＤＡ）、セルラ
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ー電話、ラップトップコンピュータ、ページャー、又は他の通信装置でよい。例示的装置
１００は、中央処理ユニット１０２と、メモリ１０６と、ネットワークインターフェイス
カード（ＮＩＣ）１１０と、グローバルポジショニングシステム（ＧＰＳ）１１２と、こ
れらコンポーネント間で通信するためのバス１０４とを備えている。メモリ１０６は、移
動装置１００のユーザに関するプロフィール情報と、他のユーザをマッチングさせるため
のターゲットプロフィールと、これらプロフィールを使用するための設定及びフィルタと
を含むプロフィール情報１０８を記憶することができる。又、メモリ１０６は、関係デー
タベース、フラットファイルシステム、或いは他のデータベース又はファイルフォーマッ
トでプロフィールを記憶してもよい。装置１００に関するこの情報の記憶は、特定のネッ
トワーク又はサーバーへの接続があるかどうかに関わらず、他の装置に遭遇したときに（
例えば、Ｂｌｕｅｔｏｏｔｈ又は他の通信インターフェイスを経て）アドホックな（その
場限りの）ベースでマッチングが生じるのを許す。例えば、図２は、２つの移動装置２０
２及び２０４が直接通信を使用して、選択されたプロフィール情報（例えば、潜在的マッ
チングを指示するターゲットプロフィールを含んでもよい）を交換するところを示してい
る。いずれの装置も、マッチングがあるかどうか決定し、そして他のユーザに通知を送る
ことができる。
【００１２】
　プロフィール情報１０８は、メモリ１０６に記憶されてＣＰＵ１０２で処理されるアプ
リケーションソフトウェアにより使用することができる。この情報の全部又は一部分を個
別のネットワークサーバーに記憶して、このサーバーがユーザプロフィールを発生、維持
及び処理するようにしてもよい。ＮＩＣ１１０又は他のネットワークインターフェイスが
外部ネットワークにアクセスして、ネットワークサーバー及び／又は他の移動装置との通
信を許す。
【００１３】
　ある実施形態では、ユーザは、彼の札入れ内のカードのような受動的識別子を使用して
参加することができる。システムが、顔確認ソフトウェアを実行しているコンピュータに
接続されたカジノスタイルのカメラによるユーザの肉体的特性のみにより、或いは他の生
物測定学的識別子を通して、ユーザを追跡できる場合には、ユーザは、実際に、何も行わ
ずに又は何ももたずに、参加することができ、即ちユーザのプロフィールは、システムが
ユーザを「ウオッチ」しているので、システムにより必要に応じて更新及び検索される。
ある実施形態では、このシステムを使用するように意図された装置及び機器は、人々の身
体に埋め込まれるチップ及びデバイス、生物測定学的識別子、及び他の追跡技術と置き換
えることができる。従って、本発明の実施形態は、スマートホン及び他の移動装置に限定
されず、実施可能な他の技術も包含するように適応され得る。
【００１４】
　ＧＰＳ１１２は、プロフィール情報を発生しそしてユーザをマッチングするのに使用で
きる位置データを発生する。グローバルポジショニングシステムから発生される位置情報
に代わって又はそれに加えて、他の位置ベース情報を発生し又は受信することができる。
ある実施形態では、位置情報は、セルラー電話ネットワークに基づいて（例えば、電話が
位置するセルに基づいて、又はより精巧な三角測量技術により）発生することもできるし
、或いは位置データが入手できる装置又はネットワークアクセスポイントへの接近度を決
定することにより発生することもできる。換言すれば、位置データをもたない装置は、自
分の位置を知っている装置と直接的又は間接的に通信できる場合には、その位置を少なく
ともおおよそ知ることができる（例えば、ＧＰＳに依存するが屋内にあって空を見ること
ができない装置は、空を見ることのできる近傍の装置からの位置情報を通過するようにデ
ィジーチェーン化することができる）。更に、特定の会場が、特定の位置、催し又は活動
に関する情報を放送するか又は他のやり方で提供することができる（例えば、Ｂｌｕｅｔ
ｏｏｔｈ、Ｗｉ－Ｆｉ又は他のメカニズムを通して）。ユーザが、ナイトクラブ、遊園地
、スポーツ競技場、コンサートホール又は他の会場に入ったり出たりするときに、その位
置や、催し又は活動に関する他の情報を指示するメッセージを移動通信装置に送信するこ
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とができる。会場の異なる部分に対して異なるメッセージを送信して、例えば、マルチス
クリーン映画館にいるユーザの装置が、ユーザがどの映画を見るか知ることができるよう
にする。又、ユーザの相対的な位置を決定するためのローカル三角測量システム又はメカ
ニズムを使用して、特定の「マイクロ位置」を識別するか、又はユーザが会場内で互いを
見つける上で助けとなることができ、これは、特に、ユーザが互いに知らないときに、例
えば、混雑したバーの中で他人と他人との間にマッチングが生じた場合に、有用である（
マイクロ位置方法は、２人のユーザ間に受信される信号の強度及び方向を含み、従って、
コンパスのように働き、矢印がターゲットユーザを指すと共に、「ホット／コールド」計
器が距離を指示する）。指定の範囲内にある他のユーザ及び装置の識別は、プライバシー
の保護手段を組み込んだユーザプロフィールに使用するために、収集されてタイムスタン
プが押される（例えば、あなたの付近の人々に関する、名前ではなく、あるメタ情報の記
録及びタイムスタンプ処理）。更に、他のユーザ及び装置が位置情報（例えば、ＧＰＳの
位置、ユーザが入力する位置、等）を含む場合には、たとえユーザの装置がこの情報を発
生できなくても、この情報をプロフィールに関連付けることもできる。
【００１５】
　同じ会場にいる人々に関するデータを使用して、ユーザのプロフィールを向上させるこ
とができる。例えば、ユーザが金融部門の仕事についている２０代及び３０代の人々が存
在するバーに行く場合に、これを使用して、マッチングの選択肢を通知できるユーザにつ
いてシステムに「教える」ことができる。同様に、所与の位置を訪問する人々に関して知
られている情報を使用して、場所自体のプロフィールを構築することができ、従って、あ
るバーは、１日の時刻や、フェンウェイ・パークでその日にゲームがあるかどうかに基づ
いて、オートバイ熱狂者、レッドソックスファン、又はその両方のたまり場として「エン
ティティ・プロフィール」を展開することができる。エンティティが、それに関連したプ
ロフィール情報を有する場合には、そのバーに行こうと考えている誰かが前もってこの情
報にアクセスすることができる。あなたがそのバーの常連客に適合するかどうか予想する
ために、プロフィールマッチングアルゴリズムを使用することができる。行動情報（例え
ば、ユーザが特定のバー又は特定「形式」のバーに頻繁に行くかどうか）及び／又はユー
ザ宣言情報（例えば、ユーザが所与の場所でその経験を明確に評価するとき）を使用する
フィードバックシステムを用いることができる。エンティティのプロフィール及びその客
のプロフィールは、動的に相互作用して、互いに構築し、時間と共に保証されて進化する
ことができる。
【００１６】
　時間を費やす場所、例えば、バーやナイトクラブや学校やレストランやカントリークラ
ブやバケーションリゾートや会社（あなたが雇われるかもしれない）、等を選択するこの
プロセスは、テクノロジーからの支援なしに今日起こる何かであり、即ち人々は、その場
所が好きであれば、そこ行って帰る。或いは、人々は、友人からの推薦に基づいてその場
所へ行く。本発明の実施形態は、時間及び努力を若干除去すると同時に、非効率的で且つ
試行錯誤により特徴付けられる人間のプロセスに統計学的分析の要素を導入するように働
く。これは、人間発見の思いがけない性質又は切り札的主観的推薦を排除することを意図
せず、むしろ、補足的なガイドシステムとして有用であることを意図している。
【００１７】
　図３は、本発明の実施形態によるネットワーク３００を示す図である。このネットワー
ク３００は、ネットワークサーバー３０２及びデータベース記憶システム３０４を備えて
いる。データベース記憶システム３０４は、システムのユーザに関するプロフィール情報
を記憶する。データベース記憶システム３０４は、プロフィールを関係データベース、フ
ラットファイルシステム、或いは他のデータベース又はファイルフォーマットで記憶して
もよい。ネットワークサーバー３０２は、移動装置及び他のソースから情報を収集して、
プロフィール情報を発生する。例えば、ネットワークサーバー３０２は、システムの他の
ユーザと通信するためのｅメールアカウントの使用に関する情報を収集してもよい。又、
ネットワークサーバー３０２は、ユーザの位置に関する情報も収集し、この情報に基づい
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てユーザをマッチングするようにプロフィールを処理する。この情報の幾つか又は全部を
個々の装置に記憶し、アドホックマッチングを許すことができるが、ネットワークサーバ
ーを使用することで、特定のユーザがその位置にいてもいなくても、会場に関する情報を
収集することが許される。例えば、サーバーは、特定のナイトクラブにいるユーザの数、
潜在的にマッチングするユーザの数、又は特定の友人がその位置にいるかどうか決定する
ことができる。あるユーザは、特定の位置へ行くべきかどうか判断するためにこの情報を
前もって要求することがある。又、特定の会場における広告機会を評価する（例えば、ス
ポーツイベントにおけるユーザのプロフィールに基づいてそのイベントにおけるモニタに
広告を表示すべきかどうか決定する）目的、又は他の目的で、集合した（又は個々の）プ
ロフィール情報を設けることもできる。又、ネットワークサーバー３０２は、会場及びそ
こへ行く人々に関する経歴情報を収集するのに使用することもできる。このような情報は
、誰がいつ会場に頻繁に出かけるかのようなパターンを知ることに関心のある人々にとっ
て有用である。ユーザは、例えば、共通の友人をもつ人々が所定のクラブに頻繁に通う傾
向があるかどうか知りたいかもしれない。同様に、不正な待ち合わせを計画する場合には
、知っている者が現在会場にいないこと、或いは正規の客、又はおそらくそこに現れる者
を確認することを希望する（その見込みは、統計学的な分析、及び知人のプロフィールと
エンティティのプロフィールとのクロスマッチングにより決定される）。
【００１８】
　ここに例示する実施形態では、サーバー３０２は、他の装置と通信するためにインター
ネット３０６に接続される。他の実施形態では、サーバーを、ワイヤレスネットワーク、
セルラー電話システム又は他のネットワークに直結することができる。ここに例示する実
施形態では、移動装置３１０、３１４、３１６、３２４、３２６及び３２８は、サーバー
３０２及び他の移動装置との通信を許すために種々の方法によりインターネット（又は他
のネットワーク）に接続することができる。例えば、装置３１０は、インターネットへの
接続を与えるパーソナルコンピュータ３０８と同期することができる。データは、パーソ
ナルコンピュータ３０８を経てサーバーと交換することができる。更に、ユーザプロフィ
ールのためのデータは、パーソナルコンピュータ３０８が特定の移動装置に接続されるか
どうかに関わらず、このパーソナルコンピュータ３０８を通して入力することができる。
同様に、ユーザプロフィールのためのデータは、（ネットワーク化された）機器（３３０
、３３２）、例えば、ＤＶＲ、スマートカード、デジタルブックリーダー、等から送られ
てもよい。又、移動装置３１４及び３１６は、インターネットへの接続を与えるワイヤレ
スサーバー３１２を経てネットワークに接続されてもよい。例えば、ワイヤレス「ホット
スポット」は、コーヒーショップ、図書館、及び他の位置に次第に設けられてきており、
システムのユーザが訪問するナイトクラブ、スポーツイベント会場、又は他の会場に設け
ることもできる。又、移動装置３２４、３２６及び３２８は、セルラー電話ネットワーク
を経てサーバー３０２に接続されてもよい。移動テレコミュニケーションスイッチングオ
フィス３２０及び３２２は、セルラーテレコミュニケーションプロトコル（例えば、ＣＤ
ＭＡ、ＧＳＭ、ＴＤＭＡ又は他のプロトコル）を使用して、移動装置３２４、３２６及び
３２８と通信することができる。移動テレコミュニケーションスイッチングオフィス３２
０及び３２２は、次いで、ローカルオフィス３１８を通してインターネット３０６に接続
することができる。
【００１９】
　図４は、本発明の実施形態に基づくユーザプロフィール４００のブロック図である。図
４は、例示的ユーザプロフィールに対するデータ構造を示しているが、他のデータベース
、データ構造及びフォーマットを使用して、ユーザプロフィールに希望のデータを記憶し
そして関連付けできることを理解されたい。移動装置１００及び／又はネットワークサー
バー３０２を使用して、ユーザプロフィール４００を発生し更新することができる。又、
ユーザプロフィールは、他のシステムからインポートされてもよい。
【００２０】
　例示的ユーザプロフィール４００は、関係データベースに記憶できると共に、プロフィ
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ールデータ４０２及び設定４１６を記憶するための関連テーブルを有することができる。
データテーブル４０２は、プロフィールの一部分として記憶されるべき種々の特性に対す
るエントリーを含んでもよい。各特性は、データテーブル４０２における行として記憶さ
れてもよい。データテーブル４０２は、プロフィールが個人のためのものか又はエンティ
ティ（例えば、レストラン、娯楽会場、等）のためのものかを指示するエントリー、ユー
ザ形式４５０、を含んでもよい。例えば、エントリーは、そのエントリーを識別するため
のフィールド識別子４０４、データ値４０６、データの形式４０８、関連性４１０及び信
用性４１２のような質の指示子、並びに設定テーブル４１６における適用設定４１４への
ポインタ又は他のリンクを含んでもよい。設定テーブル４１６は、データテーブル４０２
内のエントリーをマッチング及び他の目的に対してどのように使用するか制御する設定及
びパラメータを含む。設定テーブル４１６は、ユーザ設定４１８と、システム（例えば、
移動装置１００又はネットワークサーバー３０２のアプリケーションソフトウェア）によ
り確立されたデフォールト及び自動設定４２６とを含む。ユーザは、種々の使用に対する
データエントリーの利用性４２０、データエントリーが単独で使用されるか、又は使用の
前に他の特定の情報と集合させねばならないか４２２、及び他のプライバシー設定４２４
を制御する設定を与えてもよい。これらオプションの各々に対するデフォールト設定を確
立してテーブル４２６に記憶してもよい。更に、自動設定は、ユーザにより変更できない
オプションについてシステムによりテーブル４２６に記憶されてもよい。
【００２１】
　以下、データテーブル４０２と、このテーブルに記憶できるエントリーの形式の例を詳
細に説明する。データエントリーは、データがどのように収集され又は発生されたかを指
示する形式４０８を含む。データの形式は、ユーザの行動に基づいてシステムにより収集
された行動特性と、ユーザ以外のソースから収集された外因的情報と、ユーザにより与え
られた情報とを含んでもよい。又、データ入力は、情報の質及び有用性の指示も含む。図
４に示す例では、関連性４１０及び信用性４１２を、テーブルに記憶されたデータに関連
付けることができる。関連性４１０及び信用性４１２は、情報がどのように収集され、発
生され及び／又は確認されたかに基づいて数値格付けで指示することができる。例えば、
関連性４１０は、行動特性又は複合データが大きなサンプルサイズから発生されたものか
どうか指示してもよい。例えば、データエントリーがユーザの位置に基づくものである場
合には、ユーザの位置を追跡できなければそれを発生することはできない（これは、装置
の設定４１６により制御することもできるし、又はポジショニングシステムの範囲及び利
用性により制限されてもよい）。ユーザの位置が広範囲に追跡される場合には、このデー
タエントリーは、ユーザの行動の指示子として、より大きな関連性を有してもよい。例え
ば、同じコーヒー店で毎朝コーヒーを飲む２人の人の間でマッチングがとられてもよい。
この情報は、少なくとも、アイスブレーカーとして働くように使用できる。又、信用性４
１２も指示することができる。高レベルの信用性を、システムにより追跡された行動から
発生されるデータエントリー、安全なトークンの形態で与えられるデータ、或いはユーザ
宣言データに対抗して付加的なソースにより検証され又は格付けされた情報に関連付ける
ことができる。
【００２２】
　ユーザプロフィールにおける行動及び外因的発生情報の使用は、システムにより行うこ
とのできるマッチングの質及びマッチングの形式を著しく向上させることができる。以下
、本発明の実施形態によりサーバー３０２及び／又は移動装置のアプリケーションソフト
ウェアの一部分として含まれる位置従属マッチングエンジンを向上させるのに使用できる
行動及び外因的発生特性を例示する。
【００２３】
　電話及びｅメールの使用：フラットな連絡先リストに依存したり、ユーザが連絡先リス
トにおいて皆を分類することを要求したりするのではなく、ネットワークサーバー３０２
又は移動装置１００は、実際の電話、ＳＭＳ及び／又はｅメールの使用（及び／又は他の
通信装置、或いはＰＣを含むアカウント又は接続機器）を監視して、ユーザが実際に知っ
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ているのは誰か、及び関係の性質（仕事・対・社交）に関する情報を推測することができ
、即ちこの全てを自動形態で収集するシステムは、常時手動入力を要求するシステムより
豊富である。私がジョン・バーンズと毎日１時間話しをする場合には、私が彼を非常に良
く知っていると推測することができる。その結果、私は、今入った商店街にジョン・バー
ンズが偶然いるかどうか知りたくなり（その逆のことも言える）、一方、私の連絡先リス
トに入っているが数年前に一度５分間だけ話したことのある誰かと会うことには必ずしも
注意していない。（或いは又、ユーザがより緩い且つより離れた接続を求める状況があっ
てもよい。というのは、それらは、親密な関係よりも多数のものとなる傾向があり且つユ
ーザのネットワークを遥かに遠くに拡張するので、より大きな価値を時々与えるからであ
り、これは、仕事を探したり、セールスの客になりそうな人等を探したりするときに特に
有用である。ビジネスの感覚では、多数の遠い連絡先の方が、実際には、非常に親密な連
絡先の小さなグループより価値があるという理論がある。）この実際の使用情報は、マッ
チングに使用したときに、フラットな連絡先リストより豊富である。又、これは、相互利
益をある程度追加し、即ち、たとえ私の連絡先リストにグウェネス・パルトローがどうい
うわけかあるとしても、彼女が友人であるとは請求できない。というのは、私は、電話で
彼女と話したことがないからである。相互利益性及び真正性は、第２等級のマッチング（
即ち、２人の人が相互の知人を経て接続される）にとって重要なファクタである。という
のは、２人の他人が、共通の誰かを知っていることが分かったときに生じる瞬間的な信頼
性にあなたがてこ入れしようとする場合に誠実な仲介を介して人々を接続することが重要
だからである。行動情報は、より大きな豊富さのためにユーザ入力情報と結合できること
に注意する価値がある。例えば、ユーザが電話で誰かと話しているときに、そのような会
話の記録が自動的にログされる。この記録は、次いで、前記会話及び前記連絡に注釈付け
又は格付けするユーザからのコメントで豊富さを増すことができる。
【００２４】
　このデータは、ネットワークサーバー３０２又は移動装置１００（又はＰＣに接続する
移動装置）によりユーザプロフィール４００に入力することができる。例えば、移動装置
１００は、メモリ１０６に連絡先リストをもつセルラー電話でよい。セルラー電話は、連
絡先リスト内の各個人へのコールの頻度、及びコールに費やした時間量を追跡することが
できる。更に、頻繁にダイヤルされる番号（又はあなたに頻繁にコールする人々の番号）
を連絡先リストに自動的に追加することができ、他の連絡先情報が得られない場合でも、
データに電話番号を関連付けることができる。ラップトップコンピュータ又は移動ｅメー
ル装置（セルラー電話と同じ装置でも異なる装置でもよい）は、種々のｅメールアドレス
から送信及び受信されるメッセージの数を追跡することができる。この情報は、別々に追
跡することもできるし、又は連絡先リストに関連付けることができる。ネットワークサー
バー３０２及びデータベース記憶システム３０４は、多数の移動（又は非移動）装置が同
じユーザプロフィールに登録されるのを許すことができる。このように、ｅメール使用及
び電話使用の両方を、ユーザ連絡先リストにおける特定の個人に関連付けることができる
。通信が行なわれる連絡先（又は特定のｅメールアドレス又は電話番号）がユーザプロフ
ィールのデータテーブル４０２にエントリーとして追加されてもよい。例えば、フィール
ド４０４は、「ジョン・バーンズ」のような連絡先のために追加されてもよい（これは、
関係データベースを経て個人のための他の連絡先情報にリンクされてもよい）。値４０６
は、通信の頻度及び時間巾を表わす数字でよい。形式４０８は、行動として分類される。
関連性４１０は、サンプルサイズが大きいかどうか（追跡がオンにされたか及びどれほど
長いか）、並びにｅメール及び電話の両アカウントが追跡のためにシステムに登録された
かどうかに基づく数値でよい。信用性４１２は、通信が全連絡先記録（又はｅメールアド
レス又は電話番号のみ）に結合されたかどうか、ジョン・バーンズも登録されたユーザで
あるかどうか、彼がユーザを友人として識別し及び／又は彼の連絡先情報又は通信使用情
報が特定のユーザプロフィールの情報とマッチングするかどうか、物理的接近性の履歴、
又はデータの信頼性を示す他のファクタがあるかどうかを指示する数値でよい。
【００２５】
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　物理的接近性：人々の間の普通の電話対話と同様に、物理的接近性は、関係、及びその
親密さの度合いを指示することができる。例えば、Ｂｌｕｅｔｏｏｔｈイネーブル型移動
装置は、２人（又はそれ以上）の人が互いに費やす時間を自動的にログすることができ、
これを使用して、関係を「認証」することができる。これは、２人の人が同じ場所にいる
が同時ではないことを示す「タイムシフト」接近性を含み、これは、関係を確立するのに
有用な補足的情報でもある（例えば、彼らは、たとえ常に同時でなくても、同じ寄宿舎に
住んでいるか、又は定期的に同じ図書館へ行く）。物理的接近性は、個別のデータエント
リーとして使用することもできるし、又は電話及びｅメールの使用と集合させて、他人と
の関係のレベル（システムの登録されたユーザであるかどうか）の代用として使用する全
体的なデータ値を発生することもできる。
【００２６】
　あなたはどこへ行くか：更に、ユーザが訪問する位置を使用して、他のデータエントリ
ーとのマッチングをとるか、又はそれに対する信用性を向上させることができる。フィー
ルド４０４は、頻繁に訪問する位置に対して追加されてもよい。値４０６は、ユーザが著
しい時間を費やした位置の座標でよい。このデータは、これらの位置を訪問したときの日
時で分離され、仕事の時間中に訪問した位置を、週末又は夜に訪問した位置から区別する
ことができる。又、会場は、ワイヤレス能力も有し、訪問した場所（特定のアーティスト
が演奏するときのコンサートホール、遊園地、スポーツイベント、等）に関する付加的な
情報をタグ又はトークンに与えることができる。この情報を使用してマッチングを行なう
のに加えて、例えば、会話に対する潜在的なアイスブレーカーとしてこれをユーザに与え
て、２人の人が両方ともエルビス・コステロのファンであることを知らしめることができ
（両者がコンサートで彼を見たという事実により）、これは、「座を和やかにする(break
ing the ice)」方法として論じたい何かである。データにデジタルサインが入れられるか
、他の仕方で、スプーフィングし難くされる場合には、データの検証にトークンを使用で
きることが追加されねばならない。
【００２７】
　又、「あなたはどこへ行くか」情報は、マーケッティングの目的であなたについてもっ
と知りたい広告主や他の会社により使用することもできる。例えば、あなたが同じ映画を
何回も見たことを示すトークンは、マッチングの目的（あなたの関心を他の同様のハード
コアファンに知らせる）だけでなく、広告主にとっても有用である。スパイダーマンの市
場取引者は、最初の映画を（映画館で）少なくとも３回見たことを立証できる人々だけに
特殊なメッセージ又はプロモーションを送信することによりその続編を誇大広告すること
を希望する。これは、以下のように入念に作られる。
【００２８】
　又、データを使用して、他のデータエントリーの関連性４１０及び信用性４１２を向上
させることができる。例えば、私がレッドソックスのゲームを年間８１試合見に行く場合
には、自己発生プロフィールの場合より大きな重みをレッドソックスにおける私の関心に
置くのが適当である。又、この情報は、ユーザが手動で入力することを必要としない。こ
れは、ゲームがある日にフェンウェイ・パークへ行きさえすれば自動的に記録することが
できる（位置追跡装置を使用するか、或いは私のマッチング装置に、フェンウェイ・パー
クにおける送信器又はメーティング(mating)装置或いは催し物における他のネットワーク
装置と対話することにより私がどこにいるか「知らせる」ことにより）。主観的である自
己発生特徴とは異なり、私の位置に関する事実は、客観的で且つ検証可能であり、データ
テーブル４０２内の信用性４１２について高い値を指定することができる。（これらの装
置や、位置に基づくマッチングシステムが普及し、システムの信頼性及び有用性を脅かす
ので、スプーフィングは問題になると仮定し得る。デジタルサインを入れたトークンのよ
うな認証メカニズムを使用すると、人々又は他の関心のある当事者（最も熱狂的なファン
に特殊な取引をオファーする広告主のような）に、あなたは、実際に、あなた（又はあな
たのプロフィール）が、あなたがいると指示した場所にいたことを「証明」することがで
きる。
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【００２９】
　他の行動：どんなコーヒー店にあなたが頻繁に行くか、どんなジムにあなたが行くか（
どんな頻度で）、何時にあなたが目覚めるか、毎週日曜日にあなたが教会に行くかどうか
、どんなＴＶショーをあなたがデジタルビデオレコーダー（ＤＶＲ）に録画する（又は見
る）か、どんなウェブサイトにあなたが訪れるか（又、あなたが何を購入し、どんなクッ
キーをあなたが自分のコンピュータに有し、さもなければ、オンラインで何をするか）、
そしてそのことについて、追跡可能な装置又は機器、或いは追跡可能な行動を使用した行
動は、全て、あなたが誰であるかを話している。従って、それらは、あなたがプロフィー
ルにおいてあなた自身について何を言うかのマッチング及び補足或いは切り札も向上させ
ることができ、即ちそれらは、自動的に（ユーザの観点から受動的に）生じるので、あな
たが「エンター」するためにも容易である。これらのファクタは、装置の位置／移動に基
づいて追跡できると共に、ネットワークサーバー３０２又は移動装置に接続された（直接
的又は間接的に）他の装置及びシステムにより追跡することができる（例えば、録画され
及び視聴されたＴＶショーを追跡するＤＶＲサービス、或いは電話の使用を追跡するセル
ラー電話ネットワーク）。これら種類の活動は、厳密には、容易に得られるものであるか
ら、困惑を回避すると共に、単にユーザのプライバシーを保護するために、それら活動の
監視を止めるのが望ましいことがある。
【００３０】
　フィードバックシステム：又、フィードバックシステムを使用して、ユーザプロフィー
ル４００にデータエントリーを発生するための情報を与えることもできる。人々がフィー
ドバックであなたに「タグ付け」する能力を有するときに何が起こるか？あなたの前のガ
ールフレンドはあなたを軽蔑するか？あなたが、あなたのプロフィールに、あなたについ
て外因的に発生された格付けであって、あなたが編集できない格付けを有する場合には、
他人があなたを評価する上で助けとなる。その結果、あなたは、あなたの「個人的信用格
付け」を没落させる人々を望まないので、「良い」行動を導く。このように、これは、誰
かを信頼できるかどうかについて他人に通知するのに有用なＥＢａｙフィードバック格付
けに類似している。「友好的な行動ポイント」を「収集」して示すのも面白い仕方である
。積極的な対人関係格付けを構築して維持するための強力なカルマ(karmic)成分もある。
これらのデータエントリーは、システムにより追跡される上述した行動データエントリー
とは異なる形式４０８を有する。これらのエントリーは、一般的に外因的データとして、
又はより詳細には別のユーザからのフィードバックとして、タグ付けすることができる。
値４０６は、種々のカテゴリーにおける格付けでよく、そして特定のコメントも含むこと
ができる（コメントの性質、誰がアクセスを求めるか、及びこの強力な情報に適用できる
他のルールに基づいて、他人に見えても見えなくてもよい）。関連性４１０は、受け取る
フィードバックの量に基づいてもよく、そして信用性４１２は、フィードバックを与える
個人（その個人それ自体が正のフィードバック格付けを有するか？）、及び（位置又は通
信追跡により）その個人との関係を検証できるかどうか、に依存してもよい。
【００３１】
　安全なトークン：レストラン、バー、クラブ、共同体、教会、大学、及び他の会場や協
会は、ユーザのプロフィールに追加することのできる認証（デジタルサイン入り）「トー
クン」を与えることができる。これらのトークンは、新たなデータエントリー４０２を発
生してもよいし、又は既存のデータエントリーの信用性４１２を高めるのに使用されても
よい。これは、人々が、誰もが「本当」であるか、即ち本当にクラブのメンバーであるか
、本当にそのジムに所属しているか、本当にビラノバの卒業生であるか、本当に軍隊から
の名誉除隊であったか、本当にデルタ・プラチナム・メダリオンの頻繁に航空機を利用す
る人であるか、良く見るようにさせる。これは、マッチング状態において有用であり、即
ち女性がバーにいて仲間の同窓生と会合を開くときに、彼女の母校の卒業生だと言ってい
る者や、そこで時間を費やしたが卒業はしなかった者ではなく、本物の卒業生であること
を確かめるのが重要である。
【００３２】
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　あなたが知っている人々：連絡先リストは、ユーザをマッチングさせる有用な手段であ
り、即ち共通の知人を仲介者として使用することは、ユーザをマッチングさせる強力な仕
方である。頻発する問題は、連絡先リストが、あなたの実際の全知人のうちの一部分に過
ぎないことである。連絡先リストの有効性をマッチング方法として最大にするために、エ
ントリー（あなたが知っている人々の）は、通常の連絡先リストと、上述したように観察
された行動とに基づいて発生することができる。又、これらのエントリーは、ユーザによ
り手動で入力し、行動特性（上述したような）又は外因的情報、例えば、関係（及びその
親密さレベル）を知っている知人からの手動フィードバック、又は知人のユーザプロフィ
ールにおける対応入力の存在により信用性４１２を増加（又は減少）してもよい。以下に
詳細に述べるように、マッチング又はアラートは、友人が近くにいるとき（位置データ及
びユーザプロフィールに基づいて）、又は１人以上の共通の友人をもつ個人が近くにいる
（又は実際に近くにいて且つ共通の友人がある）場合に、発生されてもよい。例えば、シ
ステムは、あなたの最良の友人の良い友人が、あなたが食事しているコーヒー店を歩いて
通り過ぎようとしていることをあなたにアラートすることを希望する。
【００３３】
　このテーマを拡張すると、他の情報を使用して、あなたのプロフィールをより豊富にす
ることができる。幾つかの例：デジタルキャッシュ又はクレジットカードであなたが行な
う（オンライン又はオフライン）購入；取引の明細をあなたのプロフィールに一体化する
ことができる。ＥＢａｙフィードバック格付けは、あなたのプロフィールに添付し、そし
て「ＥＢａｙを越えて」使用することができる（人々は、人々と会い、又は人々を雇い、
又は高いＥＢａｙフィードバック格付けを有する人々と商売することだけを希望してもよ
い）。どんなデーティングサイトにあなたが所属するか（及びそれらのサイトに関する情
報）は、あなたのプロフィールと共有することができる。あなたが見た広告（オンライン
又はオフライン）、及びあなたが何らかの仕方で応答する広告は、あなたに物を売ること
を希望する市場取引者にとって貴重である。より一般的には、あなたの信用格付け、警察
レコード、医療レコード、運転レコード、グレード及び仕事の実績格付け、及び種々の実
生活活動からの他の「スコア」をあなたのプロフィールに一体化させて、マッチング又は
他の目的で助けとなるようにすることができる。（あるケースでは、検証のためにデジタ
ルトークンを使用することができる。）この情報をあなたのプロフィールに使用すること
は、誰かがあなたに会い、あなたを雇い、あなたに信用を与え、あなたに特別なプロモー
ションをオファーし、又はあなたに広告を示す（挑戦可能な広告掲示板のような動的にタ
ーゲット決めされる広告方法の場合には、オンライン又はオフラインのいずれか）ことを
希望するかどうか含んでもよい。
【００３４】
　この情報は、全て、人々が他人について素早く学習し信頼する上で助けとなる強力なも
のである。又、過去の購入行動は、将来の購入についての強力な手掛かりであるから、こ
れは、ビジネスにとっても貴重である。オンラインで開発される同技術の幾つかは、例え
ば、歯医者の広告を、「シカゴの歯医者」をＧｏｏｇｌｅで丁度サーチした個人にオファ
ーするというものである。この場合に、どんなユーザがオンラインでサーチするか、家の
近くの商店街においてクレジットカード又はデジタルキャッシュで何を買うか、どんな映
画を見るか、どんなレストランで食べるか、どんなテレビ番組を録画し及び／又は見るか
、等の行動データの豊富な配列を組み合せることにより、市場取引者が人々とそれらの製
品との間で１対１のマッチングを行うための非常に強力な機会がある。人々の間で接続を
なす方法を提案するが、人々と、「生命のないエンティティ」、例えば、会社との間のマ
ッチングも、本発明の重要な要素である。位置データを含む行動データを収集して処理す
るシステムは、取引上の性質のもので、ユーザにアピールし、ビジネスの助けとなるアラ
ートを送信する能力を有する。その一例として、ある店は、あなたが競争相手の店に入っ
たときに、あなたにアラートを送信し、おそらくあなたに割引を申し出ることであなたを
誘惑する。別の例は、誰が広告掲示板を見るか（及びユーザのプロフィールに基づきその
ユーザについて何を知っているか）に基づいてその広告掲示板を動的に変更させることで
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ある。更に別の例は、市場取引者に有用なパターン、例えば、レッドソックスのゲームを
見る人は、ダンキンドーナツを、見ない人の２倍は頻繁に食べる傾向があることを決定す
ることである。このように、これを使用して、広告キャンペーンに対する成功（資本に対
する返礼として測定された）を良好に決定することができる。例えば、特定のハイウェイ
に沿ったグレート・アドベンチャーの広告掲示板を見た人の何パーセント（位置追跡デー
タにより決定される）が６ヶ月以内にそこを訪れるか。ここに述べる行動情報の粒度は、
従来達成された何かより遥かに大きい。多くの人々は、自分の行動が監視され、移動が追
跡され、プロフィールへと合成されて、広告主とで共有されることを望まないが、この情
報が、友人に会ったり、ターゲットプロフィールに適合する他人との面会を設定したりす
る等の、ここに述べる社会的利益の幾つかのために追跡されることは望むであろう。この
データが１つの目的で収集されると、人々は、それを市場取引の会社と選択的に共有する
ための動機付けがあることを見出すことができる。賭博をする者が行動情報をカジノと共
有して補足的な収入を得たり、旅行者が飛行履歴を航空会社と共有して無料フライト及び
優先的取り扱いの資格を得たりするのと同様に、人々は、プラダで＄１０００を遣うので
、彼らが商店街に入ると、１つおきの女性向けファッションストアが「アラート」を送信
し、その店に来るものに特別割引を申し出ることについて、真価を認めることができる。
広く述べると、個人的情報を市場取引者と共有するための動機付けは、キャッシュの支払
、人々の関心事について良好にターゲット定めされた広告メッセージ、取引を得るのが容
易な会社からの特別オファー、及びマッチングシステム等と対話するための無料又は助成
金が払われる装置、或いはサービス料金、を含むことができる（これらに限定されない）
。
【００３５】
　もちろん、ユーザは、彼等の情報をどのように共有するか又は情報の共有を希望するか
どうか判断することができる。ある場合には、ユーザは、最近診断を受けたが性的伝染病
に罹っていないことを示すために、プライベートな医療レコードを共有することを希望し
てもよい（この情報を認証するために、サイン入りで且つ日付スタンプのあるトークンを
医者又は診療所により発行することができる）。この場合には、彼等は、それらの医療レ
コードの一部分だけを、非常に特定の環境においてのみ共有できることを明記してもよい
。必要に応じてこの情報を制御する権限をユーザに与える１組のルールがあってもよいと
仮定する。これらのルールをどのように適用するかの簡単な態様を以下に説明する。これ
らのルールは、ここでの実際的な目的のために簡単化されており、且つシステムは、より
多くの及び／又は異なるユーザ制御で改善できることを理解されたい。
【００３６】
　明らかに、追跡し収集してユーザプロフィールを形成することのできる健全で且つ豊富
なデータセットは、プライバシーの問題を高める。ユーザプロフィールにおけるデータの
使用を管理するために、設定テーブル４１６が設けられる。このテーブルの各エントリー
は、データエントリー又はデータの収集に適用するための多数の設定及びパラメータを指
定することができる。テーブル４１６のエントリーは、データテーブル４０２における１
つ以上のデータエントリーに関連付けることができる。例えば、ユーザ設定４１８は、ユ
ーザにより移動装置又はパーソナルコンピュータを通して入力することができる。ユーザ
は、マッチングの目的で収集又は使用可能にしなければならないのはデータの形式である
かクラスであるかを指示する利用性４２０の設定を指定することができる。例えば、ユー
ザは、イベントの特定形式（ナイトクラブ、スポーツイベント、コンサート、等）に基づ
いて位置データを収集して使用することを指定できるが、大人向けナイトクラブのような
他の位置を追跡し又は使用してはならない。又、ユーザは、ある条件が満足される場合だ
け別のユーザとのマッチングに位置データを使用できることを指定してもよい（例えば、
あなたが、あなたの地方ロータリークラブの別のメンバーの１００フィート以内におり、
且つ異なるロータリークラブ支部のメンバーから１０フィート以内にいるときに、位置に
基くデータを使用してあなたにアラートする）。同様に、写真、ｅメールアドレス又は電
話番号を別のユーザに与えるためのルール、例えば、写真の相互交換を要求するルールを
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確立してもよい。又、ユーザは、マッチング及び通知を制限するある時刻、日、又は他の
条件を指定してもよい（例えば、金曜日及び土曜日の夜だけマッチングを許可する）。又
、ユーザは、特定のデータエントリーに基づきマッチングに対して集合４２２のレベルを
使用しなければならないことを指定してもよい。例えば、ユーザは、他の者が、ユーザプ
ロフィールに入力された所得レベルのみに基づいてマッチングを行なえることを希望しな
くてよい。しかしながら、マッチングが大量の集合データに基づくか、又は信用性の高い
特定形式のデータに基づく場合には、ユーザは、マッチングエンジンにより使用するため
の抽象的又は集合形態で所得を含ませるのを許してもよい（しかし、他のユーザへ与える
のは許さない）。又、他のプライバシー設定４２４を使用して、データの収集又は使用を
限定し、ある時間周期の後にそれを削除し、或いはその使用をマッチング又は他のユーザ
への開示に限定してもよい。ユーザが自分の行動を監視するのが容易であるのと同様に、
必要に応じて行動の記録をデアクチベートするのは容易でなければならない。
【００３７】
　又、ユーザプロフィール４００は、デフォールト及び自動設定を含んでもよい。例えば
、テーブル４２６は、行動データ形式がユーザにより編集できないが削除はできることを
指定してもよい。ＥＢａｙのフィードバック格付けと同様に、ユーザは、他のユーザから
の全てのフィードバックをリセットできるが、彼が嫌いなフィードバックコメントは簡単
に編集できなくてよい。同様に、システムに環境フィルタを使用させることが望まれるこ
とがある。例えば、あなたが、非常に多数のマッチングを得る場所にいる場合には、あな
たが使用する装置（又はそれに接続されるサーバー）は、質の高いマッチングに対しての
みアラートを送信するようなフィルタを適用することができる。同様に、あなたが旅行し
ていて「ヒット」が得られない場合には、サービスは、あなたが外国にいることを確認す
るために位置検出を使用することにより、又は所与の時間周期中にあなたが得たマッチン
グが僅かである（又は全くない）ことを単に確認するだけで、そのスレッシュホールドを
自動的に下げてもよい。
【００３８】
　ここに例示する実施形態では、ユーザは、特定のプロフィールをもつマッチングするユ
ーザがいるかどうか決定するために、１つ以上のターゲットプロフィール（例えば、幾つ
かの他の特徴をもつ２０代の独身女性）を指定してもよい。特に、ターゲットプロフィー
ルを使用して、マッチングする特性を有し且つユーザのある距離内にいるか又は別の指定
の位置にいる他のユーザを識別することができる。図５は、本発明の実施形態に基づくタ
ーゲットプロフィール５００の論理図である。図５は、例示的ターゲットプロフィールに
対するデータ構造及びフィールドの形式を示しているが、他のデータベース、データ構造
及びフォーマットを使用して、希望のデータをターゲットプロフィールに記憶しそして関
連付けてもよいことを理解されたい。移動装置１００及び／又はネットワークサーバー３
０２は、マッチングの目的で１つ以上のターゲットプロフィール５００を記憶することが
できる。又、ターゲットユーザプロフィールは、オンラインデーティング(dating)サービ
スのような他のシステムからインポートされてもよい。
【００３９】
　手動で発生されるターゲットプロフィールを容易にするために、システムは、相手を探
している人々の中で成功及び失敗を観察しそしてそれらから学習することによりグローバ
ルな「マッチメーキングインテリジェンス(matchmaking intelligence)」を開発すること
ができる。例えば、システムは、早朝に起きて犬と一緒に歩く人々が、同じことを行なう
他の人々と仲良くやる傾向があるというパターンを「見」、従って、この行動情報を使用
して、あなたがあなた自身に対して選択したものとは異なる「あなたのコンピュータ発生
ターゲットプロフィール」を見出すことができる。コンピュータは、人々が互いにどのよ
うに「仲良くやる」か、それ自体、必ずしも、評価できないが、例えば、人が結婚してそ
の事実をシステムへフィードバックとして伝達するときには、直接的なユーザフィードバ
ックによりこの情報を収集することができる。又、例えば、位置に基づく追跡を通して、
１月に会った２人の人がそれ以来多大な時間を費やしたのを観察することにより、成功な
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マッチングを推測することもできる。収集して分析できるデータ（外因的、自己発生、行
動、等）が豊富にあり、且つコンピュータの計算力の増加と、Ｂａｙｅｓｉａｎアルゴリ
ズム、ニューラルネットワーク及び他の人為的インテリジェンス方法とが合成されて、コ
ンピュータは、人々が正に「人間」のスキルを上げるのに良好なものとなる。
【００４０】
　例示的ターゲットプロフィール５００は、関係データベースに記憶することができると
共に、ターゲットデータ範囲５０２及びプログラム可能なフィルタ５１８を記憶するため
の関連テーブルをもつことができる。データ範囲テーブル５０２は、別のユーザがターゲ
ットプロフィールにマッチングするかどうか決定するのにシステムが使用するための特性
に対する複数のエントリーを含んでもよい。マッチングする場合には、設定４１６に基づ
いてアクションを取ることができる（例えば、ビープ音を発するか、通知を送信するか、
或いはマッチングするユーザ又はユーザのグループに関する情報を表示する）。各ターゲ
ット特性は、データ範囲テーブル５０２に行として記憶することができる。エントリーは
、データテーブル４０２に使用されるものに対応する（フィールド５０４、値範囲５０６
、形式５０８、関連性５１０及び信用性５１２）が、スレッシュホールド値、範囲又はワ
イルドカード値を使用して、ユーザプロフィールがターゲットプロフィールにマッチング
するための要求を指定することができる。更に、マッチングするかどうか決定する際にエ
ントリーの重要性を指示するためにそのエントリーに重み５１４が指定されてもよい。（
集中データベースを要求しない仕方で２つの装置間にアドホックベースで同じことを行な
えることに注意されたい。）
【００４１】
　又、他のフィルタ５１６を、マッチングの目的でエントリーに適用することもできる。
ポインタは、データ範囲テーブル５０２内の１つ以上のエントリーをプログラム可能なフ
ィルタ５１８にリンクし、さもなければ、関連付けることができる。プログラム可能なフ
ィルタ５１８は、一般的にマッチングのための、又は特定のエントリーをマッチングする
ための他の条件を指定することができる。例えば、フィルタは、特定のエントリーがマッ
チングしなければならないかどうか、及び／又はあるパーセンテージのエントリーのみが
マッチングすればよいかどうか指定することができる。フィルタは、位置５２０、時間５
２２、状況５２４、関連性５２６、又は他の条件５２８に基づくものでよい。位置５２０
は、ユーザのある距離以内（例えば、Ｂｌｕｅｔｏｏｔｈ範囲以内又は特定の位置データ
に基づく）にいるユーザ、或いは特定の位置、又は特定のイベント又は会場にいるユーザ
をフィルタするのに使用できる。又、位置５２０は、マッチングルールを自動的に調整す
るのにも使用できる（例えば、ユーザが家から遠くにいるとき）。例えば、ユーザが外国
を旅行している場合には、ルールは、同じ言語を話す（又は同じ国から来た）別のユーザ
とのマッチングしか要求しない。又、ユーザは、状況５２４（例えば、ユーザが仕事をし
ているか、家にいるか、ソーシャルなイベントをしているか、又は旅行中であるか）を指
示する設定４１６も有することができる。この状況５２４に基づいて、異なるターゲット
プロフィール（１つ又は複数）をマッチングのために選択して使用することができる。更
に、マッチングのための基準は、状況５２４に基づいて自動的に切り換えることができる
（例えば、ユーザには、旅行時には近傍にいるが、仕事中にはそうでない友人を通知する
ことができる）。又、時間５２２を使用して、マッチング基準を自動的に調整することも
できる（例えば、金曜又は土曜の夜には、月曜の朝とは異なる基準を使用する）。
【００４２】
　このシステムは、所与の時間及び／又は場所における他のユーザのルール及び設定を探
すことにより「インテリジェンス」を発生し、そして自分の設定を手動で調整しなければ
ならないことからユーザを救済するある環境ファクタを「計算」することができる。例え
ば、このシステムは、「位置メモリ」によりバーと医師のオフィスとの間を区別すること
ができる。若干のユーザが、特定の位置（又は多使用ファシリティの場合には、時間に結
合された位置）の特性を識別することにより位置を「精密に計画する(map out)」場合に
は、この情報を、その位置に訪れる他のユーザに適用することができる。この場合には、
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ユーザは、単に自分の装置を「医師のオフィスにおいてマッチングをターンオフする」又
は「バー以外の全ての場所でマッチングをターンオフする」にセットすればよく、システ
ムは、ユーザの希望に適宜に応答することができる。
【００４３】
　同様に、システムは、フィードバックを通して学習することができ、即ちある種のアラ
ートを繰り返しスヌーズさせ、従って、この「種」のアラートがありがたくないことを指
示できる（時間、場所又は他のファクタに基づく）。或いは又、マッチングアラートを得
ると、ユーザは、自分の装置のユーザインターフェイスを通してシステムへフィードバッ
クを与え、「どうぞ、もっとこのように(more like this, please)」を送信する。より詳
細には、システムは、どこに家があり、仕事場があり、ガールフレンドのアパートがあり
、等々を知るようにトレーニングできねばならず、したがって、システムは、あなたにつ
いて学習し、そしてあなたの行動パターンを「理解する」ことができる。
【００４４】
　関連性５２６は、あなたが誰と一緒か（例えば、あなたの妻又はあなたの愛人）及び／
又は誰が傍にいるか（例えば、共通の友人と一緒又はその傍にいる人にとってより寛大な
マッチング）及び／又はあなたが誰と関係をもつか（例えば、あなたは、高レベルの関連
性及び信用性をもつ共通の友人がいるかどうか）に基づいてマッチングルールを変更する
のに使用できる。マッチングに対する第２等級連絡先の使用は、データ範囲テーブル５０
２における基準と、他の基準をどのように適用するか決定するためのフィルタの両方であ
る。これらのエントリー及びフィルタは、親密な第２等級連絡先がある範囲内又は距離内
にあるときに（例えば、位置５７０フィルタに基づいて）ユーザに通知するのに使用でき
る。又、会場又は催し物をスキャンして（ネットワークサーバー３０２へ要求を行なうこ
とにより）、どれほど多くの友人及び／又は第２等級連絡先がその位置にあるか決定する
ことができる。更に、ユーザのカレンダー情報がこのプロフィールに組み込まれた場合に
は、この情報を使用して、将来特定の位置に誰がいるか予想することができる。例えば、
あなたが週末にマイアミへ行く計画をしている場合に、あなたは、その都市をスキャンし
て、現在そこに誰がいるか調べるだけでなく、あなたがそこにいるときに誰か（あなたの
知人又は潜在的にマッチングする人）そこに行く計画を立てていることを調べることもで
きる。このように、あなたは、異なる都市からマイアミへ飛ぶ誰かと適当なブラインドデ
ートするように「マッチング」することができる。
【００４５】
　又、ユーザは、特定の位置において移動装置をもつ個人（例えば、バーの端にいる女性
）を「スキャン」する特定の要求を出して、他の者が共通の友人を有するかどうか調べ、
又は単に彼女の公のプロフィールを調べることもできる。ネットワークサーバーは、指定
の位置において移動装置に対するユーザプロフィールを検索することもできるし、或いは
移動装置との直接的Ｂｌｕｅｔｏｏｔｈ又は赤外線接続を通してそれを得ることもできる
。これは、マッチング情報に対する質的な印（関連性４１０及び信用性４１２のような）
と結合されたときに特に強力なものとなる。というのは、質の第２等級マッチングを促進
しそしてスプーファーをフィルタ除去するからである。又、このスキャニングプロセスで
は、以下に更に述べるように、他人同士の対話を始め易くするように、「アイスブレーカ
ー」会話の話題を識別することができる。
【００４６】
　又、あなたはフィルタを使用して、あるマッチングを阻止することもできる。例えば、
あなたは結婚していても、分別あるロマンチックアプローチに対してオープンする「デジ
タルヴァイブ(digital vibes)」を送信したいとする。この場合に、あなたは、マッチン
グエンジンを使用すると、仲介者があなたの配偶者である第２等級接続に対してあなたを
アラートして、それを回避する。又、「ヴァイブ」があなたの配偶者の友人へ送信される
のを選択的に阻止することもできるし、又は同様の願いを表明した人々へ匿名でのみ送信
することもできる。これは、移動装置に対する利用性４２０の設定を変更するように関連
性５２６に基づくフィルタを使用することにより指定することができる。
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【００４７】
　同じ方針に沿って、これは、必ずしも結婚していないが、単に匿名の物理的遭遇を希望
し、ひいては、同様の関心をもつ他の人々についてアラートされることを希望する人々に
適用することができる。このようなことを求める人々は、この好みをそれらのプロフィー
ルに含ませることができ、そしてシステムは、これをそのマッチング基準に合体すること
ができる。この種の物理的な遭遇を求めている者は、単純にどこかの場所へ行き、そこで
、彼女が、同様の希望をもつ誰かに物理的に接近するという必要はない（これは、今日、
匿名のＢｌｕｅｔｏｏｔｈ対話で行うことができる）が、実際には、同様の好みをもつ人
々がどこに大勢集まるかに基づいて今夜どこに行くか判断することができる。彼女は、家
を出る前に、バーや、近隣や、都市をもスキャニングすることにより、これを行うことが
できる。この「一夜立ち(one-night stand)」マッチングシステムは、これに、上述した
他のプロフィールデータを結合することにより更に有効なものにすることができる。例え
ば、誰かが一夜立ちに関心があるが、彼のほとんどの時間を彼女の町又は近隣以外のとこ
ろで過ごし且つ性的伝染病に関してきれいな健康記録を有する者しかいないこともある（
これは、誰かにとって、おそらく、彼の医師により発行されたデジタルトークンを使用し
て彼のプロフィールに医療データを合体させる動機付けとなる）。
【００４８】
　又、移動装置は、会社により使用されることもあり、これらの目的で特定のフィルタを
確立することができる。会社は、本物のプロフィールデータに対して無数の使い方をする
。あなたがプラダの小売店に入ったときに、あなたが年に百万ドル稼ぐことを店が知って
いるか、又は競争相手の店で月に＄１０００遣うことを知っている場合には（例えば、あ
なたのスマートカードの使用から情報が通信されて収集されるので）、あなたは、購入履
歴が分からない者より親切に扱われる。同様に、あなたが産業見本市のフロアを歩いてい
て、あなたのプロフィールに、仕事及び過去の実績評価、又はある学校からの電気工学等
級のような他の望ましい特性を有する場合には、あなたを雇用しようと求めている会社に
よるアプローチがあるかもしれない（特に、あなたが、そのような申し入れに対してオー
プンであることをあなたのプロフィールに指示している場合には）。
【００４９】
　ある状況では、認証された行動情報の転送が会社及び消費者の両方にとって有益である
。上述した例では、例えば、プラダにいる消費者は、証明された彼女の過去の購入履歴に
基づいてＶＩＰ待遇を受け且つおそらく特別なオファーを得ることにより利益を得る。
【００５０】
　更に、消費者は、ビジネスに関する外因的発生データにより権限を受けることができる
。消費者が、過去の購入行動に基づいて顧客になる見込みが高い人と考えられるように、
レストランは、その「行動」に関するプロフィール情報を受動的に蓄積することができる
。この場合に、レストランは、システムの人間ユーザと同様の「エンティティ」である。
誰かがレストランで食べるたびに、移動装置がそのレストランの格付けを容易にし、例え
ば、あなたが勘定を支払うときに（おそらく、デジタルキャッシュ又はクレジットカード
で）、あなたには、１－１０の格付けを入力する資格が与えられる。あなたの格付けは、
レストランに対するユーザプロフィール４００においてこのレストランとデジタルで関連
付けされる（前のガールフレンドがあなたを格付けするのと同様に）。レストランに入る
（又はその傍を歩く）次の人は、これらの格付けを見ることができる。この情報は、デー
タベース記憶システム３０４に記憶することもできるし、又はレストラン又はその近くで
ローカルに配置された不正防止装置に記憶することもできる（不正防止であるから、レス
トランが否定的格付けを削除したり編集したりすることはできない）。
【００５１】
　多数のキーエレメントがこれをザガット(Zagat)スタイルのレストラン批評から区別す
る。第１に、正にあなたがレストランにいて経験があなたの記憶に新しいうちに、レスト
ランを格付けするのが容易であると指定されている。第２に、ユーザは、それを必要とす
るとき、即ち空腹で、道を歩きながら、食べる場所を、携帯する装置から探しているとき
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、高質の格付けを得ることができる（もちろん、ユーザは、他の時間及び場所でも同じ情
報にアクセスすることができる）。人が他の人とマッチングされるのと同様に、ユーザと
レストランとの間にターゲットプロフィールを確立し、移動装置が、良いレストランのマ
ッチングをユーザに知らせ、ユーザの判断を誘導する助けとなる格付けを与えることがで
きる。
【００５２】
　消費者に資格を与える他のアプリケーションは、複合格付けを使用することである。例
えば、フェンウェイ・パークは、誰がゲームに行くかに関する集合及び匿名情報をコンパ
イルすることができる。この場合に、レッドソックスのゲームに行こうと考える者は、ど
んな「種類」の人がゲームに来るか見出すことができる。この複合情報は、バーを選択す
るときに有用であり、即ちその客筋、年齢、性別比、収入、地元対観光客の比、等の複合
統計情報である（それらは、全て、バーにおけるユーザプロフィール４００のデータエン
トリー４０２に基づいたものとなる）。観衆の複合状態が、現在、金曜の夜対日曜の夜、
又は単に一般的に、どのようであるか知ることに関心をもつ者もある。
【００５３】
　グループ情報は、集合及び匿名だけである必要はない。バーを「スキャン」して、例え
ば、あなたが知っている誰か（又は第２等級の連絡先、一夜立ちを探している女性、仕事
先からの友人、等）が中にいるかどうか調べるのに使用できる。１つの重要な利益は、実
際にあなたがバーへ行く前に、あなたがまだ家にいるか又はどこへ行こうか考えて仕事を
している間に、これをリモート位置で行う能力（例えば、サーバー３０２へ問合せ要求を
送信することにより）である。又、人々は、引っ越そうと考えている都市に住んでいる人
々（又は同様に隣人）、働こうと考えている会社、加入しようと考えているゴルフクラブ
、訪れてみたいリゾート等に関するリモート複合データを得るのに有用であることが分か
る。
【００５４】
　本発明の実施形態は、種々の付加的な応用も可能にする。
【００５５】
　コンテスト：あなたが、友人と共に、誰がより多くの知人に遭遇するか競争すれば楽し
いことであろう。位置が分かるマッチングシステムでは、あなたは、人々それ自身に「ば
ったり会う」必要はなく、ある指定の距離内に友人がいる場合に、マッチングエンジンが
それをあなたに告げる。ここに述べる真正性テストは、コンテストを改善することができ
る（あなたは、おそらく、仕事関係の知人をゲームから除去するか、或いは例えば、「親
密な友人」だけを信用性４１２の格付けに基づいてカウントするよう規定することができ
る）。
【００５６】
　カルマ(karma)ポイント：２人の人があなたを仲介者として使用して会うときには、あ
なたは、デジタルカルマポイント（ユーザプロフィール４００におけるスコア又はトーク
ン）を稼ぐことができる。カルマポイントは、収集するのが楽しいもので、マッチングの
基礎を与えることもできる（例えば、良好なマッチメーカーであるか又は多数の第２等級
の連絡先を有するユーザをフィルタリングする）。ある数のマッチングについて「責任の
あった」近隣のコーヒー店（即ち、そのコーヒー点の常連である人々がマッチングされる
）のような生命のないエンティティも、カルマポイントを稼ぐことができる。２人の人が
あなたを仲介者として使用して会うときには、それが行なわれたこと、及びあなたが丁度
１０「カルマポイント」を稼いだことをあなたにアラートすることができる。
【００５７】
　「リンギング・イヤ(Ringing Ears」：カルマポイントを稼ぐのに加えて、２人の人が
あなたを仲介者として使用して会うときには、あなたは、（電話、テキストメッセージ、
等により）通知を受け、そしてその対話に離れたところから又は本人が参加するように招
待を受けることができる。移動装置１００の設定４１６は、共通の友人の中でマッチング
が行なわれるときに、その装置が仲介者にコールを発したり又はテキストメッセージやｅ
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メールを送信したりするようにさせる。更に、設定４１６を使用して、サーバー３０２が
仲介者にメッセージを送信するようにさせてもよい。
【００５８】
　なぞなぞ及びゲーム：設定及びフィルタは、創造的な対話マッチング基準を使用するの
を許す。上述したように、人々は、他のユーザの何人か又は全部に見せることのできるパ
ブリックプロフィールを有する。このプロフィールは、「スキャニング」動作を通してア
クセスすることができ、これは、誰かが彼の装置を個人（又は彼女の装置）に「向け」、
彼女のパブリックプロフィールにアクセスできることを意味する。パブリックプロフィー
ルでは、男性が彼女にアプローチするときになぞなぞに答えるか、或いは彼女の好きな歌
を歌い、彼女にマルガリータを買い、彼女にある種の花を手渡し、等々をするようにチャ
レンジすることにより、女性が楽しむことを望む。これは、両当事者が座を和やかにする
ために、楽しませることができる。アプローチのためのこれらの好みは、誰かが彼女の表
情を「スキャン」するときに、座を和やかにする適当な話題を見つけるか、又はマッチン
グする「ヒット」（相互の知人のような）をサーチするために露呈される。サイドポイン
トとして、誰かがスキャンされるたびにそれを保持するレコードがあってもよい。女性は
、ある夜、１８名の男性が、彼女を「スキャン」するに足る魅力を見出したことを知るの
が好きである。
【００５９】
　デジタルウェイク：別の設定４１６は、幾つかのマッチング又は事象が発生したときに
通知を要求するのに使用できる。最近、近くの位置にいたユーザをマッチングさせるため
にターゲットプロフィール及びフィルタが確立される（データテーブル４０２におけるタ
イムスタンプ付き位置エントリーに対するマッチングに基づいて）。例えば、ユーザは、
ユーザが知っている誰か（ユーザプロフィール４００のデータエントリーで指示された）
が最後の５分以内にユーザの位置を通過したときにアラートされる。この場合に、彼は、
彼の友人にコールしてハローと言い、そしておそらく、ぐるりと戻って近くで会うように
アレンジする。又、位置５２０のフィルタを使用して、ユーザが位置するかどうかに基づ
いてマッチングするためのこの基準を緩和することができる。例えば、ユーザが外国を旅
行している場合に、ユーザは、最後の数時間以内に近くにいた友人について通知を受ける
ことを希望する。又、ユーザは、ユーザがその前に訪れた位置（例えば、ユーザが１時間
前に昼食を取ったレストラン）に友人がいる場合に通知を受けることを希望する。
【００６０】
　図６は、本発明の実施形態に基づいてユーザをマッチングするための方法を示すフロー
チャートである。装置１００又はサーバー３０２のソフトウェアアプリケーションは、ユ
ーザプロフィール及びターゲットプロフィールを処理して、マッチングがあるかどうか、
及びマッチングがある場合には行うべきアクションを決定することができる。上述したプ
ロフィール情報及びフィルタのいずれを使用してもよく、そして上述したアクションのい
ずれかを、ユーザプロフィール及びターゲットプロフィールにおける情報に基づいて行う
ことができる。６０２に示すように、位置情報は、移動装置１００により発生され又は受
信されそして装置によりローカルで処理されるか、或いは処理のためにサーバー３０２へ
送信されてもよい。位置情報は、特定の位置又は催し物にいるユーザ、或いはユーザ又は
特定位置のある範囲内にいるユーザを要求する。６０４に示すように、この基準を満足す
る他のユーザが検出される（図２に示す直接的通信を経て又はサーバー３０２を経て）。
利用性設定４２０に基づき、装置又はサーバーは、次いで、ユーザプロフィール（又は少
なくとも、希望のターゲットプロフィール及びフィルタに基づいてマッチングするのに必
要なエントリー）がその検出されたユーザについて得られるかどうか決定する。ユーザプ
ロフィールが得られる場合には、それらが検索されると共に、６０８に示すように、ユー
ザプロフィール及びターゲットプロフィールにフィルタが適用される。６１０に示すよう
に、ユーザプロフィールが、次いで、フィルタされたターゲットプロフィールと比較され
、マッチングするかどうか決定される。マッチングする場合には、設定６１４をチェック
して、行うべき適当な通知、アラート及び他のアクションを決定する。次いで、６１６に
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示すように、移動装置１００及びサーバー３０２により適当な通知、アラート及び他のア
クションが行なわれる。上述したように、これらのアクションは、マッチングするユーザ
を通知し、マッチングするターゲットを通知し、及び／又は２つの第２等級連絡先がマッ
チングするところの仲介者を通知することを含む。
【００６１】
　上述したように、プログラム可能なフィルタ５１８は、基準とユーザプロフィールとの
間の全体的なマッチングに対して、個々の基準／エントリーを満足しなければならないか
、又はあるパーセンテージの基準／エントリーを満足すればよいか、指定することができ
る。ここに示す実施形態では、通常の表現又は他の論理が、プログラム可能なフィルタ及
び／又は基準の一部分として使用されてもよい。全体的なマッチングに対してスレッシュ
ホールドを満足するかどうか決定すると共に、スレッシュホールドを満足する他のユーザ
及びユーザプロフィールをユーザに通知すべきかどうか決定するために、スコアが計算さ
れてもよい。ユーザにどのように通知すべきか決定するのに使用される２つ以上のスレッ
シュホールド又はスケールがあってもよい。非常に高いスコアをもつ別のユーザが近くに
いる場合には、移動装置は、可聴アラートを放出するか又は振動し、且つ他のユーザプロ
フィールからの情報と共にＳＭＳテキストメッセージを与えるようにされる。他のユーザ
が有する低いスコアが、あるスレッシュホールドに対して依然として充分高い場合には、
可聴アラートを伴わずにテキストメッセージが送信される。これらは、例示に過ぎず、通
知及びスレッシュホールドの他の組み合せが使用されてもよい。
【００６２】
　ここに例示する実施形態では、マッチングに対して、ターゲットが雄であるか雌である
かといったある基準が必要になる。他の基準は、収入レベルのようなあるスレッシュホー
ルドを越えるマッチングスコアに貢献する。これらの基準は、ある場合にはスコアに向か
うゼロ又は固定数に貢献する（例えば、重み５１４に基づいて）。例えば、ターゲットが
、ユーザ及びターゲットの両方に対するプロフィールに関連した連絡先リストに挙げられ
たユーザ又は他の個人のような共通の第２レベルの連絡先を共有する場合には、単一の重
み５１４をスコアに追加することができる。ある場合には、基準が、重み５１４又は重み
５１４の一部分を、他のユーザプロフィールに基づく回数で、スコアに追加するのを許す
。例えば、ユーザとターゲットとの間の共通の各第２レベル連絡先に対して付加的なポイ
ントをスコアに追加することができる。プログラム可能なフィルタ５１８は、共通の各付
加的な第２レベル連絡先に対してポイントを減少する（最終的にゼロに）ルールを指定す
ることができる。ある最大値までの、より高い収入レベルに対して、より多くのポイント
を追加する等、他の基準について同じ解決策を使用してもよい。別の例では、第３次の連
絡先が使用される（ユーザ及びターゲットの各々が知っている誰かが、次いで、上述した
ように連絡先リスト又は他のファクタに基づいて決定できる共通の個人を知っている）。
第３次の連絡先は、スコアに対する幾つかのポイントに貢献するが、第２次の連絡先より
少数のポイントにしか貢献しない（及びそれより低い重みしかもたない）。上述した他の
形式の基準及び特性は、いずれも、論理的基準又はルールを満足するかどうかに基づくと
共に、その基準又はルールを満足するときにスコアに追加できる重み（固定であるかスケ
ーリングされるかに関わらず）に基づいて、スコアに因数分解することもできる。ダイヤ
ル、スライドバー又は他の調整可能な設定を伴うユーザインターフェイスは、異なる基準
に対する重みを調整するのに使用でき、これは、マッチングに対して重要な基準を作る設
定、スコアに貢献する重み／ポイントを指定するための設定（又は設定のスケール）、基
準がマッチングに対して使用されないことを指示する設定、及び／又は基準がターゲット
をマッチングから不適格とすることを指示する設定を含む。又、マッチングに使用される
スレッシュホールドは、ダイヤル、スライドバー又は他の調整可能な設定を使用すること
により調整することもできる。ユーザは、混雑した位置において得るマッチング又は通知
が多過ぎる場合には、ダイヤル、スライドバー又は他の設定を容易にトグルして、マッチ
ングに必要なスレッシュホールドスコアを上げることができる。マッチングが生じ難い位
置にユーザがいる（例えば、町の外、又は外国を旅行している）場合には、ユーザは、マ
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ッチングに必要なスレッシュホールドスコアを容易に下げることができる。上述したよう
に、スレッシュホールドは、状況、１日の時刻、位置、又はシステムにより決定される他
のファクタに基づいて自動的に調整することができる。
【００６３】
　同様に、スコア及びスレッシュホールドを、会社又は会場又は他のオブジェクトのよう
なエンティティに対して使用して、マッチングを決定すると共に、ユーザに通知すべきか
どうか決定することができる。ここに例示する実施形態では、同様のスコア及びスレッシ
ュホールドを、位置に基づく情報に結合して、プロモーションアイテム、広告、又はクー
ポンをユーザへ送信すべきかどうか決定することができる。例えば、ユーザは、信用スコ
ア、行なわれた購入に基づくスコア、又はスレッシュホールドを満足する他の基準を有し
てもよい。スレッシュホールドより高いスコアをもつユーザが、店又は会社の付近にいる
と決定された場合には、特定の広告又は電子クーポンをユーザの移動装置へ送信すること
ができる。ユーザがスレッシュホールドスコアをどれほど越えるかに基づいて異なる広告
又はクーポンがユーザに送信されるような拡張可能なスレッシュホールドを使用してもよ
い。ある実施例では、移動装置が競争相手の会社付近に（又は会社に）あると決定された
ときに、会社の位置に対する方向、或いは会社の広告又はクーポンをユーザの移動装置へ
送信することができる。ユーザがその位置の付近にいるかどうかは、予め設定された半径
又は距離に基づいてもよいし、或いはユーザがその位置にどれほど接近しているかに基づ
いてスコアの一部分として異なる量で重み付けされてもよい。
【００６４】
　本発明の好ましい実施形態を図示して説明したが、当業者であれば、これら実施形態が
例示に過ぎないことが明らかであろう。当業者であれば、本発明から逸脱せずに、多数の
変更や修正や置き換えが明らかであろう。本発明を実施するときに、ここに述べる本発明
の実施形態に対する種々の変更を使用してもよいことが理解されよう。本発明のシステム
及び方法は、特許請求の範囲及びその等効物により限定されるものとする。
【図面の簡単な説明】
【００６５】
【図１】本発明の実施形態に関連して使用できる移動装置のブロック図である。
【図２】本発明の実施形態に基づき移動装置間での情報の直接的な交換を示すブロック図
である。
【図３】本発明の実施形態に基づくネットワークシステムを示す図である。
【図４】本発明の実施形態に基づくユーザプロフィールの論理図である。
【図５】本発明の実施形態に基づくターゲットプロフィールの論理図である。
【図６】本発明の実施形態に基づきユーザをマッチングするための方法を示すフローチャ
ートである。
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