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(57)【要約】
端末間移動体広告システムは、マイクロターゲット広告
を選択するために、ユーザの挙動（位置、移動体通信デ
バイス上での広告との対話等）を特徴づける。市場プラ
ットフォームは、所望の視聴者（到達先）、適切な提示
数（回数）、特定のスケジュールされた時間帯内の有効
存続時間（時間）に関する取り決められたタグに従い、
移動体通信デバイスに適した提示に必要なフォーマッテ
ィングを行う。時間指定クーポン広告キャンペーンに関
するスケジュールの条件をサポートする。ユーザの位置
および／または通信デバイスとの対話を監視し挙動の変
化（予測された競争業者に行かない、広告主の位置に行
く、広告主に電話をかける、将来参照するために広告を
クリップする等）を見ることにより、印象広告の事例で
さえ有効性を測る。市場プラットフォームは、広告を提
供する広告エンティティから、プライバシ上の理由でユ
ーザ識別を保護する。
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　移動体通信デバイスに広告コンテンツを配信するための方法であって、
　挙動に基づいて移動体通信デバイスのユーザを特徴づけることと、
　前記ユーザの前記特徴づけに基づいて、前記移動体通信デバイス上に提示するための広
告を選択することと、
　有効性を示すために、前記広告の提示に時間的に近いユーザ応答を相関し、報告するこ
とと
　を具備する、方法。
【請求項２】
　前記ユーザを特徴づけることは、前記移動体通信デバイスの位置をビジネスの位置と相
関させることをさらに具備する、請求項１記載の方法。
【請求項３】
　前記広告の提示が完了したとみなすために、前記移動体通信デバイスによって完了され
る必要がある、前記広告の前記提示に関係付けられた条件で広告をタグ付けすること
　をさらに具備する、請求項１記載の方法。
【請求項４】
　累積提示存続時間についての時間条件で前記広告をタグ付けすることをさらに具備する
、請求項３記載の方法。
【請求項５】
　前記時間条件の一部を完了するために、第１のユーザインターフェイス表現の中で、前
記移動体通信デバイス上に提示するための前記広告を選択することと、
　前記時間条件のさらなる部分を完了するために、第２のユーザインターフェイス表現の
中で、前記移動体通信デバイス上に提示するための前記広告を引き続き選択することと
　をさらに具備する、請求項４記載の方法。
【請求項６】
　前記第１および第２のユーザインターフェイス表現が、ブラウザスクリーン、ワイヤレ
スデバイスメニュースクリーン、またはゲームコンソールスクリーンで構成されるグルー
プから選択される、請求項５記載の方法。
【請求項７】
　最低提示カウントについての回数条件で前記広告をタグ付けすることをさらに具備する
、請求項３記載の方法。
【請求項８】
　累積提示存続時間についての時間条件で前記広告をタグ付けすることをさらに具備し、
前記広告の提示が完了したとみなすために、回数条件および時間条件の両方が満たされる
べきである、請求項７記載の方法。
【請求項９】
　前記広告の提示期間を制約するスケジュール条件で前記広告をタグ付けすることをさら
に具備する、請求項３記載の方法。
【請求項１０】
　前記広告の提示を、前記移動体通信デバイスの規定された位置に制約する位置条件で前
記広告をタグ付けすることをさらに具備する、請求項３記載の方法。
【請求項１１】
　前記ユーザの挙動を、競争業者の位置を頻繁に訪問することと特徴づけることと、
　予測される、前記競争業者の位置への復帰に先行するように選択される条件で前記広告
をタグ付けすることと
　をさらに具備する、請求項１０記載の方法。
【請求項１２】
　前記競争業者の位置に到達するのに先行するように予測される位置条件で、前記広告を
タグ付けすることをさらに具備する、請求項１１記載の方法。
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【請求項１３】
　前記ユーザの特徴づけに基づいて、前記競争業者の位置に到達するのに先行するように
予測される時間条件で、前記広告をタグ付けすることをさらに具備する、請求項１１記載
の方法。
【請求項１４】
　複数の広告のシーケンス内で前記広告の提示を制約する、シーケンス条件で前記広告を
タグ付けすることをさらに具備する、請求項３記載の方法。
【請求項１５】
　ユーザ識別を除去することにより、前記ユーザ応答の前記報告の脱個人化を行うことを
さらに具備する、請求項１記載の方法。
【請求項１６】
　前記広告に関係付けられたビジネスに対応するものとして前記移動体通信デバイスの位
置を識別することにより、前記ユーザ応答を相関し、報告することをさらに具備する、請
求項１記載の方法。
【請求項１７】
　前記ユーザが前記広告に関係付けられたビジネスに発呼したと決定することにより、前
記ユーザ応答を相関し、報告することをさらに具備する、請求項１記載の方法。
【請求項１８】
　前記ユーザが、前記広告に関係付けられた前記ビジネスに自動でダイヤルするための前
記広告中のリンクをアクティブ化したと決定することにより、前記ユーザ応答を相関し、
報告することをさらに具備する、請求項１７記載の方法。
【請求項１９】
　前記ユーザが、前記移動体通信の前記ユーザインターフェイスを介して、さらにアクセ
スするために前記広告を保存するための入力を行ったと決定することにより、前記ユーザ
応答を相関し、報告することをさらに具備する、請求項１記載の方法。
【請求項２０】
　前記ユーザに関係付けられたデモグラフィック入力、挙動的入力、およびコンテクスチ
ュアル入力を検知することにより、前記ユーザ応答を相関し、報告することをさらに具備
する、請求項１記載の方法。
【請求項２１】
　移動体通信デバイスに広告コンテンツを配信するように構成される少なくとも１つのプ
ロセッサであって、
　挙動に基づいて移動体通信デバイスのユーザを特徴づけるための第１のモジュールと、
　前記ユーザの前記特徴づけに基づいて前記移動体通信デバイス上に提示するための広告
を選択するための第２のモジュールと、
　有効性を示すために、前記広告の提示に時間的に近いユーザ応答を相関させ、報告する
ための第３のモジュールと
　を具備する、少なくとも１つのプロセッサ。
【請求項２２】
　挙動に基づいて移動体通信デバイスのユーザを特徴づけることをコンピュータに行わせ
るための少なくとも１つの命令と、
　前記ユーザの前記特徴づけに基づいて前記移動体通信デバイス上に提示するための広告
を選択することをコンピュータに行わせるための少なくとも１つの命令と、
　有効性を示すために、前記広告の提示に時間的に近いユーザ応答を相関させ、報告する
ことをコンピュータに行わせるための少なくとも１つの命令と
　を具備するコンピュータ可読媒体
　を具備する、コンピュータプログラム製品。
【請求項２３】
　移動体通信デバイスに広告コンテンツを配信するための装置であって、
　挙動に基づいて移動体通信デバイスのユーザを特徴づける手段と、
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　前記ユーザの前記特徴づけに基づいて前記移動体通信デバイス上に提示するための広告
を選択する手段と、
　有効性を示すために、前記広告の提示に時間的に近いユーザ応答を相関させ、報告する
手段と
　を具備する、装置。
【請求項２４】
　移動体通信デバイスに広告コンテンツを配信するための装置であって、
　移動体通信デバイスによって感知されるユーザの挙動のデータ構造を含む記憶デバイス
と、
　前記挙動に基づいて前記ユーザの特徴づけを開発し、広告プラットフォームとインター
フェイスして、前記ユーザの前記特徴づけに基づいて前記移動体通信デバイス上に提示す
るための広告を選択するための市場プラットフォームと、
　有効性を示すために、前記広告の提示に時間的に近いユーザ応答を相関させ、報告する
ための広告追跡コンポーネントと
　を具備する、装置。
【請求項２５】
　前記フォーマットされた広告に関するタグを入力するためのキャンペーン管理インター
フェイスをさらに備え、前記タグは、前記広告の提示が完了したとみなすために前記移動
体通信デバイスによって完了される必要がある、前記広告の前記提示に関連づけられた条
件を含む、請求項２４記載の装置。
【請求項２６】
　前記キャンペーン管理インターフェイスが、存続時間、スケジュール制約、シーケンス
、および回数カウントで構成されるグループから選択されるタグ条件を入力する、請求項
２５記載の装置。
【請求項２７】
　広告に関係付けられたビジネスの位置データベースをさらに具備し、前記広告追跡コン
ポーネントが、前記移動体通信デバイスの位置を前記位置データベース中のビジネス位置
と相関させる、請求項２４記載の装置。
【請求項２８】
　前記ユーザに関係付けられたデモグラフィック入力、挙動的入力、およびコンテクスチ
ュアル入力を検知することにより、前記ユーザ応答を相関し、報告するための前記広告追
跡コンポーネントをさらに具備する、請求項２４記載の装置。
【請求項２９】
　移動体通信デバイス上に広告コンテンツを提示するための方法であって、
　ユーザを特徴づけするために、ユーザの挙動を移動体通信デバイス上で感知することと
、
　前記ユーザの前記特徴づけに基づいて選択される、前記移動体通信デバイス上に提示す
るための広告を要求することと、
　相関および報告に対する有効性を示すために、前記広告の提示に時間的に近いユーザ応
答を追跡することと
　を具備する、方法。
【請求項３０】
　ユーザの挙動を感知することは、ビジネスの位置と相関させるために、前記移動体通信
デバイスの位置を感知することをさらに具備する、請求項２９記載の方法。
【請求項３１】
　前記広告の提示が完了したとみなすために前記移動体通信デバイスによって完了される
べき条件に従って、広告を提示することをさらに具備する、請求項２９記載の方法。
【請求項３２】
　累積提示存続時間についての時間条件に従って前記広告を提示することをさらに具備す
る、請求項３１記載の方法。
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【請求項３３】
　最低提示カウントについての回数条件に従って前記広告を提示することをさらに具備す
る、請求項３１記載の方法。
【請求項３４】
　累積提示存続時間についての最低時間条件、および前記最低カウントの両方に従って前
記広告を提示することをさらに具備する、請求項３３記載の方法。
【請求項３５】
　前記広告の提示期間を制約するスケジュール条件に従って前記広告を提示することをさ
らに具備する、請求項３１記載の方法。
【請求項３６】
　前記広告の提示を、前記移動体通信デバイスの規定された位置に制約する位置条件に従
って前記広告を提示することをさらに具備する、請求項３１記載の方法。
【請求項３７】
　前記移動体デバイスの前記位置を感知することが、競争業者のビジネスを頻繁に訪問す
ることとして前記ユーザの挙動を特徴づけ、前記方法が、前記競争業者の位置への予想さ
れる復帰に先行するように選択される条件に従って前記広告を提示することをさらに具備
する、請求項３６記載の方法。
【請求項３８】
　前記競争業者の位置に到達するのに先行すると予測される位置条件に従って前記広告を
提示することをさらに具備する、請求項３７記載の方法。
【請求項３９】
　前記ユーザの特徴づけに基づいて、前記競争業者の位置に到達するのに先行すると予測
される時間条件に従って前記広告を提示することをさらに具備する、請求項３７記載の方
法。
【請求項４０】
　複数の広告のシーケンス内で前記広告の提示を制約する、シーケンス条件に従って前記
広告を提示することをさらに具備する、請求項３１記載の方法。
【請求項４１】
　ユーザ識別を除去することにより、前記ユーザ応答の前記報告を保護することをさらに
具備する、請求項２９記載の方法。
【請求項４２】
　前記広告に関係付けられたビジネスに対応するものとして、相関および報告を行う前記
移動体通信デバイスの位置を感知することにより、前記ユーザ応答を感知することをさら
に具備する、請求項２９記載の方法。
【請求項４３】
　複数の構成から、前記移動体通信デバイスの構成を報告することと、
　前記移動体通信デバイスの前記構成の提示可能性に対してフォーマットされた前記広告
を受信し、提示することと
　をさらに具備する、請求項２９記載の方法。
【請求項４４】
　前記ユーザが前記広告に関係付けられたビジネスに発呼したと決定することにより、前
記ユーザ応答を感知することをさらに具備する、請求項２９記載の方法。
【請求項４５】
　ユーザが前記広告中のリンクをアクティブ化し、前記広告に関係付けられた前記ビジネ
スに自動でダイヤルすることを感知することにより、前記ユーザ応答を感知することをさ
らに具備する、請求項４４記載の方法。
【請求項４６】
　ユーザ入力に応答して、前記移動体通信の前記ユーザインターフェイスを介して、さら
にアクセスするために前記広告を保存することにより、前記ユーザ応答を感知することを
さらに具備する、請求項２９記載の方法。
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【請求項４７】
　前記ユーザによるデモグラフィック入力、挙動的入力、またはコンテクスチュアル入力
のうちの選択された１つを受信することにより、有効性を示すために、前記広告の提示に
時間的に近い前記ユーザ応答を追跡することをさらに具備する、請求項２９記載の方法。
【請求項４８】
　移動体通信デバイス上に広告コンテンツを提示するように構成される少なくとも１つの
プロセッサであって、
　ユーザを特徴づけするために、ユーザの挙動を移動体通信デバイス上で感知する第１の
モジュールと、
　前記ユーザの前記特徴づけに基づいて選択される、前記移動体通信デバイス上に提示す
るための広告を要求する第２のモジュールと、
　相関および報告に対する有効性を示すために、前記広告の提示に時間的に近いユーザ応
答を追跡する第３のモジュールと
　を具備する、少なくとも１つのプロセッサ。
【請求項４９】
　ユーザを特徴づけするために、ユーザの挙動を移動体通信デバイス上で感知することを
コンピュータに行わせるための少なくとも１つの命令と、
　前記ユーザの前記特徴づけに基づいて選択される、前記移動体通信デバイス上に提示す
るための広告を要求することをコンピュータに行わせるための少なくとも１つの命令と、
　相関および報告に対する有効性を示すために、前記広告の提示に時間的に近いユーザ応
答を追跡することをコンピュータに行わせるための少なくとも１つの命令と
　を具備するコンピュータ可読媒体
　を具備する、コンピュータプログラム製品。
【請求項５０】
　移動体通信デバイス上に広告コンテンツを提示するための装置であって、
　ユーザを特徴づけするために、ユーザの挙動を移動体通信デバイス上で感知する手段と
、
　前記ユーザの前記特徴づけに基づいて選択される、前記移動体通信デバイス上に提示す
るための広告を要求する手段と、
　相関および報告に対する有効性を示すために、前記広告の提示に時間的に近いユーザ応
答を追跡する手段と
　を具備する、装置。
【請求項５１】
　移動体通信デバイス上に広告コンテンツを提示するための装置であって、
　移動体通信デバイスのユーザの挙動のセンサと、
　前記感知した挙動を、前記挙動に基づいて前記ユーザの特徴づけを開発するための市場
プラットフォームに報告するための伝送コンポーネントと、
　前記移動体通信デバイス上に提示するために、前記ユーザの前記特徴づけに基づいて前
記市場プラットフォームによって選択された広告を受信するための受信コンポーネントと
、
　有効性を示すために、前記広告の提示に時間的に近いユーザ応答を追跡するための広告
追跡コンポーネントと
　を備え、
　前記伝送コンポーネントが、前記追跡されたユーザ応答を前記市場プラットフォームに
報告する、
　装置。
【請求項５２】
　ユーザの挙動を感知するための、前記提示された広告とのユーザ対話コマンドに対する
、ユーザインターフェイス応答をさらに具備する、請求項５１記載の装置。
【請求項５３】
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　前記広告に関係付けられた条件の影響を受ける前記広告を提示するための、広告スケジ
ューラをさらに具備する、請求項５１記載の装置。
【請求項５４】
　前記広告スケジューラが、存続時間、スケジュール制約、シーケンス、および回数カウ
ントで構成されるグループから選択されたタグ付けされた条件の影響を受ける前記広告を
提示する、請求項５３記載の装置。
【請求項５５】
　前記移動体通信デバイスの位置に応答する位置センサをさらに具備する、請求項５１記
載の装置。
【請求項５６】
　前記ユーザによるデモグラフィック入力、挙動的入力、またはコンテクスチュアル入力
のうちの選択された１つを追跡する前記広告追跡コンポーネントをさらに具備する、請求
項５１記載の装置。
【発明の詳細な説明】
【米国特許法第１１９条に基づく優先権の主張】
【０００１】
　本特許出願は、２００８年２月０１日に出願され、本明細書の譲受人に譲渡され、参照
により本明細書に明確に組み込まれる「ＰＬＡＴＦＯＲＭ　ＦＯＲ　ＭＯＢＩＬＥ　ＡＤ
ＶＥＲＴＩＳＩＮＧ　ＡＮＤ　ＭＩＣＲＯＴＡＲＧＥＴＩＮＧ　ＯＦ　ＰＲＯＭＯＴＩＯ
ＮＳ」と題された仮出願第６１／０２５，６１５号の優先権を主張するものである。
【背景】
【０００２】
　本明細書に開示する態様は、移動体通信デバイス上に提示される広告を配信し、追跡す
る通信網に関し、具体的には、移動体通信デバイスのユーザに対して適切にフォーマット
され、タイミング調節された特定の広告の対象を絞り、追跡するための、広告プラットフ
ォームと移動体通信デバイス集団との間のブリッジとして働く、市場プラットフォームを
提供することに関する。
【０００３】
　何年にもわたり、企業は従来の方法により、自社製品を印象づけ、既存の消費者を満足
させ、潜在的な新規消費者にたどり着こうと試みてきた。広告が、新聞、雑誌、パンフレ
ット、ニュースレター、プレスリリース、広告板などの印刷形式から、スポンサ、セミナ
、販売場所、販売促進プログラムなどのイベント関連活動に、またラジオ、テレビ、ケー
ブルテレビ、最近では衛星ケーブルテレビなどのブロードキャストメディアになるにつれ
、進化は、創造性に乏しいときは線形であり、より創造的な場合はときとして非線形とな
った。
【０００４】
　以前の所謂直接広告の新たな形態を有する、個々の消費者に対してより対象が絞られ、
適合された広告が近年増えている。新たな試みは、プル型キャンペーンおよびプッシュ型
キャンペーンによって消費者と直接交流し、広告をより測定可能にして消費者の購入習慣
、傾向、および将来の習慣の予測に関係する、詳細な消費者データマイニングを広告主に
もたらそうとした。技術の発表の場と相まって、マーケティングの創意工夫の進歩は、古
きダイレクトメールによるマーケティングキャンペーンを、テレマーケティング、販売場
所キャンペーン、コンピュータプラットフォーム、ならびに直近では電気通信網による配
信および測定が含まれる、新たな岐路へと拡張した。
【０００５】
　後者に関し、マーケティングの新世界に関する最大のプラットフォームは、多分、直近
１０年間の情報交換のための最大のプラットフォーム、つまりインターネットと同じであ
った。いくつか例を挙げると、ブランド化されたウェブサイト、バナー広告、ポップアッ
プ広告、ターゲット化された電子メール、ポータルスポンサなどの手段により、広告主は
ターゲット視聴者に焦点を合わせることができてきた。いくつか例を挙げると、供給され
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た印象（ｉｍｐｒｅｓｓｉｏｎ）、クリックスルーレート（ＣＴＲ）、顧客獲得単価（Ｃ
ＰＡ）、クリック単価（ＣＰＣ）、売上げ当たりのコスト（ＣＰＳ）、およびコストパー
サウザンド（ＣＰＭ）などの、規定されたメトリクスおよび革新的なセマンティクスによ
り、広告主は、ターゲット化された広告の結果を測定し、得られた実績結果に対して客観
的に料金を設定することができてきた。これらの新たな進歩とともに、ビジネス、地政学
、および統合電気通信網のますます全世界的な性質が原因で、広告も同様に性質上ますま
すグローバルになった。
【０００６】
　インターネット広告の発展を可能にしたパーソナルコンピューティング（例えばデスク
トップコンピュータ、ノートブックコンピュータ、およびブロードバンドインターネット
アクセス）の進歩とともに、技術の進歩も、より小型でより高性能のパーソナルコンピュ
ーティングデバイスをもたらした。例えば現在、それぞれが小型、軽量かつユーザが容易
に持ち運ぶことができる、ポータブルワイヤレス電話、パーソナルデジタルアシスタント
（ＰＤＡ）、ページングデバイスなどのワイヤレスコンピューティングデバイスを含む、
様々なポータブルパーソナルコンピューティングデバイスが現存する。コンピューティン
グ技術の進歩に伴い、消費者には、一連のソフトウェアアプリケーションで供給されうる
多くのタイプの電子デバイス（「ユーザ機器」）がますます提供されている。電子メール
、インターネットの閲覧、ゲームをすること、アドレス帳、カレンダ、メディアプレイヤ
、電子書籍を見ること、音声通信、ディレクトリサービス等の独特な機能は、スマートフ
ォン、ポータブルゲーム機、ハンドヘルドコンピュータなどの多機能デバイスにロードす
ることができる、いっそうの選択可能なアプリケーションである。
【０００７】
　これらの進歩をもってさえ、移動体通信デバイスには、汎用コンピューティングデバイ
ス以上に通信帯域幅、処理、およびユーザインターフェイスの制約がある傾向がある。例
えば、スクリーンサイズ、利用可能なメモリおよびファイルシステムの空き容量、入出力
能力および処理能力の量は、デバイスが小型であることにより、それぞれ制限される場合
がある。そのような厳しい資源制約のため、例えば、限られたサイズ／数量のソフトウェ
アアプリケーションおよび他の情報が、そのような遠隔パーソナルコンピューティングデ
バイス、例えばクライアントデバイス上に存在することを維持することが望ましい。その
ようなものとして、そのようなデバイス用のコンピューティングプラットフォームは、特
定の電話チップセットおよびユーザインターフェイスハードウェアに関して多くの場合最
適化される。
【０００８】
　広告を移動体通信デバイスに拡張するための限定的な試みは、概してインターネット閲
覧のパラダイムに従ってきた。しかし、ワイヤレスアプリケーションプロトコル（ＷＡＰ
）ブラウザを使用することは、フルサイズのモニタ／画面とともにブロードバンドインタ
ーネットを使用することと比較すると劣る。妥当なコストで時宜を得た方法で取得し、表
示することができるコンテンツの量は制約される。制限されたユーザ入力デバイスととも
に、小さな画面は、ウェブページをナビゲートすることを困難にする。その結果、ＷＡＰ
による芳しくないユーザエクスペリエンスが、ＷＡＰの受け入れを制限してきた。したが
って、ユーザが移動体通信デバイスをどのように使用するのかを選ぶ違いを所与として、
移動体ウェブ広告は当然広告主にとって取るに足りない数量／価値であることになる。Ｗ
ＡＰによる閲覧および広告の機能を他のコンピューティングデバイスと同程度にする、そ
れらＷＡＰの機能に対する改善をもってさえ、端末間の解決策を得るためのさらなる改善
が望まれる。そのため、一貫したキャンペーンの予約および標準メトリクスによる、広告
コンテンツのインベントリの増加を達成することができる。
【概要】
【０００９】
　以下は、開示されたバージョンの幾つかの態様についての基本的な理解を提供するため
の、簡略化した概要を示す。この概要は広範な概説ではなく、主要なまたは重大な要素を
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特定することも、そのようなバージョンの範囲を線引きすることも意図しない。この概要
の目的は、記載するバージョンの幾つかの概念を、後に示すより詳細な説明への導入とし
て簡略化した形式で示すことである。
【００１０】
　移動体通信デバイスの制約は、移動体通信デバイスの広告チャネルとしての使用を限定
してきたが、移動体通信デバイスには、印象広告を含むターゲット化された広告にとって
の好機となり得る独自の特性がある。とりわけ移動体通信デバイスの携行性および通信使
用は、ユーザを特徴づけ、そのようなユーザの特徴づけに対象を絞った広告の成功または
失敗を追跡する機会を与える。
【００１１】
　一態様において、移動体通信デバイスに広告コンテンツを配信するための方法が提供さ
れる。移動体通信デバイスのユーザは、挙動に基づいて特徴づけられる。ユーザの特徴づ
けに基づき、移動体通信デバイス上に提示するための広告が選択される。有効性を示すた
めに、広告の提示に時間的に近いユーザ応答が、相関され、報告される。それにより、移
動体通信デバイスの固有の属性に影響が与えられる。ユーザは、疑わしいデモグラフィッ
ク（Ｄｅｍｏｇｒａｐｈｉｃ）情報よりも、その挙動によってより適切に特徴づけられる
。広告投資は、より適切に対象に向けられる。移動体デバイスへの限られたスループット
の通信チャネルは、マイクロターゲット化された広告によって得をする者のために、より
適切に利用される。
【００１２】
　他の態様において、プロセッサ、コンピュータ製品、および装置が、移動体通信デバイ
スに広告コンテンツを配信するための方法を利用するための手段を提供する。
【００１３】
　追加の態様において、移動体通信デバイスに広告コンテンツを配信するための装置は、
移動体通信デバイスによって検知されるユーザの挙動のデータ構造を含む記憶デバイスを
含む。市場プラットフォームは、挙動に基づいてユーザの特徴づけを発展し、ユーザの特
徴づけに基づいて移動体通信デバイス上に提示するための広告を選択するために、広告プ
ラットフォームとインターフェイスする。広告追跡コンポーネントは、有効性を示すため
に、広告の提示に時間的に近いユーザ応答を相関させ、報告する。
【００１４】
　さらにいっそうの態様において、移動体通信デバイス上に広告コンテンツを提示するた
めの方法が提供される。ユーザを特徴づけするために、ユーザの挙動が移動体通信デバイ
ス上で感知される。ユーザの特徴づけに基づいて選択される広告が、移動体通信デバイス
上に提示されるために要求される。有効性を示すために、広告の提示に時間的に近いユー
ザ応答は、相関と報告のために追跡される。
【００１５】
　他の態様において、プロセス、コンピュータ製品、および装置が、移動体通信デバイス
上に広告コンテンツを提示する方法を実行するための手段を提供する。
【００１６】
　さらに追加の態様において、ユーザ挙動のセンサを含む、移動体通信デバイス上に広告
コンテンツを提示するための装置が提供される。伝送コンポーネントが、感知した挙動を
、挙動に基づいてユーザの特徴づけを発展するための市場プラットフォームに報告する。
受信コンポーネントが、移動体通信デバイス上に提示するために、そのユーザの特徴づけ
に基づいて市場プラットフォームによって選択された広告を受信する。広告追跡コンポー
ネントは、有効性を示すために、広告の提示に時間的に近いユーザ応答を追跡する。それ
から、このユーザ応答は、伝送コンポーネントによって市場プラットフォームに送信され
る。
【００１７】
　上記のおよび関係する目的の達成のために、１つまたはそれより多くのバージョンは、
本明細書で以下に十分に説明され、特許請求の範囲において詳細に指摘される特徴を備え



(10) JP 2011-520304 A 2011.7.14

10

20

30

40

50

る。以下の説明および付属の図面は、ある例解的態様を詳細に記載し、それらのバージョ
ンの原理を採用することができる様々な方法のうちのほんの数例を示すに過ぎない。図面
との関係で検討されるとき、以下の詳細の説明から他の利点および新規な特徴が明らかと
なり、開示されるバージョンは、そのようなすべての態様およびその等価物を含むことが
意図される。
【図面の簡単な説明】
【００１８】
【図１】図１は、一態様に従う、端末間移動体広告通信システムのブロック図である。
【図２】図２は、別の態様に従う、端末間移動体広告通信システムの移動体デバイス、市
場プラットフォーム、および広告プラットフォームのタイミング図である。
【図３】図３は、さらに別の態様に従う、例解的端末間移動体広告通信システムの概略図
である。
【図４】図４は、一態様に従う、図３の通信システムのキャンペーン管理用の例解的グラ
フィカルユーザインターフェイスの図である。
【図５】図５は、さらに別の態様に従う、図３の移動体通信デバイスのブロック図である
。
【図６】図６は、さらに別の態様に従う、図３の通信システムによって実行される移動体
通信デバイス広告についての方法体系の流れ図である。
【図７】図７は、一態様に従う、端末間移動体広告についての方法体系の流れ図である。
【図８】図８は、別の態様に従う、図７の方法体系の位置情報に基づく挙動的プロファイ
リングについての方法体系の流れ図である。
【図９】図９は、さらに別の態様に従う、図７の方法体系の到達先－回数－時間広告につ
いての方法体系の流れ図である。
【図１０】図１０は、さらに別の態様に従う、図７の方法体系のマイクロターゲット顧客
奪取広告についての方法体系の流れ図である。
【図１１】図１１は、さらに別の態様に従う、図７の方法体系の時間指定クーポン広告に
ついての方法体系の流れ図である。
【図１２】図１２は、一態様に従う、図７の方法体系のシーケンス広告についての方法体
系の流れ図である。
【図１３】図１３は、一態様に従う、移動体通信デバイスに広告コンテンツを配信するた
めの、少なくとも１個のプロセッサによって実行されるコンピュータ可読記憶媒体中のモ
ジュールを有するネットワーク配信デバイスのブロック図である。
【図１４】図１４は、一態様に従う、広告を提示するために、少なくとも１個のプロセッ
サによって実行されるコンピュータ可読記憶媒体中のモジュールを有する移動体通信デバ
イスのブロック図である。
【詳細な説明】
【００１９】
　端末間移動体広告システムは、広告プラットフォームからマイクロターゲット広告を選
択するために、ユーザの挙動（例えば位置、移動体通信デバイス上での広告との対話等）
を特徴づける市場プラットフォームを提供する。この市場プラットフォームは、通信デバ
イスに適した提示に要求されるフォーマッティングを行う。広告は、適切な視聴者（「到
達先（ｒｅａｃｈ）」）、適切な提示数（「回数（ｆｒｅｑｕｅｎｃｙ）」）、および特
定のスケジュールされた時間帯内の有効存続時間（effective duration）（「時間（ｔｉ
ｍｅ）」）に関する取り決められたタグに従って提示される。広告がスケジュール条件を
含む、時間指定クーポンによる広告キャンペーンもサポートされる。ユーザの位置および
／またはこの通信デバイスとの対話を監視して挙動における変化（例えば、予測されたよ
うな競争業者に行かない、広告主の位置に行く、広告主に電話をかける、将来参照するた
めに広告をクリップする等）を見ることにより、印象広告の例においてさえも有効性が測
られる。市場プラットフォームは、移動体通信デバイスの特定フォーマットの需要のため
のインターフェーシングを行うだけでなく、市場プラットフォームは、プライバシ上の理
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由で、広告を提供する広告エンティティからユーザ識別を保護する。
【００２０】
　図面を参照して様々な態様が次に説明される。以下の説明において、説明の目的上、１
つまたはそれより多くの態様の完全な理解を提供するために多数の具体的な詳細について
記載する。ただし、その様々な態様は、それらの具体的な詳細なしに実施できることが明
らかな場合がある。他の例において、よく知られている構造およびデバイスは、これらの
バージョンを簡潔に記載するためにブロック図形式で示される。
【００２１】
　この装置および方法は、ワイヤレス環境での使用に特によく適しているが、通信網、イ
ンターネットなどの公衆網、ＶＰＮ（仮想私設網）などの私設網、ローカルエリアネット
ワーク、広域網、長距離網、または他の任意のタイプのデータ通信網を含むがこれだけに
限定されない、任意のタイプのネットワーク環境に適することができる。
【００２２】
　図１を参照しながら、一態様に従うと、通信システム１００は、たとえ移動体通信デバ
イス１０４が、広告プラットフォーム１０２によって使用される他の通信チャネルと著し
く異なる画面、通信帯域幅、およびユーザ対話を有するとしても、広告主が自らの広告プ
ラットフォーム１０２の到達先を移動体通信デバイス１０４の集団まで拡張するための、
端末間解決策を提供する。市場プラットフォーム１０６は、広告プラットフォーム１０２
と移動体通信デバイスとの間のインターフェイスを提供し、移動体通信デバイス１０４の
特定の需要を扱うとともに、ユーザの実識別を広告主から隔離する。例えば、この市場プ
ラットフォーム１０６は、広告プラットフォーム１０２のために広告をフォーマットする
、フォーマッティングコンポーネント１０８を含む。それにより、他の広告配信および通
信チャネル（例えばウェブポータル等）に使用される広告コンテンツ１１０によって提供
されるコンテンツをフォーマットすることにより、様々なタイプの移動体通信デバイス１
０４の異なる表示制約に対応することができる。したがって、この広告プラットフォーム
は、移動体通信デバイス１０４の構成１１２ごとの無数の提示制約に遅れないでいる必要
はない。フォーマッティングコンポーネント１０８は、特定の移動体通信デバイス１０４
のユーザインターフェイス１１４に従って、適切な対話オプションを得るために広告を向
上させることができる。
【００２３】
　市場プラットフォーム１０６は、移動体デバイス１０４の集団の「到達先」を決定する
ことにより、広告主に付加価値を提供する。この市場プラットフォーム１０６は、広告の
提示に関する可能性を知るだけでなく、ユーザの挙動を、移動体通信デバイス１０４のユ
ーザインターフェイス１１４を介して（例えば、通話履歴、移動体広告との対話等）およ
び／または位置感知コンポーネント１１６によって感知する。これらの挙動の指示は、同
様に移動体通信デバイス１０４上に存在する広告クライアント１１８によって報告される
。その結果、市場プラットフォーム１０６は、挙動的データおよびデモグラフィックデー
タをデータベース１２０に記憶することにより、移動体通信デバイス１０４に関する「疑
わしい」デモグラフィックデータに勝ることができる。広告予測コンポーネント１２２は
、移動体通信デバイス１０４のユーザの直接検知されまたは解釈された挙動を特徴づける
ために、このデータを分析する。
【００２４】
　移動体通信デバイス１０４が、追加の広告を必要とする場合、広告クライアント１１８
が要求を行い、その要求は市場プラットフォーム１０６によって転送される。後者を達成
する間、広告プラットフォーム１０２が移動体通信デバイス１０４の特徴づけしか知らな
いように、プライバシコンポーネント１２４を用いて個人識別をフィルタにかけて除去す
る。代替的に、市場プラットフォーム１０６は、広告プラットフォーム１０２の広告コン
テンツ１１０中の様々な広告にアクセスでき、広告マイクロターゲティングコンポーネン
ト１２６を利用して、広告予測コンポーネント１２２によって保持される特徴づけに従っ
て、要求側移動体通信デバイス１０４に対する適切な広告を選択する。移動体通信デバイ
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ス１０４は、その広告をユーザインターフェイス１１４上に提示し、その使用を、広告ク
ライアント１１８を介して市場プラットフォーム１０６に報告する。広告主が広告キャン
ペーンの有効性を評価できるように、データは、広告プラットフォーム１０２と互換性の
あるデータフォーマットに従って、報告フォーマッティングコンポーネント１２８によっ
て処理されうる。データは、将来広告を選択するための、そのユーザに関する／そのユー
ザの発見的方法、傾向、または分類を提供するために使用することもできる。この広告追
跡データは、特に市場プラットフォーム１０６に支払う義務がある支払額が広告追跡デー
タに関係する事例において、請求コンポーネント１３０によって処理することもできる。
ユーザが、提示された広告に関連づけられた商品またはサービスを購入したいことを示す
方法でユーザインターフェイス１１４と対話する事例において、市場プラットフォーム１
０６は、広告プラットフォーム１０２と移動体通信デバイス１０４のユーザとの間のトラ
ンザクションを容易にするために現在の請求手段、認証方法、およびプライバシフィルタ
を活用し、広告仲介販売コンポーネント１３２を提供することができる。
【００２５】
　図２において、一態様に従い、端末間移動体広告についての方法体系２００が、移動体
通信デバイス１０４、市場プラットフォーム１０６、および広告プラットフォーム１０２
間の対話によって叙述されている。ブロック２０２において、市場プラットフォーム１０
６が、デモグラフィックデータの一群を処理することによって開始する。そのようなデー
タは値を有するが、いくつもの理由からユーザが必ずしも正確なまたは完全な自己評価を
提供するとは限らないので、「疑わしい」と示される。２０４において、このデモグラフ
ィックデータは、移動体通信デバイス１０４により市場プラットフォーム１０６に提供さ
れる位置報告によって増強される。通信が源を発する現在のセルまたはワイヤレスノード
を所与として、この位置データはおおよそのものとすることができる。位置データは、移
動体通信デバイス１０４中に組み込まれる全地球測位システム（ＧＰＳ）エンジンによっ
て正確に求めることができ、ユーザの位置を特定の物理的住所まで特定するほど十分に正
確である。加えて２０６において、ユーザの挙動が、報告として叙述される通話活動によ
って提供される。代替的、またはそれに加え、ユーザの挙動が、２０７において叙述する
非通話活動（例えばＷＡＰブラウザ対話等）によって提供される。ブロック２０８におい
て、この集めたユーザ挙動データは、挙動的プロファイリングのために分析される。本明
細書において使用されるように、挙動的プロファイルは、デモグラフィック変数、挙動変
数、およびＩＡＯ変数（すなわち関心、態度、および意見）に寄与する他の情報を含むが
、本明細書の態様に一致する幾つかの応用は、そのような変数のサブセットに限定される
ことを理解すべきである。この挙動的プロファイリングは、初期または周期的「曖昧性」
要因を取り入れることができる。あるユーザに対する初期マッチングは、データが限られ
ているので最初は厳密ではないが、そのユーザに関する追加情報を学習するにつれて強化
される。ただし、「曖昧性」を再び導入することは、何が１組の限られた関心事であり、
または時間とともに変わる関心事であり得るのかに焦点を当てることなく、ユーザの追加
フィードバックを引き出す（ｅｌｉｃｉｔｉｎｇ）利益をもたらすことができる。したが
って、閉ループシステムを乱すために、一定の不規則性または高められた曖昧性を投入す
ることができる。
【００２６】
　ブロック２１０において、市場プラットフォーム１０６は、移動体通信デバイス１０４
の広告市場の予測を実行する。例えば、挙動的プロファイリングに基づいて特定の広告主
から利益を受けるために、現在の広告使用および移動体通信デバイス１０４の使用を、移
動体通信デバイス１０４の特定のユーザの性質と全体的に組み合わせることができる。２
１２において叙述されるように、広告予測は、広告プラットフォーム１０２と広告キャン
ペーンを取り決めるための基礎として役立たせることができる。キャンペーンは、到達先
（例えば挙動的プロファイルに基づく、商品またはサービスについての相関が高い、移動
体通信デバイス１０４のユーザのサブセット）、各ユーザへの広告提示回数、選択された
ユーザごとの広告の累積可視時間、および／または競争業者もしくは広告主のビジネス（
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Ｂｕｓｉｎｅｓｓ）の位置に非常に近いユーザのための位置制限の観点から定義すること
ができる。キャンペーンは、ユーザに先行するエントリが示されると、ある広告の表示を
調整することによって物語を伝えることができる、シーケンスの観点から定義することが
できる。広告キャンペーンは、開始時間および／または終了時間を制限して、特定のカレ
ンダスケジュールに制約することができる。このスケジュール制約は、レストランを夕食
時近くに訪れるように、またはコンサートに行くように影響を受けうるユーザなど、特定
の時間において活動的なユーザに焦点を当てるキャンペーンに対する、時刻によるスケジ
ュール制限を備えることもできる。市場プラットフォーム１０６は、広告主が有効性を判
断するための有益なフィードバックツールとして働くことができる、広告使用の追跡を提
供することもできる。この追跡は、市場プラットフォーム１０６の端末間移動体広告サー
ビスを評価するための基礎として役立つこともできる。
【００２７】
　広告キャンペーンが設定された状態で、２１４において、移動体通信デバイス１０４が
市場プラットフォーム１０６に対し、追加の広告が必要であると信号で伝えるとき、２１
６において、市場プラットフォーム１０６は、単一フォーマットの広告を広告プラットフ
ォームに要求する。２１８において、広告プラットフォーム１０２は単一フォーマットの
広告を提供する。
【００２８】
　ブロック２２０において、市場プラットフォーム１０６は、１つまたはそれより多くの
広告を要求側移動体通信デバイス１０４に適した形式にフォーマットする。市場プラット
フォーム１０６は、適切な挙動的プロファイルを有するとみなす移動体通信デバイス１０
４に対して広告をマイクロターゲットする。そのフォーマッティングの一部分には、広告
キャンペーンに関する取り決められた規約に従い、条件をタグ付けすることが含まれる。
これらのタグの例は、提示回数、提示存続時間、シーケンス、スケジュール時間帯、位置
制約等である。２２２において、このカスタムフォーマットされた広告が、市場プラット
フォーム１０６から移動体通信デバイス１０４に送信される。広告フォーマットは、複数
の単一フォーマットを使用する（例えば注目を受けて活発になり、ある広告サイズから別
の広告サイズに移るホットスポット）ことを選択することができる。
【００２９】
　２２４において、移動体通信デバイス１０４は、タグ付けされた条件に従って広告を提
示する。２２６において叙述されるように、移動体通信デバイス１０４による広告使用の
追跡は、市場プラットフォーム１０６に間欠的に報告される。加えて、２２８において叙
述されるように、幾つかの態様は位置報告を含む。この広告追跡および位置追跡を用いて
、市場プラットフォーム１０６は印象広告の成功または失敗を推論するために、広告の提
示と、監視位置（例えば競争業者、広告主のビジネスの位置等）のデータベースに対する
ユーザの位置とを相関させる。２３２において叙述されるように、幾つかの態様では移動
体通信デバイス１０４は、ユーザによって直接ダイヤルされ、または移動体通信デバイス
１０４の「クリックツーダイヤル」機能を使用することにより自動的にダイヤルされる等
の通話活動を報告する。幾つかの態様では２３４において、移動体通信デバイス１０４は
、広告対話活動（例えば、ユーザが将来再び見るために広告を保存するための「クリック
ツークリップ」、広告またはその広告のより詳細なバージョンを見るためのウィンドウを
起動するための「クリックツーグランス」、広告主の位置までユーザを案内するための「
クリックツーロケート」等）を報告することができる。
【００３０】
　本開示の利益に関し、ある強制された位置プライバシ設定またはユーザが選択可能な位
置プライバシ設定を課すことができることが理解されるべきである。例えば、位置の追跡
をＵＥ内にとどめ、またさもなければネットワーク内で保護されうることができる。挙動
の特徴づけは、例えばＵＥがキャッシュ済み広告をリフレッシュする要求に関連するロケ
ール内で、関心地点を要求しキャッシュするときに実施することができる。
【００３１】
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　本開示の利益に関し、広告をクリップすることなどの特定のユーザアクションは、この
延期アクションをユーザに思い出させるための将来の広告選択において、特定の注目の根
拠となることを理解すべきである。代替的に、またはそれに加え、クリップした広告を再
表示すべきかどうかを、ＵＩが適切な時間にユーザに促すことができる。代替的に、また
はそれに加え、市場プラットフォームへの報告はこのタイプのアクションを明示すること
ができる。
【００３２】
　タグ付けされた条件は、追跡しようとする挙動にユーザを導く情報またはアクティブコ
ンテンツを提供することにより、ユーザの挙動を促進することができる。幾つかの例にお
いて、広告主はあるタイプのユーザ挙動のみを追跡し、または効果的な広告を指示するも
のとして、特定の挙動により重く重み付けすることを指定することができる。例えば、ク
リックツーロケートアクションは、クリックツーセーブよりも強い指示でありえて、その
クリックツーロケートは、必ずしも広告会社を訪ねることの証しではない、位置が近いこ
とよりも強い指示でありうる。
【００３３】
　２３６において、報告された使用データに基づき、市場プラットフォーム１０６は、ユ
ーザによる広告とのあるタイプの対話に基づいて、広告プラットフォーム１０２を相手に
仲介販売を行う機会を有することができる。２３８において、報告された使用データに基
づき、市場プラットフォーム１０６は、脱個人化広告追跡データを広告プラットフォーム
１０２に報告することができる。この脱個人化は、匿名個人加入者データおよび集合複数
加入者データのどちらにも適用され得る。いずれの場合にも、そのような脱個人化は、特
定のユーザの特徴についての情報を取り除く。この脱個人化は、広告主が関心のあるデー
タに適合するフォーマットに、データを集約することができる。この脱個人化は、ユーザ
のプライバシを守るために、個人識別を広告の消費者の分類で置換することができる。２
４０において、市場プラットフォーム１０６は、使用追跡に相当するものとしての支払額
の基礎をなす等の、広告請求を報告することができる。
【００３４】
　図３において、一態様に従い、例示的通信システム３００が、広告主／代理店広告供給
プラットフォーム３０４、事業者および発行者３０６、ならびに移動体通信デバイス３０
８の集団間をインターフェイスする市場プラットフォーム３０２の利益を受ける。広告供
給プラットフォーム３０４は、市場プラットフォーム３０２と通信するための広告販売／
代理店／広告主インターフェイス３１８によってその特定の通信プロトコルが適応される
、事業者広告販売３１０、移動体広告販売３１２、インターネット広告販売３１４、およ
び／または発行者広告販売３１６等を備えることができる。幾つかの態様において、事業
者（例えばワイヤレス／セルラキャリア）３０６は、事業者／発行者インターフェイス３
２０を介して市場プラットフォーム３０２と通信することにより、請求や移動体通信デバ
イス３０８の利用可能な集団を推定することの支援などの機能を実行することができる。
移動体広告プラットフォーム３０２は、管理者が適切なフォーマッティングおよび条件の
タグ付けを選択できるようにする、キャンペーン管理コンポーネント３２２を含む。
【００３５】
　図４において、一態様に従い、例解的グラフィカルユーザインターフェイス３２４は、
ユーザがキャンペーン識別入力欄３２８（例えば９１　４０８１　９０３４）、キャンペ
ーン名入力欄３３０（例えばマーティンキャンペーン）、キャンペーン状態プルダウンメ
ニュー３３２（例えば計画段階）、クリックツーアクションリンク３３４（すなわち統一
資源位置指定子（ＵＲＬ）、例えばｈｔｔｐ：／／ｎｅｗｓ．ｂｂｃ．ｃｏ．ｕｋ）、キ
ャンペーン説明入力欄３３６（例えばクリックツーアクション－ストリーミングＢＢＣワ
ールドニュースチャンネルを聞く）、キャンペーン目標入力欄３３８（例えば広告ターゲ
ット、挙動的プロファイルカテゴリＫ、Ｔ、ＡＡ、回数５、存続時間４５秒）、およびカ
テゴリプルダウンメニュー３４０（例えば、芸術および文化－芸術（一般））を入力でき
るようにする、総合ウィンドウ３２６を含む。本開示の利益に関し、表示可能時間は最低
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限度および最高限度（すなわち最低限度は期間が終了するまでページが終了することを阻
止し、最高限度は期間が終了した時点で広告が消えることを可能にする）を有するべきで
あることが理解されるべきである。
【００３６】
　例示的バージョンにおいて、移動体通信デバイス３０８の両方がＢＲＥＷ対応である。
カルフォルニア州サンディエゴのＱＵＡＬＣＯＭＭ　Ｉｎｃｏｒｐｏｒａｔｅｄによって
開発されたワイヤレス用バイナリランタイム環境（登録商標）（ＢＲＥＷ（登録商標））
ソフトウェアは、ワイヤレスセルラ電話などのコンピューティングデバイスのオペレーテ
ィングシステム上に存在する。ＢＲＥＷ（登録商標）は、コンピューティングデバイス上
に見られる特定のハードウェア機構に対し、１組のインターフェイスを提供することがで
きる。そのようなものとして、クリックツーアクションリンク３３４は、ユーザが広告と
対話できる方法（例えばクリックツークリップ、クリックツーコール、クリックツーグラ
ンス等）に関して、ＢＲＥＷ「クリックＵＲＬ」または他の命令を含むことができる。ユ
ーザエクスペリエンスを向上させる目的で、ユーザがこの広告またはこの広告に似た広告
が将来現れることを阻止できるようにするために、「クリックツーストップ」を提供する
ことができる。
【００３７】
　グラフィカルユーザインターフェイス３２４はさらに、特定のチップセット、ハードウ
ェア、および／またはソフトウェア構成で動作する移動体構成デバイス３０８のサブセッ
トに、特定の構成を提供する。例解的ウィンドウ３４２において、幅８８ピクセル×高さ
１８ピクセルとして規定される、サイズが８８の移動体広告をユーザは選択している。画
像選択フィールド３４４は、キャンペーンの管理者が、手作業でサイズ変更され、または
ウィンドウ３４２によって自動で切り取られ、縮小されかつ／またはカラーパレットを使
って変更された、広告主が提供する画像などの画像を選択できるようにする。追加テキス
ト入力欄３４６は、この構成の移動体通信デバイス３０８に固有の、この広告と対話する
ための方法についての表示用の指示などのために使用することができる。テキスト位置プ
ルダウンメニュー３４８は、この追加テキストを配置し、またはこの例に示すようにこの
追加テキストを完全に省略することができる。
【００３８】
　図３に戻ると、キャンペーン管理コンポーネント３２２からの、広告のカスタマイズさ
れた設定を、実時間広告収集データベース３５０中に記憶する。事業者／発行者３０６が
提供するデータは、広告収集データベース３５０中に予測データが記憶された状態で、イ
ンベントリ予測コンポーネント３５１が処理することができる。ターゲティングおよび広
告選択コンポーネント３５２は、移動体通信デバイス３０８からの広告要求を、広告収集
データベース３５０中のカスタマイズされた広告と突き合わせる。
【００３９】
　例解的バージョン中の移動体ユーザインターフェイス３６０は、タブＡ３６２およびタ
ブＢ３６４（例えば、クリップ済み広告サブフォルダを含むことができる「ｍｙｓｔｕｆ
ｆ」）を含む。叙述されたタブＡ３６２が選択され、選択されているゲームショッピング
オプション３６６、アプリケーション（「ａｐｐｓ」）ショッピングオプション３６８、
テーマショッピングオプション３７０、およびショッピング検索オプション３７２などの
オプションが示されている。さらなる広告オプションに達するために、ことによると操縦
ボタン３８４および選択ボタン３８６と組み合わせて使用する、ダイヤルトーンマルチ周
波数（ＤＴＭＦ）キーパッド３７８、専用の広告対話ボタン（例えばクリップ）３８０、
およびメニューボタン３８２を使用することなど、ユーザがどのように広告３７４と対話
できるのかを説明する追加テキスト３７６（例えば「クリップするには＃１、電話をかけ
るには＃２）とともに、広告バナー広告３７４が表示されている。終了ボタン３８８は、
メニューシーケンスから抜けることを可能にする。
【００４０】
　この移動体通信デバイス３０８は、広告キャッシュ３９０、広告追跡コンポーネント３
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９２、コンテクスチュアルターゲティングコンポーネント３９４、位置監視および報告コ
ンポーネント３９６、ならびに例解的バージョンの中ではＢＲＥＷ拡張である広告クライ
アント３９８など、ユーザの広告３７４との対話をサポート／監視するために動作する機
能を提供する。位置監視および報告コンポーネント３９６は、全地球測位システム（ＧＰ
Ｓ）４００から位置を得ることができる。代替的に、無線周波数識別システム（Ｒａｄｉ
ｏ　Ｆｒｅｑｕｅｎｃｙ　Ｉｄｅｎｔｉｆｉｃａｔｉｏｎ　Ｓｙｓｔｅｍｓ）、ワイヤレ
スアクセスポイント、セルラ方向探知等も、一時的にＧＰＳの受信から遮られまたは固有
の位置検知能力がない移動体通信デバイスに関する、おおよその位置情報を提供すること
ができる。
【００４１】
　移動体広告プラットフォーム３０２は、移動体通信デバイス３０８から受信したデータ
を実時間広告収集データベース３５０中に記憶する。報告および分析コンポーネント４０
２は、広告収集データベース３５０から受け取ったデータを集約し、フィルタし、フォー
マットし、有利には、広告追跡識別子フィルタ４０４によって個人識別情報をフィルタす
る。作成したデータは、広告供給プラットフォーム３０４に請求書を送る請求コンポーネ
ント４０６、ならびに／または事業者および発行者３０６と対話する決済コンポーネント
４０８によって使用される。
【００４２】
　図４に戻ると、ウィンドウ３４２は、このタイプの移動体通信デバイス３０８の機能に
適した、広告主によって認められた通信手段（例えばテキストメッセージ、電子メール、
ウェブページ、通話等）に適した、ならびに／または市場広告プラットフォーム３０２の
収益創出潜在力に最適な、広告アクションおよびアイコン選択を容易にすることができる
。バナーのサイズを選択する複数のラジオボタンおよび表現４１０は、画像選択フィール
ド３４４中の選択されたバナー４１２の描画を、特定のタイプの移動体通信デバイス３０
８に適するようにするために変えることができる。
【００４３】
　割り当てられたアイコンによって表される様々なアクションは、ドラッグアンドドロッ
プや選択することなどにより、取り入れるために選択されうる。幾つかの応用例において
、それらのアクションアイコンは、総合ウィンドウ３２６中に対応するアクション情報が
定義されていないなど、特定の広告に適さない場合、またはこのタイプの移動体通信デバ
イス３０８で利用できない場合、無効にされる（例えばグレー表示される）。図示しない
が、その選択は、移動体通信デバイス３０８がサポートする場合、複数のアクションをそ
の広告に追加することを可能にすることができる。代替的、またはそれに加え、複数の選
択を利用できる場合、好ましいアクション選択の階層を指定することができ、第１選択が
表示される。特定の移動体通信デバイス３０８上に実際に表示されるアクションアイコン
は、ユーザの契約上の関係またはローカルアクセスネットワークの制限に適応するように
動的に変えることができる。例えば、ユーザがショートメッセージサービスの代金を支払
っていない場合があり、またはサービスが特定のロケールでは利用できない場合がある。
【００４４】
　機能を示唆するとともに、広告に関する広範な対話の可能性を与えるアクションアイコ
ンの例には、これだけに限定されないが次のものが含まれ、それはつまり（１）クリック
ツーコールアイコン４２０は、発呼を促進するために広告主が指定した番号にダイヤルす
る、（２）クリックツーＷＡＰ（ワイヤレスアプリケーションプロトコル）アイコン４２
２は、広告バナー４１２上に提供されるリンクを、ユーザが手作業でタイプ入力できるよ
うにするブラウザを起動する、（３）クリックツーランディングアイコン４２４は、限ら
れたスループットのワイヤレスチャネルを使用する移動体通信デバイス３０８のページロ
ーディングが遅いことが原因で望まれ得る、ブラウザが前のページまたはホームページに
戻ることを可能にする、（４）クリックツーブローシュアアイコン４２６は、広告に関す
る追加情報の文書叙述を提供する、（５）クリックツーイーメールアイコン４２８は、自
動化された電子メール応答を広告主に送信する、（６）クリックツークリップ（キープ／
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セーブ）アイコン４３０は、後にアクセスするために広告を保存する、（７）クリックツ
ーフォワードアイコン４３２は、手入力された受信者またはアドレス帳の中の受信者に広
告を転送するためのユーティリティを起動する、（８）クリックツーメッセージアイコン
４３４は、広告主に事前にアドレス指定されたショートメッセージユーティリティにアク
セスする、（９）クリックツーコンテンツアイコン４３６は、広告主が提供するウェブリ
ンクにナビゲートする、（１０）クリックツーロケートアイコン４３８は、広告主、ある
いは移動体通信デバイス３０８からの位置情報に関して最も近い位置への地図をポップア
ップさせる、（１１）クリックツープロモーションアイコン４４０は、どのように賞金レ
ース、コンテスト、プロモーション等に参加するのかに関する情報をアクティブ化するこ
とができる、（１２）クリックツークーポンアイコン４４２は、フルブラウザに入るため
の、郵送による引換えのための、または割引待遇を利用可能にするために移動体通信デバ
イス３０８上で小売店に示すための、バーコード、英数字パスワード等にアクセスするこ
とができる、（１３）クリックツーバイアイコン４４４は、購入トランザクションを開始
する。幾つかの応用例では、移動体通信デバイス３０８のサービスプロバイダが、サービ
ス請求に購入を加えることを含む、発送情報および／または請求情報をデバイス３０８に
関連づけられたユーザに提供することにより、トランザクションを向上させることができ
る。
【００４５】
　図５において、一態様に従う、任意のタイプのコンピュータ化されたデバイスとしての
、幾つかの態様に従う例示的バージョンの通信システム５００を示す。例えばこの通信デ
バイス５００は、移動体ワイヤレス電話および／またはセルラ電話を備えることができる
。代替的に、通信デバイス５００は、Ｐ－ＣＳＣＦ（プロキシコール／セッション制御機
能）サーバ、ネットワークデバイス、サーバ、コンピュータワークステーションなどの固
定通信デバイスを備えることができる。通信デバイス５００は、そのような記載しまたは
図示するデバイスに限定されるのではなく、携帯情報端末（ＰＤＡ）、双方向テキストペ
ージャ、有線／ワイヤレス通信ポータルを備えるポータブルコンピュータ、ならびに有線
および／またはワイヤレス通信ポータルを備える任意のタイプのコンピュータプラットフ
ォームをさらに含み得ることが理解されるべきである。さらに、通信デバイス５００は、
エンドユーザを有さないが、ワイヤレス／有線ネットワーク中にデータを単に伝達する、
遠隔センサ、遠隔サーバ、診断ツール、データ中継器など、遠隔スレーブまたは他の同様
のデバイスとすることができる。代替的態様において、通信デバイス５００は、地上線電
話、パーソナルコンピュータ、セットトップボックス、または類似物等の有線通信デバイ
スとすることができる。加えて、１種類のまたは複数の前述のタイプの任意の数の通信デ
バイス５００の任意の組合せを、セルラ通信システム（不図示）において利用できること
に留意すべきである。したがって、この装置および方法は、ワイヤレスモデム、パーソナ
ルコンピュータメモリカード国際協会（ＰＣＭＣＩＡ）カード、アクセス端末、パーソナ
ルコンピュータ、電話、またはその任意の組合せもしくは部分的組合せを含むがこれだけ
に限定されない有線やワイヤレス通信ポータルを含む、任意の形式の有線やワイヤレスデ
バイスまたはコンピュータモジュール上で適宜に実施することができる。
【００４６】
　加えて、通信デバイス５００は、広告を閲覧し、その広告と対話するなどのためのユー
ザインターフェイス５０２を含むことができる。このユーザインターフェイス５０２は、
通信デバイス５００中へのユーザ入力を生成しまたは受け付けるように機能する入力デバ
イス５０４と、通信デバイス５００のユーザが消費するための情報を生成しおよび／また
は提示するように機能する出力デバイス５０６とを含む。例えば入力デバイス５０２には
、キーパッドおよび／またはキーボード、マウス、タッチスクリーン画面、音声認識モジ
ュールに関連づけられたマイクロフォンなどの、少なくとも１つのデバイスが含まれ得る
。さらに例えば、出力デバイス５０６には、画面、音声スピーカ、触覚フィードバック機
構等が含まれ得る。出力デバイス５０６は、グラフィカルユーザインターフェイス、音声
、振動や点字テキストが生み出す表面などの感触等を発生させることができる。
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【００４７】
　さらに、通信デバイス５００は、デバイス５００に機能を提供するためにアプリケーシ
ョンを実行するように機能し、入力デバイス５０４および出力デバイス５０６とさらに対
話することができる、コンピュータプラットフォーム５０８を含むことができる。コンピ
ュータプラットフォーム５０８は、読出し専用メモリおよび／またはランダムアクセスメ
モリ（ＲＡＭおよびＲＯＭ）、消去可能プログラム可能ＲＯＭ（ＥＰＲＯＭ）、ＥＥＰＲ
ＯＭ（電気的消去可能ＰＲＯＭ）、フラッシュメモリ、および／またはコンピュータプラ
ットフォームにとって共通の任意のメモリなどの揮発性メモリ部および不揮発性メモリ部
を備えることができる、メモリを含むことができる。さらに、メモリには、電子ファイル
システム、ならびに磁気媒体、光媒体、テープ、ソフトおよび／またはハードディスクや
リムーバブルメモリコンポーネントなどの任意の２次記憶デバイスおよび／または３次記
憶デバイスを含む、アクティブメモリおよび記憶メモリが含まれ得る。例解的バージョン
では、メモリを、どちらもコンピュータプラットフォーム５０８のデータバス５１２に接
続される、ＲＡＭメモリ５０９および不揮発性局所記憶コンポーネント５１０として図示
する。
【００４８】
　さらに、コンピュータプラットフォーム５０８は、特定用途向け集積回路（ＡＳＩＣ）
、または他のチップセット、プロセッサ、論理回路もしくは他のデータ処理デバイスとす
ることができる、プロセッサ５１４も含むことができる。通信デバイス５００がセルラ電
話を備えるときなどの幾つかの態様において、プロセッサまたは特定用途向け集積回路（
ＡＳＩＣ）５１６などの他の論理が、他の機能（例えば通信呼制御、目覚し時計、テキス
トメッセージング等）のためにメモリ５０９中でアクティブであり得る、アプリケーショ
ン（例えばゲーム）５２０として図示する任意の常駐ソフトウェアコンポーネントとイン
ターフェイスする、アプリケーションプログラミングインターフェイス（ＡＰＩ）５１８
を実行することができる。本開示の利益に関し、本開示の態様に一致するアプリケーショ
ンは、他のアプリケーションを省略し、かつ／または音声通話、データ呼などのストリー
ミングコンテンツを受信する能力およびメモリ５０９中のメディア関連アプリケーション
を省略することができることが理解されるべきである。デバイスＡＰＩ５１８は、夫々の
通信デバイス上で実行されるランタイム環境の上で実行することができる。そのようなＡ
ＰＩ５１８の１つが、カルフォルニア州サンディエゴのＱＵＡＬＣＯＭＭ　Ｉｎｃｏｒｐ
ｏｒａｔｅｄによって開発された、ワイヤレス用バイナリランタイム環境（登録商標）（
ＢＲＥＷ（登録商標））ＡＰＩ５２２である。
【００４９】
　加えて、プロセッサ５１４は、通信システム３００（図３）上での通信デバイス５００
の機能性および通信デバイス５００の操作性を可能にし、ハードウェア、ファームウェア
、ソフトウェア、およびその組合せ中で実現される、様々な処理サブシステム５２４を含
むことができる。例えば、処理サブシステム５２４は、通信を開始／維持し、他のネット
ワーク化されたデバイスとの、ならびに通信デバイス５００のコンポーネント内および／
またはコンポーネント間のデータ交換を可能にする。一態様において、セルラ電話などで
は、プロセッサ５１４は、音声、不揮発性メモリ、ファイルシステム、送信、受信、サー
チャ、レイヤ１、レイヤ２、レイヤ３、主制御、遠隔手順、ハンドセット、パワーマネジ
メント、診断、デジタル信号プロセッサ、ボコーダ、メッセージング、コールマネージャ
、Ｂｌｕｅｔｏｏｔｈ（登録商標）システム、Ｂｌｕｅｔｏｏｔｈ（登録商標）ＬＰＯＳ
、位置測定、位置エンジン、ユーザインターフェイス、スリープ、データサービス、セキ
ュリティ、認証、汎用加入者識別モジュール／加入者識別モジュール（ＵＳＩＭ／ＳＩＭ
）、音声サービス、グラフィックス、ユニバーサルシリアルバス（ＵＳＢ）、ＭＰＥＧ（
Ｍｏｖｉｎｇ　Ｐｉｃｔｕｒｅ　Ｅｘｐｅｒｔｓ　Ｇｒｏｕｐ）プロトコルマルチメディ
アなどのマルチメディア、汎用パケット無線サービス（ＧＰＲＳ）、ＳＭＳ（ショートメ
ッセージサービス）、ショートボイスサービス（ＳＶＳ（商標））、ウェブブラウザ等の
処理サブシステム５２４の１つまたは組合せを含むことができる。開示する態様において
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、プロセッサ５１４の処理サブシステム５２４は、コンピュータプラットフォーム５０８
上で実行されるアプリケーションと対話する、任意のサブシステムコンポーネントを含む
ことができる。
【００５０】
　コンピュータプラットフォーム５０８は、通信デバイス５００の様々なコンポーネント
間の通信を可能にするとともに、ユーザインターフェイス５０２上に提示されおよび／ま
たはユーザインターフェイス５０２を用いて対話される広告を受信し、追跡することに関
係する通信を提供するように機能する、通信モジュール５２６をさらに含むことができる
。通信モジュール５２６は、ハードウェア、ファームウェア、ソフトウェア、および／ま
たはその組合せで実現することができ、デバイス内通信およびデバイス間通信で使用する
ためのすべてのプロトコルをさらに含むことができる。ＧＰＳエンジン５２８または他の
位置検知コンポーネントは、通信デバイス５００の位置情報を提供する。
【００５１】
　通信デバイス５００のこれらの機能のうちのいくつかは、オペレーティングシステム（
ＯＳ）５３０など、局所記憶５１０からロードされ、メモリ５０９中に保持され、プロセ
ッサ５１４によって実行されるコードによって円滑化することができる。ユーザインター
フェイス（ＵＩ）モジュール５３２は、ユーザインターフェイス５０２との対話型制御を
助ける。ＵＩモジュール５３２は、広告クライアント５４０、具体的には広告パッケージ
ングトリグレットサービスアダプタ５４２が順序付ける、広告キュー５３８によって指定
される順序で広告キャッシュ５３６から取り出される特定の広告にあつらえの対話オプシ
ョンを提供する、広告対話コンポーネント５３４を含む。広告の使用は、広告追跡コンポ
ーネント５４４によって捕捉される。位置報告コンポーネント５４６は、デバイスの位置
を選択的に報告する論理を含むことができる。
【００５２】
　一態様において、ＢＲＥＷ　ＡＰＩ５２２が、このタイプの通信デバイス５００専用に
書き込まれることを必要とせずに、デバイスＡＰＩ５１８および他の機能を呼び出すため
のアプリケーションの能力を提供する。したがって、通信デバイス５００上のアプリケー
ション５２０または端末間移動体広告用のコンポーネントは、特定のハードウェア的側面
を抽出するＢＲＥＷ　ＡＰＩ５２２が提供する動作環境内で、多くの異なるタイプのハー
ドウェア構成上で全く同じにまたは僅かな修正で動作することができる。ＢＲＥＷ拡張５
４８は、ＭＰ３プレイヤ、ＪＡＶＡ（登録商標）仮想マシン等を提供することなど、ＢＲ
ＥＷ　ＡＰＩ５２２のプログラミングプラットフォームに追加機能を加える。一例として
、ＵＩモジュール５３２はＢＲＥＷ拡張５４８とすることができる。
【００５３】
　通信システム３００（図３）上の計算オーバーヘッドを分散させ、かつ／または伝送オ
ーバーヘッドを減らすために、人工知能（ＡＩ）コンポーネント５５０および／またはル
ールベース論理コンポーネント５５２は、報告するためのユーザ挙動を推論し、報告可能
な広告関連イベントがいつ発生したのかに関する決定を行い、かつ／または間欠的位置検
知に基づいて位置を推定することなどができる。
【００５４】
　ルールベース論理コンポーネント５５２は、本明細書に記載されまたは提案された特定
の機能を自動化するために採用することができる。この代替的態様に従って、働きかける
べき、または無視すべき属性のタイプを定義し、言語要素を属性に相関させ、位置検知状
態を認識するルールを作成し、広告の閲覧が生じているかどうかを判断するために最後の
ユーザ対話の遅れを検知することなどのために、実現スキーム（例えばルール）を適用す
ることができる。例として、このルールベース実装は、広告によって部分的に介入するこ
とができる、ユーザ対話のタイプに関する基準を自動的に定義できることが理解されよう
。例えば、ゲームをロードする間、広告を画面全体に表示させることができる。半画面ア
プリケーション、例えばテキストメッセージングアプリケーションが実行されているとき
、例えば補助金付きのサービス料金を得るためにユーザが選択的に有効にすることができ
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る、広告バナーを表示することができる。ルールベース論理コンポーネント５５２は、ユ
ーザが広告と直接対話しないという推論に応じて、クリックツーアクション広告に優先し
て印象広告を要求することができる。それに応じて、このルールベース実装は、与えられ
る通知の量、提供される詳細度を変更し、および／またはリセットをもたらす編集を完全
に防ぐことができる。
【００５５】
　ＡＩコンポーネント５５０は、ユーザの挙動を予測し、間欠的な位置データを外挿し、
機械学習に基づいて広告の対話オプションを調節することなど、本明細書に記載の１つま
たはそれより多くの機能の実行を自動化することを容易にすることができる。したがって
、様々なＡＩベース体系を採用することは、それらの機能の様々な側面を実行することを
支援することができる。例えば、ＡＩコンポーネント５５０は、挙動的プロファイルを作
成するためにユーザの位置が位置データベースと突き合わせて分析される、学習モードで
訓練することができる。その後、ユーザ挙動の特定のパターンを分類することができる。
【００５６】
　分類子は、入力属性ベクトル、ｘ＝（ｘ１，ｘ２，ｘ３，ｘ４，ｘｎ）をクラスラベル
ｃｌａｓｓ（ｘ）にマップする関数である。分類子は入力が、あるクラスに属するという
信頼度、すなわちｆ（ｘ）＝ｃｏｎｆｉｄｅｎｃｅ（ｃｌａｓｓ（ｘ））を出力すること
もできる。こうした分類は、ユーザが自動的に実行させたいアクションを予測し、または
推論するために、（例えば分析の有用性およびコストを考慮に入れる）確率および／また
は統計に基づく分析を採用することができる。
【００５７】
　サポートベクトルマシン（ＳＶＭ）は、採用可能な分類子の一例である。ＳＶＭは、考
えられる入力の空間に、トリガ入力イベントを非トリガイベントから最適な方法で分ける
超曲面を見つけることによって動作する。ナイーブベイズ、ベイジアンネットワーク、決
定木、ニューラルネットワーク、ファジー論理モデル、最大エントロピモデルなどを含む
、他の分類手法が採用可能である。本明細書で使用する分類は、優先度のモデルを開発す
るために利用される統計的回帰も含んでいる。
【００５８】
　本明細書から容易に理解されるように、本開示は、（例えば複数のユーザからの汎用訓
練データにより）事前に訓練された分類子とともに、（例えばユーザの挙動観察、傾向観
察、外部情報の受信による）強化学習方法を採用することができる。したがって、本開示
は、関心事のリセット条件の構成要件、差し迫ったコントローラのリセットを伝達すると
き／場合、コントローラのリセットを防ぐとき／場合、交換するデータのタイプに関する
優先等を、予め定められた基準に従って決定することを含むがこれだけに限定されない、
いくつかの機能を自動的に学習し、実行するために使用することができる。
【００５９】
　図６において、一態様に従い、図３の通信システムによって大部分が実行される移動体
通信デバイス広告のための方法体系６００が、ブロック６０２において、広告管理者が、
移動体通信デバイス上に配布するための広告を作成することによって開始される。ブロッ
ク６０４において、移動体通信デバイスクライアントが、バナー広告などの新たな広告を
市場プラットフォームから要求する。ブロック６０６において、ＵＤＳの広告パッケージ
ングトリグレットサービスアダプタ（ＴＳＡ）が、複数の広告（例えば画像、メタデータ
等）を要求する。ブロック６０８において、それらの広告を移動体通信デバイスが今や受
信した状態で、ユーザインターフェイスがバナー広告を表示する。ブロック６１０におい
て、その広告は、ユーザがその広告と対話しまたはその広告に応答するための、１つまた
はそれより多くの方法を提供する。例えば、ブロック６１２において、「クリックツーグ
ランス」操作により、ワイヤレスアプリケーションプロトコル（ＷＡＰ）ブラウザをアク
ティブ化することができる。別の例として、「クリックツーコール」が自動で呼び出され
、または広告に表示された電話番号に関連して手動でダイヤルして発呼することができ、
「呼のダイヤラ」として６１４において図示される。さらに別の例として、このユーザイ
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ンターフェイスは、ブロック６１６において図示されるクーポンクリップ機能を提供する
ことができる。この対話に応答し、ブロック６１８において、移動体通信デバイスが要求
通りに広告アクションを起動する。その後この対話は、広告の使用をブロック６２０にお
いて報告するために追跡される。
【００６０】
　移動体広告キャンペーンを促進するために特定の例解的ツールを提示するが、これらの
ツールは、設計者／管理者にキャンペーンを推進させるのではなく、それらの需要に適合
するキャンペーンを設定するための広告能力を高めることを企図することを理解すべきで
ある。
【００６１】
　図７において、一態様に従い、端末間移動体広告のための方法体系７００は、移動体通
信デバイスの位置検知によって使用可能になる機能を含むことができる。ブロック７０２
において、デモグラフィックプロファイリングが収集され、保持されるが、そのような入
力に与えられる重みは限定され得る。ブロック７０４において、自らのユーザの挙動の優
先傾向を推論することができる移動体通信デバイスからの位置報告に基づき、位置ベース
の挙動的プロファイリングを実行する。このプロセスは、以下に図８に関して論じられる
。ブロック７０６において、位置検出が使用不能の移動体通信デバイスを支援して、図６
に関して上述したマイクロターゲット広告プロセスが実行される。別の態様は、図９に関
して以下に論じるブロック７１０において、到達先－回数－時間広告を行う。さらなる態
様がブロック７１２にあり、図１０に関して以下に論じる顧客奪取広告キャンペーンを実
行するために、位置および条件のタグ付け機能を活用する。さらに、ブロック７１４にお
けるさらなる態様は、図１１に関して以下に論じる時間指定クーポン発行広告を行うため
に、条件のタグ付け機能を活用する。さらに、ブロック７１５における別の態様において
、シーケンス（物語）広告キャンペーンを行うために、シーケンス条件のタグ付け機能を
活用する。
【００６２】
　ブロック７１６において、広告の追跡は、ユーザの広告との対話の追跡を全体的にまた
は部分的に備えることができる。一態様において、ユーザの対話は、広告主のウェブペー
ジへのクリックツーナビゲートを引き起こすことができるクリックツーアクション（ブロ
ック７１８）を備えることができる。クリックツーアクションは、広告主から呼を受信し
または広告主に発呼する要求を呼び出すこともできる。クリックツーアクションは、ＳＭ
Ｓまたは他の通信チャネルを呼び出すこともできる。別の態様において、ユーザの対話は
、ユーザが後に見るために広告をクリップすることを可能にするクリックツークリップ（
ブロック７２０）とすることができる。例えば、ゲームをしている途中に広告をクリップ
することは、ユーザエクスペリエンスを中断することを回避する。広告主のための印象広
告またはブランド広告としての役割を果たしながら、ユーザに娯楽価値または情報提供価
値を提供するバイラルビデオなど、プロモーションコンテンツは繰返し見るために保存す
ることができる。さらなる態様として、ユーザの対話は、ブロック７２２におけるクリッ
クツーロケートとすることができる。例えば、広告をアクティブ化することは、広告主の
位置までのナビゲーション情報を起動することができる。クリックツーロケートは、成功
した印象広告としてみなされる、広告主の位置に入るときを感知されることを備えること
ができる。クリックツーロケートは、成功を追跡するために手動でまたは自動でその広告
と相関させることができる、ユーザが自らの広告表示を電子割引クーポンとして広告主に
持っていくことを備えることができる。さらに別の態様において、ユーザの対話は、移動
体通信デバイスのユーザインターフェイスの別のウィンドウ中にアプリケーションを起動
する、クリックツーグランス（ブロック７２４）を備えることができる。
【００６３】
　図８において、一態様に従い、位置情報に基づく挙動を実行するための方法体系８００
は、ブロック８０２において、広告主および競争業者の位置データベースを維持すること
を備えることができる。こうした位置相関は、端末間移動体広告に関して接近することが
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できる有望な広告主を含むことができる。ブロック８０４において、移動体の加入者の位
置が監視される。ブロック８０６において、加入者が監視位置中にいると決定される場合
、ブロック８０８において、推定されるトランザクション挙動は記憶される。ブロック８
１０において、ユーザの挙動的プロファイルを強化するために、１つまたはそれより多く
のこうした推定されるトランザクション挙動のインスタンスからパターンを相関させるこ
とができる。
【００６４】
　図９において、一態様に従い、到達先－回数－時間広告のための方法体系９００が、ブ
ロック９０２において、商品またはサービスに関する特定の広告から利益を得ることがで
きる移動体通信デバイスの、挙動的／デモグラフィック集団を予測することで開始する。
ブロック９０４において、この予測した集団にマイクロターゲット広告が送信される。ブ
ロック９０５において、呼出スクリーン、テキストメッセージングスクリーン、ウェブペ
ージ閲覧スクリーン、ゲームスクリーン、パーソナルオーガナイザスクリーン（例えば電
卓、カレンダ、連絡先リスト、メモ帳等）の使用など、ユーザインターフェイス（ＵＩ）
の様々な使用を、その使用中、もしくはロード時、および／またはスクリーン終了時の、
広告スペースを得ることができる利用可能なスクリーンサイズ等に応じて監視する。ブロ
ック９０６において、デバイスで、ユーザインターフェイス（ＵＩ）上に広告を提示する
機会が認識される。例えば、ユーザがメニューオプションを選択するときなどにデバイス
のＵＩはアクティブ化され、そのためＵＩはアクティブであり、その広告が見られている
ことを推定することができる。
【００６５】
　ブロック９０８において、デバイス上にキャッシュされた広告から１つの広告が選択さ
れる。９１０において、提示するためにキューに入れられた次の広告が期限切れになって
いると決定される場合、ブロック９１２において、キューの中の次の広告が選択される。
ブロック９１４において、期限切れになっていない広告がアクセスされることに伴い、そ
の広告をＵＩ上に提示（例えば表示）される。ブロック９１６において、この広告に関す
る使用追跡をインクリメントされた回数カウントで更新し、ブロック９１８において、累
積表示存続時間が監視される。ブロック９２０において、広告バナーを去るアクションを
ユーザが起こしていない場合、ブロック９２２において、この特定の回数カウントに関す
る、またはこの移動体通信デバイス上での合計表示存続時間に関する時間目標に達してい
るかどうかについてさらなる決定を行う。その時間目標に達していない場合、処理はブロ
ック９１８に戻る。ブロック９２２において、時間制限に達している場合、９２４におい
て、次の広告でその広告をキュー内で置換し、処理はブロック９０６に戻る。ブロック９
２０において、広告バナーを去ることを保証するアクションをユーザがとった場合、ブロ
ック９２６において、回数カウント目標に達しているかどうかについてさらなる決定が行
われる。回数カウント目標に達していない場合、ブロック９２８において、適切な間隔の
後に繰り返すためにその広告はキュー中に戻されまたは維持され、処理はブロック９０６
に戻る。ブロック９２６において、回数カウント目標に達している場合、ブロック９２４
においてその広告はキュー中で置換され、処理はブロック９０６に戻る。
【００６６】
　この回数および存続時間は、ワイヤレスデバイスの特定の使用に関連するように規定す
ることができる。広告主は、ゲームをするために自らのワイヤレスデバイスを使用するユ
ーザに対してのみ、ゲームの広告が実行されることを望み得る。別の例として、電話とし
て使用することは、ユーザがこのサービスに対してキャリアに代金を支払っているので広
告を省略することができる。対照的に、割引されたまたはデモバージョンのゲームは、補
助されたコストに値する広告とともに容認され得る。しかし、例解的態様において、広告
の助けとなるユーザインターフェイス（ＵＩ）のすべての使用は、広告を表示するための
機会として使用することができる。回数および存続時間の計算は、各提示をカウントする
。したがって、クロスコンテンツ広告は、広告が複数のタイプの無線デバイス使用をキャ
ンペーンする場合を含む。例解的例として、挙動的プロファイルおよびデモグラフィック
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プロファイルによって明らかにされるように、１４歳のスケートボード好きの男性である
、ワイヤレスデバイスユーザのジョーイについて検討する。運動靴の広告主は、加入者が
自らのハンドセット上で靴の広告を４回、計３０秒にわたって見るべきと指示する。ジョ
ーイは、スケートボードゲームをする一部としてその靴の広告を視聴し、その後、ファイ
ナンシャルニューズネットワークのウェブページに行き株価情報を入手し、その広告の２
回目の視聴および３０秒の存続時間の一部としてカウントされる、その靴の広告から同じ
広告キャンペーンを受信する。ジョーイが、自らのｕｉＯｎｅ（商標）ホームスクリーン
を含むいかなるコンテンツを見ようと、条件が満たされるまでジョーイはその靴の広告を
見る。
【００６７】
　図１０において、一態様に従い、マイクロターゲット顧客奪取広告のための方法体系９
４０が、ブロック９４２において、トランザクションを予測するために、位置情報に基づ
く挙動的プロファイルを利用することによって開始する。予測されるトランザクションが
競争業者のビジネスにおいてのものであるとき、顧客奪取広告の機会として、広告は要求
されまたは広告キャッシュ中に置かれる。広告の代金請求率は、例えば広告主が競争業者
に行こうとしている者へ広告を送信することに決める場合に上げることができる。したが
って、収益を最適化する、広告をオークションにかけることは、そのような機会の優先順
位を上げることができる。
【００６８】
　幾つかの態様において、広告主は、ユーザが広告を提示される場合、最も挙動を変えや
すい可能性がある特定の好機に的を絞ることを選択する。したがってブロック９４６にお
いて、その広告キャンペーンによって指定される提示基準に従うために、移動体の加入者
の位置および時間／日付を監視する。例えば、あるユーザは、昼食を食べるために金曜日
の正午に競争業者のレストランに行く傾向がある場合がある。広告主は、そのようなユー
ザに対して１１：３０に、および／または広告主のビジネスまで、現在の平均速度に基づ
いてそのユーザが３分以内に通えるとき、ならびに／またはそのユーザが競争業者の位置
の０．５マイルの範囲内にいる場合、広告を提示することに決めることができる。ブロッ
ク９４８において、時間／近さの条件がトリガされているかどうかについての決定を行う
。トリガされている場合、ブロック９５０において、顧客奪取広告が提示される。図示さ
れていないが、ユーザは、その広告が成功したとみなすことができる方法でその広告と対
話することができる。ブロック９５２において図示されるように、印象広告の事例では移
動体の加入者の位置が監視される。ブロック９５４において、競争業者の位置に入る場合
、ブロック９５６において、この事例では失敗したものとしてその広告は追跡される。ブ
ロック９５４において、競争業者の位置でない場合、ブロック９５８において、顧客奪取
広告主の位置に入っているかどうかについての決定が行われる。入っている場合、ブロッ
ク９６０において、その広告は成功したものとして追跡されることができる。任意の適正
な期間内に競争業者の位置でも顧客奪取者の位置でもない場合、ブロック９６２において
、その広告は結論に達しない効果を有したとして追跡することができる。
【００６９】
　図１１において、一態様に従い、移動体通信デバイスに対する時間指定クーポン発行の
ための方法体系９７０が、ブロック９７２において、広告リポジトリ中の広告に関連する
、タグ付け時間条件（例えば開始時間、対象時間、および／または終了時間）を活用する
。ブロック９７４において、移動体デバイスの中の広告キャッシュは、時間指定クーポン
広告でリフレッシュされる。ブロック９７６において、時間指定クーポン広告がスケジュ
ール条件の範囲内で提示されるためにスケジュールされるように、広告キューが最適化さ
れる。次いでブロック９７８において、ユーザインターフェイスに広告が必要かの決定が
行われる。広告が必要な場合、ブロック９８０において、任意の開始時間条件が満たされ
ているかを確認するためにさらなる決定が行われる。任意の開始時間条件が満たされてい
ない場合、キュー中の次の広告が選択され、処理はブロック９８０に戻る。ブロック９８
０において、開始時間が満たされている場合、ブロック９８４において、終了時間を超え
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ているかどうかについてさらなる決定が行われる。終了時間を超えている場合、ブロック
９８６において、その広告はキューから削除され、ブロック９８２において、キュー中の
次の広告が選択される。ブロック９８４において、広告の終了時間を超えていない場合、
ブロック９８８において、その広告はＵＩ上に表示される。
【００７０】
　図１２において、一態様に従い、シーケンス（物語）広告のための方法体系１０００が
図示すされる。この例において、到達先－回数－時間広告が、物語を伝えてさもなければ
複雑すぎる主題または他の対象を分解するために、シーケンスで提示される複数の広告を
結び付けることができる。ブロック１００２において、シーケンスでタグ付けされた、複
数の表現で構成される広告が広告リポジトリ中にある。ブロック１００４において、ＵＥ
が、前に表示された広告を追跡する。この追跡は、開始しているシーケンス中の追加の分
割部分を要求するために使用することができ、または空間が許せばシーケンス全体をＵＥ
上にキャッシュすることができる。ブロック１００６において、ＵＩに対して広告が必要
か決定を行う。ブロック１００８において、シーケンス広告が前に開始されていないとさ
らに決定される場合、ブロック１０１０において、キューに入れられた次の広告を取り出
すことなどにより、非シーケンス広告が表示される。ブロック１００８において、シーケ
ンスが開始されている場合、ブロック１０１２において、分割部分間の中断が長すぎるか
どうかについてさらなる決定を行うことができる。長すぎる場合、ブロック１０１４にお
いて、そのシーケンス中の最初の広告が表示され、長すぎない場合、そのシーケンス中の
次の広告が表示される１０１６。
【００７１】
　図１３において、例示的なネットワーク配信デバイス１３００が、コンピュータ可読記
憶媒体（メモリ）１３０４の中の、移動体通信デバイスに広告コンテンツを配信するため
のモジュールを実行するための少なくとも１つのプロセッサ１３０２を備える。このネッ
トワーク配信デバイス１３００は、市場プラットフォーム１０６、３０２（図１～図２）
を備え、またはその機能の一部を実行することができる。例解的モジュールにおいて、第
１のモジュール１３０６は、挙動に基づいて移動体通信デバイスのユーザを特徴づけるた
めの手段を提供する。第２のモジュール１３０８は、ユーザの特徴づけに基づいて移動体
通信デバイス上に提示するための広告を選択するための手段を提供する。第３のモジュー
ル１３１０は、有効性を示すために、その広告の提示に時間的に近いユーザ応答を相関さ
せ、報告するための手段を提供する。
【００７２】
　図１４において、例示的な移動体通信デバイス１４００が、コンピュータ可読記憶媒体
（メモリ）１４０４中の、広告を提示するためのモジュールを実行するための少なくとも
１つのプロセッサ１４０２を備える。例解的モジュールにおいて、第１のモジュール１４
０６は、ユーザを特徴づけするために、ユーザの挙動を移動体通信デバイス上で検知する
ための手段を提供する。第２のモジュール１４０８は、そのユーザの特徴づけに基づいて
選択される、移動体通信デバイス上に提示するための広告を要求するための手段を提供す
る。第３のモジュール１４１０は、相関および報告に対する有効性を示すために、その広
告の提示に時間的に近いユーザ応答を追跡するための手段を提供する。
【００７３】
　前述の開示の利益に関し、インベントリを管理するためのいくつかの利点が提供されて
いることを理解すべきである。インベントリの所有者（例えばコンテンツ発行者、事業者
、または相手先商標製造会社（ＯＥＭ））は、インベントリ管理システムにより、インベ
ントリを移動体広告（市場）プラットフォームが利用できるようにすることができる。広
告インベントリは、サイト／コンテンツのタイプ、フォーマット、および期待ボリューム
によって分類することができる。目的およびビジネスルール、制限、オプトイン案内なら
びに目標収益モデルを入力することができる。移動体広告（市場）プラットフォームが利
用するために、自身のユーザプロファイリング／デモグラフィックデータへのリンクおよ
びアクセスを管理することができる。この広告インベントリは、ＷＡＰ（例えばオン／オ
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フポータル）、アプリケーション（例えばＢＲＥＷ／Ｊ２ＭＥ）、ユーザインターフェイ
ス（例えばｕｉＯｎｅ（商標）／ｍＳｈｏｐ（商標））、モバイルコンテンツ（例えばＢ
ＧＳＳ／ＢＸＳＳ／ＢＬＳＳ）、メッセージング（例えばＳＭＳ／ＭＭＳ／ＩＭ）、ビデ
オ（例えばＶＯＤ／ブロードキャスト／ストリーミング）、音声、および検索を含むこと
ができる。この市場プラットフォームによる予測およびイールドマネジメントは、コンテ
ンツ発行者が、履歴的インベントリ活用ならびにコンテンツおよび加入者の対象セグメン
トに基づいて、自らの広告収益を予測できるようにする。対象セグメントに対してコンテ
ンツのタイプおよびインベントリをグループ化することにより、ターゲティングおよび個
人化が促進され、より集中的なキャンペーン管理を可能にする。対象セグメントの例には
、主婦、大学生等が含まれる。市場プラットフォームによる追跡および最適化は、コンテ
ンツ発行者が自らのコンテンツに対して使った広告を追跡できるようにするため、そのコ
ンテンツ発行者は、自らの将来のコンテンツおよびキャンペーンを最適化することができ
る。例えば、あるゲームは広告が多すぎるため、クリックスルーレートを下げている可能
性がある。後者のシナリオでは、キャンペーンの対話性を高めるために、ゲームの開発者
は広告の数を減らすことができる。この市場プラットフォームは、ビジネスルールおよび
インベントリ所有者の目的をサポートし、インベントリ所有者が、許容できる回数、およ
び広告の性質、ブロックされた広告主またはカテゴリ（例えば競争業者、アルコール、ア
ダルトコンテンツ等）に基づいて、ビジネスルールおよび案内を入力することを可能にす
る。インベントリの全体的な目的を設定することが企図される（例えば、すべてのキャン
ペーンにわたって収益を最大化する、スポット当たりの収益を最大化する、特定の広告主
によって販売される広告を最大限に活用する、サービス／広告の混成を最適化する等）。
この市場プラットフォームを介し、すべてのキャンペーンに対する最終承認を制御できる
ことがさらに企図される。一例において、これはポジティブチェックオンではなく、ネガ
ティブチェックオフとして行われる。幾つかの実装形態では、例えば事業者の明確な承認
および是認なしに、提携先事業者ネットワーク上でキャンペーンを実行することはできな
い。様々なキャンペーン目的およびユーザエクスペリエンス目的を満たすために、インベ
ントリ所有者が特定のキャンペーン、カテゴリ、または広告主を制限しまたは優先する能
力を有するようにビジネスルールを入力することができる。インベントリ所有者は、ユー
ザに送られる広告の回数および繰返しを制限することによってもユーザエクスペリエンス
を管理することができる。許可することにより、誰がどのタイプの活動を認可できるのか
を決定するための、アクセス制御リストを提供することができる。広告のＣＰＭに反映さ
れていない可能性があるサービスに対して広告主が割増金を支払う場合があるため、優先
順位付けを促進することができる。このサービス中で数値化できない商契約は、一方の広
告が、よりＣＰＭが高い他方の広告に優先して表示されることをもたらすことができる。
さらに、アプリケーションプログラミングインターフェイス（ＡＰＩ）は、コンテンツ発
行者が、このシステムとデータを送受信するためのＸＭＬインターフェイスを使用して、
遠隔的にこのサービスと対話することを可能にする。
【００７４】
　前述の開示の利益に関し、キャンペーンの所有者である代理店または広告主のためにな
ど、キャンペーンを管理するためのいくつかの利点が提供されていることをさらに理解す
べきである。キャンペーン所有者は、キャンペーン管理インターフェイスを介して、加入
者のために特定のフォーマット済み広告を予約し、価格をつけ、対象を絞り、承認し、配
信する。キャンペーン所有者は、キャンペーンの目的、スケジュール、タイミング、ター
ゲティング、および予算情報を入力する。
【００７５】
　キャンペーン管理は、予約およびキャンペーンの最適化を支援するために、利用可能な
インベントリおよび対象セグメントのビューを提示する。キャンペーン管理は、要求され
たインベントリが存在し利用可能であることを確実にするために、インベントリデータベ
ースに問い合わせる。ひとたびキャンペーン所有者により確認されると、そのキャンペー
ンを、承認を得るためにインベントリ所有者に送信することができる。ひとたびインベン
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トリ所有者により承認されると、そのキャンペーンがシステム上にライブで掲載される。
【００７６】
　前述の開示の利益に関し、キャンペーンを作成するためのいくつかの利点が提供されて
いることをさらに理解すべきである。サポートされる機能の例には次のものが含まれる。
（ａ）作成－新たなキャンペーンを作成し、名称、目的等を設定する能力、（ｂ）修正－
すでに進行中のキャンペーンを修正する能力。次のものは、現在の成功メトリクスに基づ
いて軌道修正することを可能にする。（ｃ）中止／削除－現在進行中のキャンペーンを中
止しまたは削除する能力、（ｄ）取入れ－創作的な広告資産を自動／手動で取り入れる。
最初は広告代理店からのウェブインターフェイスおよびバッチの両方内。自動化されたま
たは手動の入力解決策により、ビジネスルールおよび資産をどちらも促進することができ
る、（ｅ）トランスコーディング－幾つかの実装形態では、広告のサイズおよび質が様々
なハンドセットに適切であるように、様々なフォーマットへの自動化されたトランスコー
ディングを回避することができる、（ｆ）予測－利用可能なインベントリの予測は、様々
なコンテンツチャネル、加入者プロファイルおよび市場セグメントにより、使用を助長す
ることができる。（コンテンツに対する）広告数スペース、先月のインベントリおよび利
用、今月のインベントリおよび利用を提供する、（ｇ）スケジュール－時間帯、失効日／
失効時間、期間中の時刻に基づいてインベントリをスケジュールする、（ｈ）回数制御－
所与の期間内に加入者が何回ある広告を見るか。さらなる測定は、加入者が実行した他の
広告、他のコンテンツ、アクション、および加入者がその広告を見る時間の長さであり、
（ｉ）ビュー／報告－事業者、代理店、コンテンツ所有者のためのキャンペーンビュー、
および（ｊ）ＡＰＩ－コンテンツ管理ＡＰＩは、広告主が、このシステムとデータを送受
信するためのＸＭＬインターフェイスを使用して、遠隔的にこのサービスと対話すること
を可能にすることができる。
【００７７】
　前述の開示の利益に関し、価格付けオプションのためのいくつかの利点が提供されてい
ることをさらに理解すべきである。広告プラットフォームを一元化するために、移動体広
告需要の共通測定を作成することができる。例えば、インプレッションベース広告に関す
るコストパーサウザンド（ミル）（ＣＰＭ）は、ＷＡＰを別にすれば、インターネットと
同類とすることができる。ＣＰＭは、１０００インプレッションに何ドルかかるのかの測
定である。クリック単価（ＣＰＣ）、クリックツーコール、クリックツーＷＡＰ、クリッ
クツーバイは、他の測定可能なアクションである。加入者がアクティブに広告を選択する
たびに、広告の支払いをもたらすアクションが発生する。場合によっては、これらのクリ
ック単価広告に、インプレッションベース広告の収益が関連付けられるが、それらの広告
は無料で掲載することもできる。顧客獲得単価（ＣＰＡ）は、クリックスルーレートでな
く、実際の顧客獲得を追跡する。顧客を完全に獲得し、代金が支払われたことを検証する
ための獲得追跡機構が原因で、ＣＰＡの追跡は困難な場合がある。スポンサは、前に述べ
た同じパラメータに基づいて、広告キャンペーン、サイト、コンテンツ、アプリケーショ
ン、またはＵＩを協賛することに基づくことができる。スポンサは、ある期間にわたって
、または特定の対象セグメントに向けてコンテンツを固定し、他の広告がそのスペースに
現れることを防ぐことができる。スポンサ契約は、コンテンツ所有者と広告主との間で協
議することができる。有料配置は、広告プラットフォームまたは広告エンジンからの広告
を変える機能がない、購入されたスペースである（例えばゲーム、アプリケーション、ビ
デオ、ユーザインターフェイス内等）。有料配置は報告コンポーネントを備えるため、広
告主はそれらのインベントリがどのくらいの頻度でブランドまたは活動のために対話され
たかを知る。
【００７８】
　広告メトリクスの原理のほかに、挙動的プロファイリングおよびユーザ対話にとっての
さらなる利点が移動体広告に拡張できるようになった。ブロードキャストＴＶ広告は、タ
ーゲット視聴率または延べ視聴率を利用する。ターゲット視聴率は、到達先および回数を
考慮に入れる。到達先は、広告主が呼びかけたい対象市場セグメントである。回数は、広
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告のサイズ（１０秒、１５秒、または３０秒）に関係なく加入者がその広告を見る回数で
ある。
【００７９】
　前述の開示の利益に関し、市場プラットフォームが生成し維持する加入者プロファイル
に関係する、いくつかの利点が提供されていることをさらに理解すべきである。広告費用
の対象をより適切に絞るために、加入者プロファイルは、すべての関連性のある加入者の
デモグラフィックデータ、挙動データ、およびコンテクスチュアルデータを取り込むこと
ができる。加入者プロファイルデータは、加入者が直接（入力した）もの、加入者が受動
的に（追跡された）もの、事業者、または検証済みデータ要素を伴うサードパーティデー
タベースを含む、多くの情報源から生じることができる。一態様において、消費者は、た
まにしか自分がどのような人物かを正確に示さないので、幾つかの事例で加入者が提供し
たデータは検証済みとみなさない。別の態様において、事業者が提供するデータはそのハ
ンドセットのユーザを正確に表さない可能性があり、広告の精度を得るために依拠するこ
とはできない。ハンドセットにおいて捕捉した挙動データは、その加入者の挙動状態を真
に反映したものとみなすことができる。ユーザを特徴づけるための、みなし信頼度に対応
するため、様々な信頼度の重み付けを、加入者が提供するデータ、事業者が提供するデー
タ、およびハンドセットが検知する挙動データに適用できることを理解すべきである。
【００８０】
　デモグラフィックデータは、年齢、収入、フェンダ、住所、電話番号、ハンドセットタ
イプ、事業者、誕生日、学歴、配偶者関係、料金表、好み等を提供する離散的で検証可能
なデータである。デモグラフィックデータは、外部データベースからデータを取得するた
めのバルクアップロード機能を有することができる。挙動データは、趣味、関心事、音楽
の好み、職業、クラブ、協会、会員の地位、購入履歴を含む、価値観、信念、考え方、ラ
イフスタイル、および挙動に関係する。閲覧され、またはダウンロードされるコンテンツ
。ＧＰＳによって追跡される家、仕事、遊び、食事、または店の位置。前のキャンペーン
、デジタルコンテンツ（例えばアプリケーション、メディア、およびコンテンツ）、物質
的商品（例えばＡｍａｚｏｎ、ｅＢａｙ）、サービス、クリックツーｘｘｘ購入、回数、
画面上の時間、および値への反応。
【００８１】
　一態様において、コンテクスチュアルデータが、各位置にいた時間、これらの行き先間
の移動時間、ライブ／仕事／遊びのスケジュール、時刻、および様々な活動に関する位置
を含む、時間データおよび位置データに関係する。加入者は、指定された時間における位
置である。
【００８２】
　前述の利益に関し、セグメントターゲティングのためのいくつかの利点が提供されてい
ることをさらに理解すべきである。セグメントターゲティングは、広告主が対象にしたい
特定のコンテンツおよび加入者プロファイルグループに、広告主および広告代理店がより
正確にアクセスすることを可能にする。集約した加入者プロファイルは、市場を、対象を
絞るための大きなセグメントに区分することを可能にする。コンテンツターゲティングは
、広告主が自らの広告を、そのコンテンツ自体に基づくコンテンツのタイプに対象を絞る
ことを可能にする（例えば、Ｍａｄｄｅｎ　２００８＝スポーツ、特にＥＳＰＮの広告の
使用を狙う）。広告主は、コンテンツデータ（例えば、スポーツ、ティーンなどの発行さ
れたコンテンツ群、またはＷＡＰ、アプリケーション、メッセージ、メディア（ビデオ／
音声）、ＵＩなどのメディアのタイプを対象として絞ることができる。広告主は、年齢帯
、社会階級帯、性別、地域、ハンドセットグループ、事業者など、デモグラフィックデー
タを対象として絞ることができる。広告主は、組織などの挙動データを対象として絞るこ
とができる（例えば加入者プロファイル：カトリック教会＝宗教集団：キリスト教徒、マ
ラソン走者：健康を重視するグループ、ポップミュージックの購入＝他のポップミュージ
ックアーティストを売り込む、クリックツーコール加入者＝即座の購入活動に抵抗がなく
、即売の可能性が高い）。広告主は、コンテンツのタイプ（例えばスポーツ、レシピ等）
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、旅行などの場所（すなわち住宅広告は提供しない）、時刻（例えば夜にコーヒーや朝食
の広告は提供しない）など、コンテクスチュアルに対象を絞ることができる。
【００８３】
　報告および分析は、この市場プラットフォームによってサポートされることをさらに理
解すべきである。包括的報告解決策は、広告主と事業者との両方が、自らのキャンペーン
の成功または失敗を理解することを可能にする。分析は、次の広告キャンペーンをより成
功させるために、軌道修正を行うために必要とされ得る。報告および分析は、データ収集
、追跡、および広告トランザクションの一部またはすべての監査を含むことができる。デ
ータ収集は、広告技術プロバイダがＡＰＩにより、中央報告サーバに供給するインプレッ
ションおよびクリックツーｘｘｘレートに対する会計を含むことができる。データ収集は
、信頼できる監査機構および追跡機構に対する検証を含むことができる。データ収集は、
販売網および販売配信が正確に表されていることを事業者に対して検証する、監査証跡を
提供するための監査を含むことができる。この監査証跡は、広告の配信および追跡に関す
るサービス品質（ＱＯＳ）を次第に向上させるために使用することができる。データ収集
は、実時間の報告、または予め定められた期間にわたる報告のどちらもサポートすること
ができる。例えば、予め定められた報告は、広告活動（すなわち期間内にどのくらいの頻
度でその広告が見られたか）、インベントリの使用（すなわち、どのコンテンツとともに
、どのくらいのインベントリが使用されたか）、地理的（すなわちその広告がどこで見ら
れたか）、測定（すなわち、述べられた目標に対してキャンペーンがどの程度うまくいっ
ているか）、広告主（例えば、ここで広告が使用された、発行者、加入者、時間、レスポ
ンスレート）、コンテンツ発行者（例えばキャンペーン報告、加入者報告、収益等）、事
業者（例えばキャンペーン報告、加入者報告、インベントリ使用、広告主および発行者に
基づく収益等）などの利害関係者（すなわち生態系の中の特定の利害関係者に向けられる
報告）、および市場プラットフォーム（例えば総実現収益を含む、事業者、発行者、広告
主による集約情報等）について記載することができる。ユーザが、（ａ）時間－日付、曜
日、時刻、１日の中の時間範囲等、および（ｂ）対象セグメント（例えば、デモグラフィ
ック、挙動、コンテクスチュアル、購入挙動）、キャンペーン固有データ（例えば、オン
デッキまたはオフデッキ、一意の加入者等）を含むがこれだけに限定されない、利用可能
なデータに対して変数を選択することを可能にするために、カスタマイズされた報告もサ
ポートすることができる。
【００８４】
　したがって、前述の利益に関し、本明細書でサポートする分析は、広告主および広告代
理店が、広告主が到達したい対象加入者に対するＣＰＭを引き続き上げながら、最終的に
は運営により少ない出費で済む、より成功するキャンペーンを行うために、自らの広告戦
略に修正を加えることを可能にすることを理解すべきである。新たな個人プロファイル情
報が認められ、データベース内に捕捉されるにつれ、分析エンジンはより複雑になること
ができる。この分析は、時間的要因を評価することができる（すなわち、様々なデモグラ
フィックデータおよび挙動データに対する過去、現在、未来）。この分析は、原因を求め
ることができる（例えば、そのキャンペーンの成功または失敗の原因は何であったのか）
。この分析は、キャンペーンの結果を履歴データに基づいてシミュレートすることによっ
てなど、計画および最適化をサポートすることができる。キャンペーンを最適化するため
に、キャンペーンを修正することを考慮に入れることができる。この分析は、メディア機
関が、時刻情報および曜日情報ならびにコンテンツデモグラフィックデータに対する広告
購入の、最良の割り振りを決定することを助けるスケジューラをサポートすることができ
る。この分析は、キャンペーンを実行する前に、履歴データと突き合わせてそのマーケテ
ィング計画の結果を予想するために、予測することをサポートすることができる。この分
析は、キャンペーンが始まる前に確立された成功基準によって測られる、キャンペーンの
成果をさらにサポートすることができる。さらに、新たな広告測定概念には、インプレッ
ションベース広告および特定の加入者が来ることを追跡するジオフェンスストア（ｇｅｏ
－ｆｅｎｃｅｄ　ｓｔｏｒｅｓ）が含まれ得る。この分析は、様々な変数と、広告キャン
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ペーンおよびユーザプロファイリングの様々な要素との間の関係を明らかにするために、
モデリングおよび分析もサポートすることができる。この検査、検証、および最適化のプ
ロセスは、ルールおよび関係の捕捉を促進するターゲティングモデルを再び構築すること
ができる。
【００８５】
　本明細書に記載した１つまたはそれより多くの態様は、ネットワークレベル記憶／処理
、および移動体通信デバイスによって実行するための他の機能に関する特定の機能を分離
することを理解すべきである。本開示の利益に関し、諸態様に一致する応用例は、集中位
置における計算オーバーヘッドを減らしかつ／または通信負荷を減らすため、処理をさら
に分散した構成を含むことができることを理解すべきである。代替的に、機能が限られた
一部の移動体デバイスには、追加の処理が集中化された移動体広告を供給することができ
る。
【００８６】
　本明細書で開示したバージョンに関連して記載した様々な例解的論理、論理ブロック、
モジュールおよび回路は、汎用プロセッサ、デジタル信号プロセッサ（ＤＰＳ）、特定用
途向け集積回路（ＡＳＩＣ）、書替え可能ゲートアレイ（ＦＰＧＡ）、または他のプログ
ラム可能論理デバイス、ディスクリートゲートもしくはトランジスタ論理、ディスクリー
トハードウェアコンポーネント、または本明細書に記載した機能を実行するように設計さ
れるその任意の組合せにより実装しまたは実行することができる。汎用プロセッサは、マ
イクロプロセッサとすることができるが、代替策では、このプロセッサは任意の従来のプ
ロセッサ、コントローラ、マイクロコントローラ、または状態機械とすることができる。
プロセッサは、コンピューティングデバイスの組合せ、例えばＤＳＰとマイクロプロセッ
サとの組合せ、複数のマイクロプロセッサ、ＤＳＰコアと連携する１つもしくはそれより
多くのマイクロプロセッサ、または他の任意のこうした構成として実装することもできる
。さらに、少なくとも１つのプロセッサは、上述したステップおよび／またはアクション
のうちの１つもしくはそれより多くを実行するように機能する、１つまたはそれより多く
のモジュールを備えることができる。
【００８７】
　さらに、本明細書で開示した態様に関連して記載した方法またはアルゴリズムのステッ
プおよび／もしくはアクションは、ハードウェア、プロセッサによって実行されるソフト
ウェアモジュール、またはその２つの組合せに直接実施することができる。ソフトウェア
モジュールは、ＲＡＭメモリ、フラッシュメモリ、ＲＯＭメモリ、ＥＰＲＯＭメモリ、Ｅ
ＥＰＲＯＭメモリ、レジスタ、ハードディスク、リムーバブルディスク、ＣＤ－ＲＯＭ、
または当技術分野で知られている他の任意の形式の記憶媒体の中にあることができる。プ
ロセッサが記憶媒体から情報を読み出し、記憶媒体に情報を書き込むことができるように
、例示的記憶媒体をプロセッサに結合することができる。代替策では、記憶媒体がプロセ
ッサの一部をなすことができる。さらに、幾つかの態様において、このプロセッサおよび
記憶媒体がＡＳＩＣ中にあることができる。加えて、そのＡＳＩＣはユーザ端末の中にあ
ることができる。代替策では、このプロセッサおよび記憶媒体が、ユーザ端末の中の個別
のコンポーネントとしてあることができる。さらに、幾つかの態様において、方法もしく
はアルゴリズムのステップおよび／またはアクションは、コードおよび／または命令の１
つ、任意の組合せ、もしくは１組として、コンピュータプログラム製品に組み込むことが
できる機械可読媒体および／またはコンピュータ可読媒体上にあることができる。
【００８８】
　上記の開示は例解的態様および／または実装形態について論じたが、添付の特許請求の
範囲によって定義される、記載した態様および／または実装形態の範囲から逸脱すること
なく、様々な変更および修正を本明細書に加えることが可能であることに留意すべきであ
る。さらに、記載した態様および／または実装形態の要素を単数形で記載しまたは請求し
た場合もあるが、単数形に限定することを明確に規定しない限り複数形も意図される。さ
らに、特に指定のない限り、任意の態様および／または実装形態のすべてもしくは一部分
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を、他の任意の態様および／または実装形態のすべてもしくは一部分とともに利用するこ
とができる。
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