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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　サーバが位置特有データを移動端末に提供する方法であって、
　前記移動端末の初期位置データおよびユーザが開始したジェスチャデータを受信するス
テップと、
　要求された位置データを受信する要求を開始するステップと、
　前記初期位置データおよび前記ユーザが開始したジェスチャデータに基づいて、地理的
な注目のエリアを計算するステップと、
　前記注目のエリアに関する位置特有データを取り出すステップであって、前記注目のエ
リアに関する位置特有データは、前記初期位置データと前記ジェスチャデータとの組み合
わせと、ユーザのプリファレンスによってフィルタリングされた位置関連情報とを比較す
ることにより前記ユーザのより好む位置データとして決定され、前記位置関連情報は、デ
ータベースに格納され、前記位置関連情報は前記初期位置データと前記ジェスチャデータ
との比較対象としての情報を含む、ステップと、
　前記ユーザのより好む位置データとしての前記位置特有データを前記移動端末に送信す
るステップと
を含むことを特徴とする方法。
【請求項２】
　前記ジェスチャデータは、特定の方向の前記移動端末の動きを含むことを特徴とする請
求項１に記載の方法。
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【請求項３】
　前記ジェスチャデータは、前記移動端末の前記ユーザによって生成される音声コマンド
を含むことを特徴とする請求項１に記載の方法。
【請求項４】
　前記ジェスチャデータは、前記移動端末に入力されたボタン選択であることを特徴とす
る請求項１に記載の方法。
【請求項５】
　前記位置特有データは、前記注目のエリア内に位置する施設を含むことを特徴とする請
求項１に記載の方法。
【請求項６】
　前記施設は、ショッピング施設およびサービス施設のうちの少なくとも１つを含むこと
を特徴とする請求項５に記載の方法。
【請求項７】
　前記位置特有データは、前記注目のエリア内に位置する施設の広告を含むことを特徴と
する請求項１に記載の方法。
【請求項８】
　前記初期位置データはＧＰＳ位置推定によって提供されることを特徴とする請求項１に
記載の方法。
【請求項９】
　前記ジェスチャデータは、前記移動端末のコンパス構成要素からの方向推定によって提
供されることを特徴とする請求項１に記載の方法。
【請求項１０】
　位置特有データを移動端末に提供するように構成された装置であって、
　前記移動端末の初期位置データおよびユーザが開始したジェスチャデータを受信し、要
求された位置データを受信する要求を開始するように構成された受信機と、
　前記初期位置データおよび前記ユーザが開始したジェスチャデータに基づいて、地理的
な注目のエリアを計算し、前記注目のエリアに関する位置特有データを取り出すように構
成されたプロセッサであって、前記注目のエリアに関する位置特有データは、前記初期位
置データと前記ジェスチャデータとの組み合わせと、ユーザのプリファレンスによってフ
ィルタリングされた位置関連情報とを比較することにより前記ユーザのより好む位置デー
タとして決定され、前記位置関連情報は、データベースに格納され、前記位置関連情報は
前記初期位置データと前記ジェスチャデータとの比較対象としての情報を含む、プロセッ
サと、
　前記ユーザのより好む位置データとしての前記位置特有データを前記移動端末に送信す
るように構成された送信機と
を含むことを特徴とする装置。
【請求項１１】
　前記受信機で受信される前記ジェスチャデータは、特定の方向の前記移動端末の動きを
含むことを特徴とする請求項１０に記載の装置。
【請求項１２】
　前記受信機で受信される前記ジェスチャデータは、前記移動端末の前記ユーザによって
生成される音声コマンドを含むことを特徴とする請求項１０に記載の装置。
【請求項１３】
　前記ジェスチャデータは、前記移動端末に入力されたボタン選択であることを特徴とす
る請求項１０に記載の装置。
【請求項１４】
　前記位置特有データは、前記注目のエリア内に位置する施設を含むことを特徴とする請
求項１０に記載の装置。
【請求項１５】
　前記施設は、ショッピング施設およびサービス施設のうちの少なくとも１つを含むこと
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を特徴とする請求項１４に記載の装置。
【請求項１６】
　前記位置特有データは、前記注目のエリア内に位置する施設の広告を含むことを特徴と
する請求項１０に記載の装置。
【請求項１７】
　前記初期位置データはＧＰＳ位置推定によって提供されることを特徴とする請求項１０
に記載の装置。
【請求項１８】
　前記ジェスチャデータは、前記移動端末のコンパス構成要素からの方向推定によって提
供されることを特徴とする請求項１０に記載の装置。
【請求項１９】
　前記移動端末に前記ジェスチャデータを通信する、前記ユーザが有する周辺デバイスを
さらに備えることを特徴とする請求項１０に記載の装置。
【請求項２０】
　請求項１ないし９のいずれか１項に記載の方法をコンピュータに実行させるためのコン
ピュータプログラムを含むことを特徴とするコンピュータ可読記憶媒体。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明の概念は、ジェスチャ制御されるハンドヘルドモバイルデバイスを実装する位置
特有情報検索方法および装置に関する。
【背景技術】
【０００２】
　位置識別機能を備える小型の高速なワイヤレスのハンドヘルド処理デバイスの使用によ
り、モバイル位置特有コンピューティングが可能となる。位置識別サービスの例には、コ
ンパス関連機能（すなわち、緯度および経度ベースの位置ツール）と、所望のターゲット
位置に到着するために使用される距離および時間関連計算などの追加の機能を有するＧＰ
Ｓ受信機とが含まれ得る。
【０００３】
　移動体通信システムは、Ｅ－ＯＴＤ（Enhanced Observed Time Difference）、ＦＯＴ
Ａ（Forced Timing Advance）、ＴＡ（Timing Advance）、ＴＤＯＡ（Time Difference O
f Arrival）、ＴＯＡ（Time Of Arrival）などの様々な異なる位置推定技法を含む位置特
有アドオン機能を実装する。
【０００４】
　上述のような従来型ロケーション方法を組み込み、ＧＰＳ（全地球測位システム）、Ｇ
ａｌｉｌｅｏなどの衛星ベースのロケーションシステムも利用するハイブリッドシステム
も、移動体通信システムによって使用される。こうしたタイプのシステムは、より正確な
ロケーションサービスまたは他の高度なロケーション機能を提供することができる。
【０００５】
　モバイル環境内でブロードキャストセルラシステムをＧＰＳと組み合わせて、移動局に
位置特有サービスを提供することもできる。そのような組み合わせた実装では、通常は、
中央または分散制御サイト（例えば、基地局コントローラ、移動局コントローラ）が、受
信したユーザ要求に基づいて、要求された情報内容を判断し、モバイルネットワークを介
してアクセス可能なデータベースからのフィードバックをユーザに提供する。この例では
、モバイルユーザに位置特有情報内容を提供するために、モバイルユーザ受信デバイスと
制御センタとの間に補助チャネルを設けなければならない。
【０００６】
　ブロードキャストセルラシステムは通常、数百平方マイルの非常に広いサービスエリア
でコスト効果が高いだけである。より小さいエリアに関しては、そのようなシステムの使
用は、特定のニーズおよび選好を有するユーザに対してほとんど正当と認められない。例
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えば、より小さい地理的位置に制限されるユーザは、位置を特定し、ユーザの周囲に関す
るフィードバック位置情報をネットワークに提供しようと試みるとき、成功しにくくなる
ことがある。
【０００７】
　現在、位置特有サービスのために使用される技法は、ユーザの所望の情報を探索するた
めにコンピュータネットワークにアクセスする。こうしたタイプのロケーションサービス
モデルでは、外部データソースからデータを取り出し、位置関連の照会のために処理し、
ユーザのポータブルデバイスに送信することがある。そのような操作の組合せは時間がか
かり、システムリソースに対して重い負荷であることがある。さらに、そのようなロケー
ションサービスモデルは、ユーザ選択サービスを提供する能力の点で制限される。例えば
、ロケーションサービスアプリケーションの実行中のユーザの選好および関与（すなわち
、注目のエリアを画定する）が制限されることも、全く存在しないこともある。
【０００８】
　モバイルユーザ向けの一般の従来型ロケーションサービスに加えて、ワイヤレス送信デ
バイスのユーザによって生成される動きまたはジェスチャを追跡する方法も知られている
。例えば、加速度計によって人体の線形動作および／または円弧動作を求め、測定するた
めに感知デバイスを使用することができる。人体の動きに関するデータを感知し、送信す
ることは、ユーザのデバイスのワイヤレス送信機によって他の電気的周辺デバイスにデー
タを送ることによって達成することができ、これにより、ユーザがこうした電気的周辺デ
バイスとマルチメディア式に対話することが可能となる。
【０００９】
　加速度計および他の信号処理デバイスは、ユーザ動作を追跡し、電子送信デバイスを介
して、リアルタイム更新されるユーザ動作を提供する。さらに、アプリケーションサーバ
がユーザデバイスとアプリケーションサーバとの間の位置情報転送間のユーザの位置を完
全に認識している場合、ワイヤレス端末のユーザの位置特有の必要を、より高速かつより
詳細な精度で処理することができる。
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【００１０】
　ジェスチャ制御ハンドヘルドモバイルデバイスから位置特有情報を受信し、モバイルデ
バイスによって提供される円弧ジェスチャデータおよびユーザの現在位置を含めることに
よってユーザの注目のエリアを考慮に入れることによってユーザの要求に基づいて追加の
位置情報を計算するための最適化された方法および装置を開示する。
【課題を解決するための手段】
【００１１】
　本発明の概念の例示的一実施形態は、要求された位置データを移動端末に提供する方法
を含む。この方法は、移動端末の初期位置データおよびユーザが開始したジェスチャデー
タをサーバに送信するステップを含む。この方法はまた、要求された位置データを受信す
る要求を開始するステップを含む。この方法はまた、初期位置データおよびユーザが開始
したジェスチャデータに基づいて、注目の地理的エリアを計算するステップを含む。この
方法は、注目のエリアに関する位置特有データを取り出すステップ、および注目のエリア
および関連する位置特有データを移動端末に送信するステップをさらに含む。
【００１２】
　本発明の概念の別の例示的実施形態はまた、要求された位置データを移動端末に提供す
るように構成された装置を含むことができる。この装置は、移動端末の初期位置データお
よびユーザが開始したジェスチャデータを受信し、要求された位置データを受信する要求
を開始するように構成された受信機を含む。この装置はまた、初期位置データおよびユー
ザが開始したジェスチャデータに基づいて注目の地理的エリアを計算し、注目のエリアに
関する位置特有データを取り出すように構成されたプロセッサを含む。この装置は、移動
端末から注目のエリアおよび関連する位置特有データを送信するように構成された送信機
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をさらに含む。
【図面の簡単な説明】
【００１３】
【図１】本発明の概念の例示的実施形態によるシステムブロック図である。
【図２】本発明の概念の例示的実施形態によるクライアントサーバモデルの流れ図である
。
【図３】本発明の概念の例示的実施形態によるクライアントサーバモデルのハードウェア
構成要素の別の流れ図である。
【図４】本発明の概念の例示的実施形態に含まれる動作による流れ図である。
【図５】本発明の概念の例示的実施形態に含まれる動作による、図４から続く別の流れ図
である。
【発明を実施するための形態】
【００１４】
　図１は、本発明の概念の例示的実施形態によるシステムダイアグラム１０を示している
。図１を参照すると、移動端末（ＭＴ）などのユーザデバイス１１が、動作１２でユーザ
入力を提供し、ユーザ入力は、例えば、位置を求める開始された要求、または単にＭＴ１
１の現在位置のユーザ位置情報でよい。ユーザ要求は、動作１３で、ローカル基地局（Ｂ
Ｓ）のサーバ、またはリモートサーバ位置に送ることができる。
【００１５】
　さらに図１の動作に対して、動作１４は、要求を受信し、要求された情報および／また
はユーザの現在位置に基づいて、ユーザに関して注目の物理エリアを求めることを実現す
る。以前に格納したユーザパラメータを参照するためにデータベース（図示せず）にアク
セスすることができ、ユーザパラメータは、動作１５で関連する注目エリア（すなわち、
ローカル施設、ターゲット地理的エリアなど）を計算するための追加の入力を提供するこ
とができる。注目のエリアを計算した後は、動作１６で関連情報をクライアント／ユーザ
ＭＴ１１に送ることができる。
【００１６】
　システムモデル１０の動作をより詳細に参照すると、図２は、ＭＴ１１とシステムネッ
トワークのサーバ側との間で実施される別の例示的動作を示している。ＭＴ１１は、その
代わりに、リモート位置のサーバデバイス１０２と通信するクライアントデバイス１０１
と呼ばれることがある。
【００１７】
　図２を参照すると、クライアントデバイス１０１は、ＧＰＳデバイスをも含み得る内部
および／または外部コンパスを介して、その位置（例えば、緯度、経度、および／または
方向）を特定することのできるハンドヘルドコンピュータまたは移動端末（ＭＴ）でよい
。サーバデバイス１０２は、処理およびデータベースサービスをクライアント１０１に提
供することのできる汎用コンピュータとしてよい。
【００１８】
　動作の際に、クライアントデバイス１０１は、動作１２０で処理され、サーバ１０２に
送られる要求を開始する（１１０）。いったん要求が受信されると、サーバ１０２は、ク
ライアントの現在の地理的位置に基づき、さらにクライアントのジェスチャおよび／また
は動きに基づいて、注目の物理エリアを求める（動作１３０）。動作１４０で、注目の関
連エリア情報（すなわち、クライアントの所望のターゲットとするエリアの境界推定）を
計算するとき、クライアントの位置とジェスチャの組合せを共に考慮に入れる。サーバに
よって提供される情報がクライアント１０１に送信され（動作１５０）、ユーザに提示さ
れる（動作１６０）。
【００１９】
　図３は、クライアント１０１とサーバ１０２との間の例示的通信転送で使用されるハー
ドウェア構成要素のブロック図を示している。ユーザデバイス１１は、携帯電話または携
帯情報端末（ＰＤＡ）と携帯電話のハイブリッドなどの例示的コンピューティングデバイ
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スを示してある。クライアント１０１は、ユーザデバイス１１で使用される処理モジュー
ルを表してある。
【００２０】
　ジェスチャ処理モジュール３１０がユーザ入力ジェスチャを受け取り、ユーザ入力ジェ
スチャは、例えば、音声コマンド、ユーザデバイス１１の動き、ユーザデバイス１１の方
向の変化などを含むことができる。次いでジェスチャ処理モジュール３１０は、ジェスチ
ャ情報およびユーザの現在位置情報（例えば、ＧＰＳ位置情報）を送信側通信モジュール
３２０に転送し、次いで送信側通信モジュール３２０は、ワイヤレス接続により、ローカ
ルおよび／またはリモート通信ネットワークを介してサーバ１０２に情報を送信する。
【００２１】
　サーバ１０２の受信側通信モジュール３３０は、位置およびジェスチャ関連情報を受信
し、それを要求処理モジュール３４０に転送し、要求処理モジュール３４０は、格納され
たデータおよび他のリソースを求める要求を開始して、注目のエリアを予測および計算す
るのを支援する。例えば、要求処理モジュール３４０は、受信した位置情報を解釈して、
注目のエリアの座標および位置原点を求める。
【００２２】
　サーバ１０２はさらに、データ検索モジュール３５０によって注目のエリアを求めるの
に必要な関連情報を計算する。ユーザのために収集される情報は、要求自体に関する情報
（すなわち、ガソリンスタンド、銀行、サービスエリア）を含むことができ、データ検索
モジュール３５０によって画定される注目のエリア内の他のサービスに関する関連広告デ
ータをも含むことができる。
【００２３】
　要求に関する情報が得られた後に、ユーザの要求したデータが、送信側通信モジュール
３６０を介してクライアントデバイス１０１に転送され、受信側通信モジュール３７０を
介してクライアントデバイス１０１で受信される。クライアントデバイス１０１はさらに
、要求されたデータをクライアントデバイス１０１のユーザに提示する前に、情報を処理
することができる。クライアントデバイス１０１は、送られた情報を受信し、情報は、ク
ライアントデバイス１０１によってユーザに提示される。
【００２４】
　クライアントデバイス１０１によってサーバ１０２に提供される情報は、クライアント
デバイス１０１の位置推定とジェスチャデータを共に含む。例えば、衛星によって提供さ
れる推定を介して、モバイルクライアントデバイス１０１の初期ＧＰＳ位置を得ることが
できる。さらに、クライアントデバイス１０１のユーザによって実施されるジェスチャが
、ＧＰＳ位置推定と組み合わされる。
【００２５】
　注目のターゲットエリアを求めるのに、データのジェスチャ部分が使用される。例えば
、特定の方向のクライアントデバイス１０１の動きが、モバイルデバイス１０１の元のＧ
ＰＳが計算した位置付近の特定の方向に注目のエリアを狭める有効なジェスチャと認識す
ることができる（すなわち、移動した方向の関連する位置情報）。２次元座標系では、ク
ライアントデバイス１０１のＧＰＳ推定位置が起点を表すために使用され、ジェスチャ（
すなわち、特定の方向のユーザの動き）が、その点から移動させて移動データの円弧を作
成するために使用される。円弧は、注目の領域またはエリアを画定するために使用するこ
とができる。
【００２６】
　コマンド、例えば注目の方向を指す方向矢印を示す単純な押ボタンによってジェスチャ
が開始できる。その代わりに、ジェスチャは、方向（すなわち、「北」）を示す音声コマ
ンド、または、エリアあるいは注目の領域を画定するのを支援する有効なジェスチャとし
てサーバによって認識することのできるオブジェクトとしてよい。例えば、デバイスの動
きは、注目のエリアを画定するジェスチャデータとして追跡され、メモリに格納される２
次元円弧として解釈することができる。
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【００２７】
　ジェスチャの別の例は、明確なショッピングエリア内の方向を提供するようにしてもよ
い。例えば、移動端末のユーザは、ショッピングプラザ内に位置する間に、情報のための
ジェスチャを実施することにより要求を開始することができる。ユーザの現在位置は、Ｇ
ＰＳ衛星により歩道上にあると特定されることがある。次いで、ユーザは、店の方向にク
ライアントデバイスを移動することにより店に向かってジェスチャすることができる。こ
の移動は、店に関する情報を提供するためにＧＰＳデータと共に使用される有効なジェス
チャを構成することができる。その結果、ユーザは、店についての情報（例えば、クーポ
ン、広告、商品の詳細など）を受信することができる。
【００２８】
　別の例では、本発明の概念の例示的実施形態によれば、円弧記述は、別々のデバイスに
よって生成することができる（例えば、ユーザが身に着けている別々の衣服）。例えば、
Ｂｌｕｅｔｏｏｔｈ（登録商標）使用可能デバイス（すなわち、１つのサングラス）が、
（ユーザの頭部の方向を介して）モバイルデバイスにジェスチャデータを通信するための
別の方式を提供することができ、ジェスチャデータは、サーバ１０２によって有効なジェ
スチャと解釈され得る。外部デバイスが必須のコンパス（すなわち、方位）機能を有する
ことを条件として、モバイルデバイスと通信することのできるローカルで対にされたデバ
イス（locally paired device）が、ジェスチャデータを提供する代替を提供することが
できる。
【００２９】
　方位のみのタイプのジェスチャの場合、デバイスの方向は、有効なジェスチャを表現す
るために使用される。そのような例示的ジェスチャは、コンパス機能を必要とし、円弧動
作を生成することなく、ユーザが指し示している方向を識別するために測定することので
きる方向および角度を提供する。次いで、角度は、注目の方向を提供するために使用する
ことができ、次いで、注目の方向は、より広い注目のエリアとして画定することができる
。
【００３０】
　ユーザに情報を提供することは、サーバまたは複数の分散サーバによって達成すること
ができる。複数の分散サーバは、各サーバに格納されたローカル情報に応じて、個別化さ
れた要求の処理を提供することができる。情報は、テキストメッセージ、プッシュＥメー
ル、またはユーザデバイス上の実行可能アプリケーションを介して、ユーザに提示するこ
とができる。
【００３１】
　デバイス位置情報およびユーザジェスチャ情報に基づいて実施されるサーバ１０２の計
算は、一点で始めることにより注目のエリアを狭めるステップを含むことができる。例え
ば、点に基づく円形領域は、円の区間を狭めるために使用されるジェスチャ情報に基づく
角度を提供することにより、狭めることができる。ユーザジェスチャ情報から生成された
円弧経路は、円のパイスライスを注目のエリアとして画定することができる。パイスライ
スをマップに変換することは、店または施設の位置を、定義済みのパイスライスのみの中
で、全体的にまたは部分的に提供し得る。
【００３２】
　サーバ計算は、ユーザが供給した注目のエリア（円弧）を変換し、それを、情報の分類
のための予め設定された粒度に「フィッティング」することを含む（例えば、サーバは、
マップデータの六角形または円の６０度の円弧を使用することができる）。クライアント
１０１とサーバ１０２は、クライアント－サーバおよびサーバ－クライアント情報を交換
することができる。クライアント１０１とサーバ１０２との間のリンクは、直接的に、ま
たは他のトランスポートネットワークを通じて動作可能にされるワイヤレスリンクとして
よい。クライアント１０１は、初期コンパス向首およびジェスチャデータを含む注目のエ
リア要求を開始することができる。
【００３３】
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　位置、コンパス向首、ジェスチャ円弧、および距離情報を含む要求は、送信ユニットに
よってサーバ１０２に送ることができる１２０。送信ユニットは一般に、サーバ１０２と
通信するのに必要な、すべての必要な機能およびハードウェアを備えるべきである。
【００３４】
　より厳密なユーザの好む位置情報は、予め定めた位置（すなわち、ＧＰＳまたは他のロ
ケーション方法を介して決められた緯度および経度）とジェスチャとの組合せを、情報ソ
ースに対する入力として使用することにより、生成することができる。さらに、ユーザプ
リファレンスによってフィルタリングされた位置関連情報のリモートデータベースが、予
め定めた位置およびジェスチャ情報と比較して、より厳密なユーザの好む位置情報を提供
することができる。さらに、注目のエリアは、サーバ１０２に要求を送る前に、クライア
ントデバイス１０１上で決めることができる。サーバ１０２はさらに、注目のエリアを修
正することができ、または、単に、近くの店、ガソリンスタンドあるいは他のユーザの好
む施設情報を注目のエリアにポピュレートすることができる。
【００３５】
　特定の注目のエリアに関する情報のためのユーザの要求は、帯域幅およびネットワーク
リソースなどのシステムリソースの最適化された使用を提供することができる。例えば、
ユーザプリファレンスを予め格納し、ユーザが開始した注目のエリア情報を受信すること
により、システムは、過大な帯域幅要件または処理リソースを必要とすることなく、高速
かつ最適化された位置情報をユーザに提供することができる。ユーザに送信される、関係
のない情報の全体量も削減することができる。
【００３６】
　一般に、ジェスチャは、コンピュータまたはハンドヘルドデバイスとインターフェース
する人間のための入力機構を提供する。ジェスチャ認識センサを備えるコンピュータおよ
びハンドヘルドデバイスは、様々な複雑さの程度で手の動きまたは音声コマンドに関する
ジェスチャ入力を認識する必要なハードウェアおよびソフトウェアを提供する。いくつか
の認識システムは、ハンドヘルドデバイスに組み込まれた平面２次元（２Ｄ）または３次
元（３Ｄ）加速度計を利用し、ハンドヘルドデバイスは、人間が開始したデータをそれぞ
れのコンピューティングエンジンに通信し、追加の情報のための統合されたヒューマン入
力および位置情報要求を提供することに適合されたデータを提供する。
【００３７】
　図４は、本発明の概念の例示的実施形態による、ユーザとリモート位置情報サーバとの
間で実施される通信の例示的流れ図を示している。図４を参照すると、ユーザは、動作４
００でジェスチャを行ない、次いで動作４０１で、ユーザデバイスまたはサーバにより、
ジェスチャが有効な既知のタイプのジェスチャであるかが判定される。そうでない場合、
動作４０３で、ユーザは、ジェスチャが有効ではないこと、またはその無効なジェスチャ
からの結果がないことの通知を受ける。ジェスチャが有効である場合、動作４０４で、ジ
ェスチャ情報は、サーバが利用可能であることを条件として、ジェスチャサーバに転送さ
れる。サーバが利用可能ではない場合、動作４０５で、ユーザには通知される、または、
プロセスは先には進まず、プロセスは４０３で終了する。
【００３８】
　サーバが利用可能である場合、動作４０６で、サーバは、受信する情報、およびサーバ
に既知であり得る情報に基づいて、注目のエリアを画定することに進む。動作４０７で、
サーバは、位置情報のために送信された要求を受信し、要求が適切に受信された場合、動
作は、「Ａ」で表す動作４１０に続き、プロセスはさらに図５で続けられる。要求が失わ
れた場合、動作４０９は、要求を再送信するためにエラーメッセージを作成する。
【００３９】
　図５を参照して、クライアントとサーバとの間の位置情報処理のさらなる詳細について
開示する。例えば、「Ａ」に続いて、今やクライアントとサーバとの間の予備通信が開始
している。追加のクライアント動作が左側に示され、サーバ動作が右側に示される。これ
らの動作は、クライアントおよび／またはサーバによって独立して実施することができる
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【００４０】
　注目のエリア要求を受信した後、動作５０８で、サーバはクライアントから、要求を検
証する。要求が有効とみなされると、動作５１０で、サーバは、ジェスチャ入力を介して
ユーザが示した物理エリアの地理空間的境界を計算し、物理的な注目のエリアを決定する
。要求が有効ではない場合、動作５０９で、無効要求応答が生成されてユーザに送信され
、そして、プロセスは、「Ｂ」動作５１４で終了する。先に進むと、サーバはさらに、動
作５１１で画定された注目のエリア内に含まれる関連する店を決定する。動作５１１の結
果に基づいて、動作５１２で、サーバはまた、関連する店とデータベースに格納された広
告情報とを相互参照することにより、関連する広告を決定する。次いで、サーバは、動作
５１３でユーザに結果を送り、動作５１４で「Ｂ」で終了する。
【００４１】
　図５の左側を参照すると、サーバが注目のエリアおよびその関連する内容を検証して、
その位置を特定している間、動作５０１で、クライアントデバイスはスタンドバイ中であ
り、応答を待っている。この待機する時間の間、動作５０２で、クライアントデバイスは
、時間を追跡しながら、サーバ応答のチェックを続ける。所定のタイムアウト期間が満了
した場合、動作５０６で、クライアントには、応答を受信しなかったことが通知され、５
０３でプロセスは終了する。
【００４２】
　一方、タイムアウト期間内に応答を受信し、サーバ動作「Ｂ」の結果がクライアントに
提供される場合、動作５０４で、結果が有効か、それとも無効かを判定する。結果が無効
とみなされる場合、動作５０７でクライアントは通知を受け、動作５０３でプロセスは終
了する。要求が有効とみなされる場合、動作５０５でクライアントは結果の通知を受け、
動作５０３でプロセスは終了する。
【００４３】
　本発明の概念は好ましくは、コンピュータ、携帯電話、他の移動端末デバイスなどのハ
ードウェアデバイスで実現される。別の実施形態では、本発明は、ハードウェア、ソフト
ウェア、ファームウェア、または、ハードウェア、ソフトウェアおよび／あるいはファー
ムウェアの組合せで実現することができる。
【００４４】
　上記の例示的実施形態はまた、ソフトウェアコードで実装することができ、例えば、不
揮発性メモリデバイス（例えば、ＲＡＭ、ＲＯＭ、ハードディスクなど）のコンピュータ
可読媒体上に格納することができる。ソフトウェアコードは、コンピュータ可読媒体から
アクセスすることができ、プロセッサによって実行することができる。実行されるプログ
ラムは、例示的実施形態の特徴のうちの１つまたは複数を提供することができる。
【００４５】
　本発明の好ましい実施形態について説明したが、記述の実施形態は単なる例示に過ぎず
、本発明の範囲は、本発明に対する均等物および修正の全範囲（例えば、プロトコル、ハ
ードウェアデバイス、ソフトウェアプラットフォームなど）と共に考慮したときの添付の
特許請求の範囲のみによって定義されるべきであることを理解されたい。
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