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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　第１のインスタントメッセージングユーザのプレゼンス情報を格納および表示する機能
を備えた無線装置を所持している第１のインスタントメッセージングユーザが所定のロケ
ーションにいるときに、前記第１のインスタントメッセージングユーザのプレゼンス情報
をコンピュータにより設定する方法であって、
　前記第１のインスタントメッセージングユーザの前記無線装置と通信可能に接続された
ビジネスクライアントシステムにおける前記コンピュータが、
　前記ビジネスを識別するビジネス情報を格納し、
　前記ビジネス情報を検索し、
　プレゼンス情報としての前記ビジネス情報の全部または一部を前記第１のインスタント
メッセージングユーザの前記無線装置へ送信し、
　前記第１のインスタントメッセージングユーザの前記無線装置内にインストールされた
インスタントメッセージングクライアントのコンポーネントが、
　前記ビジネスクライアントシステムにおける前記コンピュータから前記ビジネスの前記
プレゼンス情報を前記第１のインスタントメッセージングユーザの無線装置内に受信し、
　前記第１のインスタントメッセージングユーザが前記無線装置上でマニュアル入力する
ことを要求されることなく該無線装置内に前記受信したプレゼンス情報を格納する方法で
あって、
　一あるいはそれ以上のインスタントメッセージングユーザが、インスタントメッセージ
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ングのアドレスリストを作成済みであり、このアドレスリストは前記第１のインスタント
メッセージングユーザのインスタントメッセージングの識別情報を含み、それによって前
記一あるいはそれ以上のインスタントメッセージングユーザが前記第１のインスタントメ
ッセージングユーザのプレゼンス情報を見ることができ、前記一あるいはそれ以上のイン
スタントメッセージングユーザの各々は、前記インスタントメッセージングクライアント
のコンポーネントがインストールされた前記無線装置を所持しており、
　前記第１のインスタントメッセージングユーザおよび前記一あるいはそれ以上のインス
タントメッセージングユーザの前記無線装置内にインストールされたインスタントメッセ
ージングクライアントのコンポーネントが、インスタントメッセージングサーバを含むイ
ンスタントメッセージングサービスプロバイダに登録し、
　前記インスタントメッセージングサーバから前記一あるいはそれ以上のインスタントメ
ッセージングユーザの前記無線装置へ前記第１のインスタントユーザの前記プレゼンス情
報を送信する、
ことを特徴とする方法。
【請求項２】
　前記プレゼンス情報の前記受信が、前記第１のインスタントメッセージングユーザによ
ってなされる単一の操作に応じて行われる請求項１に記載の方法。
【請求項３】
　前記単一の操作がボタンをクリックすることである請求項２に記載の方法。
【請求項４】
　前記ビジネス情報が、前記ビジネスの名称、前記ビジネスの説明、前記ビジネスのプロ
モーション情報、前記ビジネスの広告、前記ビジネスのロケーション情報のうちの１つあ
るいはそれ以上の情報項目を含む請求項１乃至３の何れか１項に記載の方法。
【請求項５】
　前記ビジネスの前記ロケーション情報が、住所、電話番号、前記ロケーションへの道順
、前記ビジネスの電子メールアドレス情報、インターネットウェブサイトへの１つあるい
はそれ以上のリンク、のうちの１つあるいはそれ以上を含む請求項１乃至３の何れか１項
に記載の方法。
【請求項６】
　前記第１のインスタントメッセージングユーザの前記プレゼンス情報を、前記一あるい
はそれ以上のインスタントメッセージングユーザの装置上で表示するステップを含む請求
項１に記載の方法。
【請求項７】
　前記表示が、前記第１のインスタントメッセージングユーザのプレゼンス情報を表す選
択可能なアイコン表示を含む請求項６に記載の方法。
【請求項８】
　前記一あるいはそれ以上のインスタントメッセージングユーザが、前記選択可能なアイ
コンを選択し、前記受信したビジネス情報の全部あるいは一部を表示できる請求項７に記
載の方法。
【請求項９】
　前記ビジネス情報の前記表示が、
　テキスト、
　前記表示がスクロールするティッカータイプの表示、
　アニメーション、
　画像、および
　インターネット上のウェブサイトへのリンク、
のうちの１つあるいはそれ以上の表示を含む請求項７に記載の方法。
【請求項１０】
　前記第１のインスタントメッセージングユーザの前記無線装置から前記ビジネスクライ
アントシステムに、前記インスタントメッセージングユーザのユーザプロフィールを送信
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するステップを含む請求項１に記載の方法。
【請求項１１】
　前記第１のインスタントメッセージングユーザの前記ユーザプロフィールが、前記第１
のインスタントメッセージングユーザのコンタクト情報を含む請求項１０に記載の方法。
【請求項１２】
　前記第１のメッセージングユーザの前記プレゼンス情報を前記インスタントメッセージ
ングクライアントのコンポーネントの制御下で前記インスタントメッセージングサービス
プロバイダが有する前記インスタントメッセージングサーバに送信するステップを有する
請求項１に記載の方法。
【請求項１３】
　前記無線装置に接続されるインスタントメッセージングサーバが、
　ビジネスデータベース、
　前記第１のインスタントメッセージングユーザの前記プレゼンス情報が格納されるユー
ザデータベース、および
　前記プレゼンス情報の閲覧状況の統計を含むクリック統計のデータベース、
のうちの１つあるいはそれ以上を格納する、請求項１に記載の方法。
【請求項１４】
　前記プレゼンス情報を前記第１のインスタントメッセージングユーザの前記無線装置上
で表示するステップを含む請求項１に記載の方法。
【請求項１５】
　広告を含むプレゼンス情報を無線インスタントメッセージングユーザに送るビジネスク
ライアントシステムであって、
　第１の無線インスタントメッセージングユーザの所定のロケーションに関するビジネス
情報を格納する格納コンポーネントと、
　前記第１の無線インスタントメッセージングユーザがマニュアル入力することを要求さ
れることなく、無線プロトコルを用いてデータの送受信を行うための無線通信コンポーネ
ントおよび前記ビジネス情報を前記無線インスタントメッセージングユーザの無線装置に
送信することによって前記第１の無線インスタントメッセージングユーザのプレゼンス情
報を更新する送信用コンポーネントを含むビジネスクライアント装置と、を有し、
　前記ビジネスクライアント装置がさらに、
　前記第１の無線インスタントメッセージングユーザの前記無線装置からユーザプロフィ
ールを受信するための受信用コンポーネントと、
　前記インスタントメッセージングユーザの前記ユーザプロフィールを格納するためのユ
ーザデータベース用コンポーネントと、を有し、
　一あるいはそれ以上のインスタントメッセージングユーザが、インスタントメッセージ
ングのアドレスリストを作成済みであり、このアドレスリストは前記第１のインスタント
メッセージングユーザのインスタントメッセージングの識別情報を含み、それによって前
記一あるいはそれ以上のインスタントメッセージングユーザが前記第１のインスタントメ
ッセージングユーザのプレゼンス情報を見ることができ、前記一あるいはそれ以上のイン
スタントメッセージングユーザの各々は、前記インスタントメッセージングクライアント
のコンポーネントがインストールされた前記無線装置を所持しており、
　前記第１のインスタントメッセージングユーザおよび前記一あるいはそれ以上のインス
タントメッセージングユーザの前記無線装置内にインストールされたインスタントメッセ
ージングクライアントのコンポーネントが、インスタントメッセージングサーバを含むイ
ンスタントメッセージングサービスプロバイダに登録し、
　前記インスタントメッセージングサーバから前記一あるいはそれ以上のインスタントメ
ッセージングユーザの前記無線装置へ前記第１のインスタントユーザの前記プレゼンス情
報を送信する、
ことを特徴とするビジネスクライアントシステム。
【請求項１６】
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　前記インスタントメッセージングユーザが前記ユーザプロフィールの提供に同意した後
に、前記ユーザプロフィールが、前記インスタントメッセージングユーザによって、前記
無線装置のインスタントメッセージングクライアントのコンポーネントの制御下で送信さ
れる請求項１５に記載のビジネスクライアントシステム。
【請求項１７】
　前記ビジネス情報が、前記ビジネスの紹介、前記ビジネスの説明、前記ビジネスの広告
、前記ビジネスの住所、前記ビジネスの電話番号、前記ビジネスの前記ロケーションへの
道順、前記ビジネスの電子メールアドレスおよびインターネットウェブサイトへの１つあ
るいはそれ以上のリンク、のうちの１つあるいはそれ以上を有する請求項１５または１６
に記載のビジネスクライアントシステム。
【請求項１８】
　前記ビジネスの前記ビジネス情報の選択における前記インスタントメッセージングユー
ザの行動についての統計レポートを受信し格納する統計用コンポーネントを有し、前記統
計レポートがインスタントメッセージングサービスプロバイダが有するインスタントメッ
セージングサーバによって送られる、請求項１５乃至１７の何れか１項に記載のビジネス
クライアントシステム。
【請求項１９】
　前記統計レポートが電子メールあるいは印刷物で前記ビジネスに配送される請求項１５
乃至１８の何れか１項に記載のビジネスクライアントシステム。
【請求項２０】
　前記インスタントメッセージングサーバからの統計レポートが、ビジネス分析および前
記送信済みビジネス情報のマーケッティングでの成功測定についての情報を含む請求項１
５乃至１９の何れか１項に記載のビジネスクライアントシステム。
【発明の詳細な説明】
【０００１】
【発明の属する技術分野】
本発明は「インスタントメッセージング（瞬時通信）」および広告のための方法およびシ
ステムに関し、特にインスタントメッセージングユーザに広告を含むプレゼンス情報を提
供するための方法およびシステムに関する。
【０００２】
【従来の技術】
近年のインターネットおよび無線通信の利用の爆発的な拡大によって、それに比例して、
「インスタントメッセージング」を利用して有線および無線の手段を介して他のインター
ネットユーザとリアルタイムで通信するインターネットユーザの数も増大している。「イ
ンスタントメッセージング」（ＩＭ）は、ユーザが他のユーザとリアルタイムで通信する
ために、インターネットあるいはその他の適当なネットワークを介して私的な電子チャッ
トを行うことができるようにするためのサービスとソフトウェアである。無線移動通信は
さらにセルラー電話やその他の無線装置としても爆発的な拡大を遂げ、消費者に対しては
関連サービスの料金も低減されるようになった。セルラー電話やその他の携帯無線装置の
サービスプロバイダはサービスや装置の供給を増やして、無線によるインターネットへの
アクセスを可能にした。ＰＤＡ（パーソナルディジタルアシスタント）はそのように広く
利用されている装置のうちの１つで、小型で手で持てるコンピュータ装置であり、メモを
書いたり、約束のカレンダやアドレス帳を整備するために使用されている。インスタント
メッセージングのようなサービスは、以前は家庭やオフィスでケーブルでインターネット
に接続されている場合だけしか利用できなかったが、今や前述のような無線装置のユーザ
も利用できるようになり、移動中でもリアルタイムでインスタントメッセージング通信が
可能になった。
【０００３】
他のインスタントメッセージングユーザとの通信を推進するために、インスタントメッセ
ージングサービスプロバイダとインスタントメッセージングソフトウェアは、通常は他の
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インスタントメッセージングユーザが載っている私的なアドレスリストの維持機能をユー
ザに提供する。このアドレスリストはもともとは電子アドレス帳に記憶された内容のリス
トである。従来のインスタントメッセージングのサービスは、主にインスタントメッセー
ジングのユーザにアドレスリスト上に現れるユーザのステータスに注意を喚起することに
重点を置いている。このようなステータス情報は通常「プレゼンス」あるいは「プレゼン
ス情報」と呼ばれている。プレゼンスは通常はインスタントメッセージングユーザの状態
に関する情報であり、例えば、ユーザがインスタントメッセージを受信できる状態でいる
かどうか、といった内容である。インスタントメッセージングユーザがインスタントメッ
セージングを受信できない状態（例えばオフライン状態）であれば、その場合には従来の
インスタントメッセージングサービスは、他のインスタントメッセージングユーザがこの
受信できないユーザにテキストメッセージを送る機能を提供する。このようなサービスで
提供されるシステムは、インスタントメッセージングユーザに、プレゼンス情報の一部と
してその他の情報をマニュアルで入力し、他のユーザが受信できるようにする機能を提供
する。さらに、インスタントメッセージやその他のデータの受信を可能、あるいは不可能
（例えば「ビジー」の状態）とするためにプレゼンス情報にマニュアルで指示を与える機
能も提供される。
【０００４】
インスタントメッセージング用の従来の方法およびシステムにおける欠点は、プレゼンス
情報がロケーション情報で即時には更新されないことである。ロケーション情報はインス
タントメッセージングユーザの居場所の情報を含んでいる。この情報は自分の居場所につ
いての情報を他のユーザに提供したい、というユーザには有用である。自分のプレゼンス
情報の一部として、ユーザの居場所（例えば移動通信のユーザの場合）を示す機能は通常
は提供されていないか、あるいは提供されている場合でも面倒なマニュアル入力が必要で
ある。例えば、ＰＤＡ無線装置は、ロケーション情報を入力するのに、通常はユーザがポ
インティングタイプのデバイスでＰＤＡスクリーンにマニュアルで入力する必要がある。
１つの代表的なＰＤＡポインティングデバイスは「スタイラス」で、文字、記号、グラフ
ィックパターン、グラフィックパターンのエレメント、その他のメニュー項目を選択する
。インターネット機能のある従来のセルラー電話を使用する上での欠点はデータ入力用の
数値キーパッドを使用して情報を入力する必要があることである。
【０００５】
これらのマニュアル入力による方法の問題は、プレゼンス情報のロケーション部分の更新
が即時かつ自動的になされない点である。従来の方法、装置、システムは、ユーザが自分
のロケーション情報が一日のうちで変化するたびに、常にマニュアルで更新しなければな
らない、という多大な労力をユーザに要求する。マニュアル入力は面倒であり、時間がか
かり、ミスをしがちになり、これはマニュアルによるキー入力の軽減に最新の人口知能を
導入しても改善できない。
【０００６】
従来の方法は、移動中に無線装置でインスタントメッセージングにアクセスするモバイル
ユーザには、特に煩わしい。モバイルユーザにおける問題は、無線装置へのマニュアルに
よる情報入力が、移動中であることによっておのずと制限されてしまうことである。移動
中のモバイルユーザは、たとえば動いていることによってマニュアル入力の能力を制限さ
れる。自動車の運転者にとっては、無線装置にマニュアルで入力しなければならないこと
は、非常に注意散漫になり、注意散漫な状態での運転を禁止する法律に抵触することにも
なりかねない。従って、インスタントメッセージングユーザには、ロケーション情報を自
動的に更新する機能のニーズがある。
【０００７】
さらに、プレゼンス情報のマニュアル入力に特有の制約とテキスト入力機能の制約により
、従来の方法とシステムは最新の詳細のプレゼンス情報を提供することもできない。さら
なる欠点は、従来の方法ではプレゼンス情報の一部としてインスタントメッセージングユ
ーザに入力するロケーション情報を自分で判断して新たな場所に移動するときにはマニュ
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アルでロケーション情報を更新しなければならないことである。従来の方法では、第１の
インスタントメッセージングユーザがロケーション情報とロケーションの詳細をマニュア
ルで入力しない限り、自分のアドレスリストに前記第１のユーザを載せている第２のイン
スタントメッセージングユーザは第１のユーザの詳しいロケーション情報を受信できない
し、第１のユーザのロケーションが変わったときも即座には更新されない。このようなマ
ニュアル入力による方法は、面倒であり、さらには機能しないこともあり、インスタント
メッセージングユーザはアドレスリスト上の他のユーザのプレゼンス情報として不完全で
、遅れた、あるいは不正確なロケーション情報を提供されることになる。従って、インス
タントメッセージングユーザ用の方法とシステムにおいては、ユーザが他のことからそれ
ほど注意をそらす必要なく、より正確に、また、より有用なロケーション情報（例えば所
在地、道順、地図へのリンク等）により、自分のプレゼンス情報用のロケーション情報を
更新することができる機能を提供するというニーズがある。
【０００８】
さらに、従来の方法およびシステムには、インスタントメッセージングサービスが、ター
ゲットを定めた広告に有用な手段を提供して実際の収入をもたらし、サービス供給に要す
る費用を吸収することができるほどのサービスを提供できない欠点がある。インスタント
メッセージングユーザが接することのできる従来の広告は、無線によるインスタントメッ
セージングユーザにターゲットを絞った広告とプロモーションを行うことによる利点をビ
ジネスが充分に享受できないという問題がある。さらなる問題は、自分自身はビジネスサ
イトを訪問したことがないが、自分のアドレスリストにそのビジネスサイトに訪問したこ
とのある（例えば顧客として）他のインスタントメッセージングユーザを載せている、と
いうようなインスタントメッセージングユーザに向けてのネットワークマーケティングの
利点を、ビジネスが享受できるような方法を提供できないことである。従来の方法のさら
なる欠点は、ビジネスの広告、プロモーション、ネットワークマーケッティングの効果を
高めるための充分な情報をビジネスが得られないことがある点である。
【０００９】
インスタントメッセージングユーザはビジネスが開花するようなポテンシャルのある広告
に適した市場を代弁する。従来の方法であれば、広告は、インターネットブラウザあるい
はインスタントメッセージングのスクリーン上でインスタントメッセージングユーザに示
されるであろう。このタイプの広告の効果は、その広告を見る潜在顧客の数と、ビジネス
が提供する製品あるいはサービスにその広告を見た人が興味を感じるかどうか、に関係し
ている。インスタントメッセージングユーザに対するビジネスの広告の従来の方法の欠点
は、ユーザあるいは、彼らのアドレスリストに載っているその他のユーザが、そのビジネ
スについてこれまで何の接触も、関係も、知識もないが、もしそのビジネスをたまたま知
ったら注意を引きつけるであろう、という場合のわずかな効果をもつに過ぎない点である
。ターゲットを絞らない広告はインスタントメッセージングユーザにとっても迷惑であり
、表示部分の面積が小さい無線装置を所持している無線インスタントメッセージングユー
ザにとってはとくに煩わしい。ターゲットを絞らない広告は、広告の散乱と有用な帯域の
浪費の原因となる。
【００１０】
インスタントメッセージングユーザは、ビジネスについて、自分のアドレスリスト上の他
のユーザから受け取った推薦を信用する傾向がある。ユーザあるいは顧客は、多くの場合
は、自分の知人と年齢、居住地、興味、好み等においてある程度共通した点がある。
【００１１】
従って、インスタントメッセージングおよびプレゼンス情報を用いる広告のための方法お
よびシステムが、ターゲットを絞った広告を無線装置をもつ顧客およびその他の訪問客に
送り、またネットワークで結ばれている人々にこのような広告を即時に送ることができる
ビジネス機能を設けることもまた要求されている。
【００１２】
【発明が解決しようとする課題】
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本発明は従来の方法およびシステムにおける上述の欠点を解決することを課題とするもの
である。
【００１３】
本発明の目的は、広告を含むリアルタイムのインスタントプレゼンス（ＲＩＰＡ）のため
に、インスタントメッセージング（ＩＭ）のトポロジと無線技術を用いて、自動的にイン
スタントメッセージングユーザのプレゼンス情報をセットアップし、即時に更新する方法
とシステムを提供することである。本発明のさらなる目的は、プレゼンス情報の一部とし
て、ロケーション情報を即時に提供することである。さらなる目的は、プレゼンス情報と
ともに即時に広告情報を提供し、他のインスタントメッセージングユーザにも情報を送る
ことである。
【００１４】
本発明のさらなる目的は、ビジネスの製品とサービスのプロモーション、広告、ネットワ
ークマーケッティングを、ビジネスサイトを訪問しているインスタントメッセージングユ
ーザ（例えば顧客）と、この訪問客を自分のアドレスリスト上に載せている他のインスタ
ントメッセージングユーザに対して無線で行うための方法を提供することである。本発明
のさらなる目的は、あるインスタントメッセージングユーザ、あるいはそのユーザのアド
レスリスト上の他のユーザが訪問するビジネスからの特別なプロモーションに、そのユー
ザの注意を喚起する機能を提供することである。
【００１５】
本発明のさらなる目的は、インスタントメッセージングユーザのプレゼンス情報のロケー
ション情報部分を、ユーザがマニュアル入力したり、情報を選択したりすることを必要と
せずに、即時に自動的に更新することである。
【００１６】
本発明のさらなる目的は、インスタントメッセージングユーザのアドレスリストを用いて
、インスタントメッセージングユーザに向けられた広告の宣伝効果の統計を得る方法を提
供することである。さらなる目的は、この統計情報を広告人とサービスプロバイダに提供
することである。
【００１７】
本発明のさらなる目的は、動的に更新されるプロモーションをインスタントメッセージン
グユーザに送る方法およびシステムを提供することである。
【００１８】
【課題を解決するための手段】
これらおよびその他の目的は　本発明によって実現され、その基本的な構成は、第１のイ
ンスタントメッセージングユーザのプレゼンス情報を設定する方法を有している。本発明
は、無線通信を介してビジネスサイトにいるインスタントメッセージングユーザの無線装
置に無線通信でプレゼンス情報を送るためのビジネスクライアントシステムをも含んでい
る。一方では、ビジネスクライアントシステムはビジネスサイトにいるインスタントメッ
セージングユーザからユーザプロフィール情報を受け取る。１つの実施形態においては、
ビジネスクライアントシステムはビジネス情報をプレゼンス情報の一部として送信する。
さらには、送信されるビジネス情報はロケーション情報を含む。別の実施形態では、ビジ
ネス情報にビジネスのプロモーション情報を含む。また、ある実施形態ではビジネス情報
がビジネスの広告情報を含む。本発明は、さらにインスタントメッセージングのクライア
ントの方法を含んでおり、それはインスタントメッセージングユーザの装置にインストー
ルされて、ビジネスロケーションからのプレゼンス情報を受信し、処理する。一方では、
インスタントメッセージングのクライアントはインスタントメッセージングユーザからの
情報をビジネスのクライアントシステムに送信する機能を提供する。さらには、インスタ
ントメッセージングのクライアントシステムは第２のインスタントメッセージングユーザ
のアドレスリストに載っている第１のインスタントメッセージングユーザのプレゼンス情
報を受信する機能を提供する。さらに別の利点として、プレゼンス情報は、第１のユーザ
が訪問するビジネスについての情報を含む。
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【００１９】
本発明は、さらにインスタントメッセージングユーザのアドレスリストを使用して、イン
スタントメッセージングユーザに向けられた広告の宣伝効果に関する統計を得るシステム
と方法を含んでいる。さらに別の実施形態では、動的に更新されるプロモーションをイン
スタントメッセージングユーザに送信する方法およびシステムを提供する。
【００２０】
本発明の前述のおよび関連する利点と特徴は以下の図面を参照した本発明の詳細な説明に
よって明らかになる。図面では、同様の要素が同一の参照番号で示されている。
【００２１】
【発明の実施の形態】
本発明は、無線技術を含むインスタントメッセージング（ＩＭ）トポロジを利用して、イ
ンスタントメッセージングユーザのロケーションを示すロケーション情報を含むインスタ
ントメッセージングユーザのプレゼンス情報を即時にセットアップし、更新するための方
法、装置、およびシステムを提供することを意図している。本発明はさらに、インスタン
トメッセージングユーザのアドレスリストを介したロケーション情報を含むプレゼンス情
報の送信機能をも提供する。さらに本発明は、インスタントメッセージングユーザ向けの
ビジネスに関する無線によるプロモーション、広告、ネットワークマーケッティングの方
法を供給する。
【００２２】
本発明を、図１～図４を参照して以下に説明する。さらに従来の方法の欠点を解決する本
発明の有効な１つの使用例として本発明を説明するが、本発明はこの例に制限されるもの
ではない。
【００２３】
図１は本発明の実施に使用することのできる既存の従来システムのアーキテクチャの機能
ブロック図である。具体例としてのアーキテクチャ１００のコンポーネントには、ライン
１０６を介してインターネット１０４に接続されたインスタントメッセージングサーバ（
ＩＭサーバ）３０２を含む。本発明では、インスタントメッセージングユーザが、インタ
ーネット１０４への接続を可能にするインターネットサービスプロバイダを有しているこ
とを前提としている。図１は、ユーザがインターネット１０４に接続するために使用しう
る具体例として様々な装置が示されている。装置にはディスクトップパソコン１０８およ
び携帯コンピュータ１１２が含まれ、各々ＴＣＰ／ＩＰでライン１１０および１１４を介
してインターネット１０４に接続されている。携帯コンピュータ１１２はオプションで無
線ネットワーク１１８に接続されており、ネットワーク１１８は図示のようにライン１１
９を介してインターネット１０４に接続されている。無線ネットワーク１１８はさらに図
示のようにＴＣＰ／ＩＰでライン１２１を介してＰＤＡ１２０に接続されている。一般的
なＰＤＡスタイラスデバイスが１３６として記されており、ＰＤＡ１２０のタッチスクリ
ーン上での選択用エレメントとして使用される。図１はさらにＰＤＡ１２０がＴＣＰ／Ｉ
Ｐでライン１２２経由でインターネット１０４に接続されていることを図示している。図
１ではインターネット機能のあるセルラー電話が１２４として別途図示されているが、Ｐ
ＤＡ１２０はセルラー電話機能をも有する。
【００２４】
キーボードあるいはスタイラス１３６を使用してＰＤＡ１２０に、あるいはキーパッドを
使用してセルラー電話１２４に、マニュアル入力することは、面倒で時間がかかるという
欠点がある。一例のプロトコルとして「ｉＭｏｄｅ」および「ＷＡＰ」でライン１２８を
介してセルラー電話１２４を無線ネットワーク１２６に接続しているようすを図示してい
る。適当なプロトコルであればどんなプロトコルでも使用できることが当業者には理解さ
れる。図１に図示する無線ネットワーク１２６は、ライン１３０を介してゲートウェイ１
３２に接続されており、そこからさらにライン１３４を介してインターネット１０４に接
続されている。
【００２５】
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本発明の基礎となる既存のアーキテクチャの装置は図示のものに制限されない。インター
ネット経由のインスタントメッセージングの提供が可能ないかなる適当な装置も使用でき
、この点は当業者には理解される。
【００２６】
図２～図４は本発明の実施例と外観を示している。図１に示したインターネットとインス
タントメッセージングの既存のシステムアーキテクチャは以下に説明する図２～図４に示
す実施例の実現に使用される。本発明の目的を達成するため、インスタントメッセージン
グユーザはインターネット接続を提供するサービスプロバイダを有している。
【００２７】
図２は本発明の実施例のフローチャートである。本発明におけるビジネスクライアント（
ＲＩＰＡ）の装置は図２で２１０として記されている。一例のビジネスが図２において２
０２として記されており、さらに店／レストラン／ホテルのロケーションとしても示され
ている。しかし、ビジネス２０２はこれらのタイプのビジネスに制限されない。ビジネス
２０２は本発明を実施できるいかなるビジネスでもありうる。この全体のフローチャート
２００では、ビジネス２０２がビジネス情報２０４をビジネスクライアント（ＲＩＰＡ）
の装置２１０に入力する。ビジネス２０２は好ましくはこのビジネスのビジネス情報２０
４をビジネスロケーション２０２で、あるいはリモートで入力する。この入力は適当ない
かなる手段でも可能である。ビジネスクライアント（ＲＩＰＡ）の装置２１０はビジネス
情報を格納、処理し、このビジネス情報は以下の１つあるいはそれ以上を含みうるが、そ
れだけに制限されない。ここでの例は、ビジネスの紹介と説明、ビジネスの所在地と電話
番号、その他広告とプロモーション情報である。ビジネスクライアント（ＲＩＰＡ）の装
置２１０はビジネス２０２のオーナーによってビジネス２０２の現場に設置され、好まし
くはこのビジネスの訪問者や顧客の通る場所や来る場所の近辺に設置されている。
【００２８】
本発明の実施例として、図２においてユーザ２１４は、２０８と記された無線装置を所持
している。本発明によるインスタントメッセンジャ「ＩＭクライアント」は２１２として
記され、無線装置２０８に既にインストール済みである。動作においては、インスタント
メッセージングユーザ２１４がビジネス２０２の現場に現れ、無線装置２０８がＲＩＰＡ
装置２１０と通信できる範囲にあるときに、ＲＩＰＡ装置２１０がユーザ２１４の無線装
置２０８と通信する。ＲＩＰＡ装置２１０は、２０６として図示されたパスに沿ってユー
ザ２１４の無線装置２０８に情報を送信することもでき、無線装置２０８から情報を受信
することもできる。「ｉｒＤＡ、Ｂｌｕｅｔｏｏｔｈ，ｅｔｃ」がＲＩＰＡ装置２１０と
無線装置２０８の間の通信に利用される無線通信プロトコルの例として図示されているが
、適切な無線プロトコルであればどのようなプロトコルでも使用できることは当業者に知
られている。
【００２９】
通常は、ユーザ２１４はビジネス２０２の場所に居て、何らかのプロモーションのサイン
あるいはその他の手段により、ビジネス２０２がＲＩＰＡ装置２１０からユーザ無線装置
２０８に通信させられることを知る。ユーザ２１４は、無線通信２０６のユーザ２１４の
無線装置２０８への通信にその場で許可を与えるか、あるいはユーザ２１４がＲＩＰＡ装
置２１０とユーザ無線装置２０８との間で通信することを自動的に許可することに予め同
意しておくか、の選択ができる。
【００３０】
インストールされた本発明のＩＭクライアント２１２は、なかんずく、インスタントメッ
セージングユーザ２１４の無線装置２０８に、ＲＩＰＡ装置２１０から情報を受信し、ま
た、ＲＩＰＡ装置２１０に情報を送信する機能をもたせることができる。無線装置２０８
の一例の装置が図３に示されている。インストールされた本発明によるインスタントメッ
センジャのクライアント２１２を格納し、実行できる適切な装置であれば、いかなる装置
でも使用することができる。
【００３１】
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図３は本発明を有効に使用した例としての本発明の好ましい実施形態に係るプロセスにお
けるステップのフローチャートである。図３は本発明のシステムと装置の実施形態も示し
ている。本発明の方法の好ましい実施形態に係るプロセスのステップ番号は、図３におい
て、以下に説明するステップＳ１～Ｓ１１に付した参照付号Ｓ１～Ｓ１１によって示され
る。
【００３２】
図３は２０２で記されるビジネスを示している。ビジネス２０２は図３の例では「パスタ
ハウス」とされており、現場に位置されている。この場合は、ビジネスと現場（ロケーシ
ョン）がいずれも２０２と記されている。しかしながら、本発明は現場がビジネス２０２
と同じ場所になっているようなビジネスに制限されることはない。
【００３３】
ステップＳ１で、ビジネス（パスタハウス）２０２がビジネス情報２０４を入力すること
によってビジネスクライアントＲＩＰＡの装置２１０をセットアップする。ビジネス２０
２はビジネス情報２０４を好ましくはビジネス２０２のロケーションで、あるいはリモー
トで入力する。入力は適切ないかなる手段でもよい。ビジネス情報２０４は、以下の１つ
あるいはそれ以上を含みうるが、それらに制限されるものではない。ビジネスへの紹介、
ビジネスの説明、広告、特別なプロモーション、ビジネス２０２のロケーションの所在地
と電話番号、およびその他の適当な関連情報（例　電子メールアドレスやウェブサイトア
ドレス）。
【００３４】
ステップＳ２で、図３で「ジョン」と記されるインスタントメッセージングユーザ２１４
が「パスタハウス」と記されるビジネスロケーション２０２に入り、無線装置２０８を所
持している。２１２と記される本発明によるインスタントメッセンジャ「ＩＭクライアン
ト」がユーザ（ジョン）２１４の無線装置２０８に事前にインストールされている。動作
においては、無線装置２０８はＲＩＰＡ装置２１０と通信可能な範囲にあるか、あるいは
ユーザ（ジョン）２１４がその範囲に無線装置２０８を移動する場合もある。ユーザ（ジ
ョン）２１４は、ＩＭクライアント２１２のインストールの契約の一部としてＲＩＰＡ装
置２１０から自分の無線装置２０８への通信を自動的に受信することに予め同意しておい
てもよい。好ましい実施例では、プライバシー上の理由で、ユーザ（ジョン）２１４は何
らかの操作（例えば装置の１つのキーをクリックする）によって自分の無線装置２０８が
ＲＩＰＡ装置２１０からの送信を受け入れる許可を与える必要がある。無線装置２０８に
許可を与えるのはユーザ（ジョン）２１４がビジネス２０２の現場に到着する前でも可能
である。
【００３５】
動作においては、インスタントメッセージングユーザ（ジョン）２１４が無線通信を許可
すると、ＲＩＰＡ装置２１０は、ビジネス情報２０４をユーザの無線装置２０８に送信す
る。このＲＩＰＡ装置２１０から無線装置２０８への無線送信は無線プロトコルを使った
無線通信である。無線通信プロトコルの例としては「ｉｒＤＡ」および「Ｂｌｕｅｔｏｏ
ｔｈ」がある。適切な無線プロトコルであればどんなプロトコルでも使用でき、このこと
は当業者にも公知である。ＲＩＰＡ装置２１０から送信されたビジネス情報２０４はユー
ザ（ジョン）２１４の無線装置２０８にインストールされたＩＭクライアント２１２によ
って処理され、それによってユーザ（ジョン）２１４のプレゼンス情報のロケーションを
ビジネス（パスタハウス）２０２のロケーションでセットする。
【００３６】
インスタントメッセージングを行うために、インスタントメッセージングユーザ（ジョン
）２１４はユーザプロフィール３１８を自分の無線装置２０８に入力し、格納する必要が
ある。ユーザプロフィール３１８はインスタントメッセージングユーザの名前や電子メー
ルアドレスのようなコンタクト情報を含んでいる。ステップＳ３で、ユーザ（ジョン）２
１４は自分が格納したユーザプロフィール３１８をＲＩＰＡ装置２１０に送信することに
同意することができる。ユーザプロフィールを送信する同意がなされたことの引換えに、
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ビジネス２０２が複数のインスタントメッセージングユーザに何らかのプロモーション用
インセンティブを提供することができる。動作においては、ＲＩＰＡ装置２１０がユーザ
プロフィール３１８を受信し、ユーザプロフィール３１８を図３で３１６と記されている
ビジネスユーザデータベース（ユーザＤＢ）に格納する。
【００３７】
図３に示す例では、インスタントメッセージングユーザ（ジョン）２１４は本発明による
ＩＭクライアント２１２を無線装置２０８にインストールしてある。図３に示すようにＩ
Ｍクライアント２１２はユーザ（ジョン）２１４の「プレゼンス」情報およびプライベー
トアドレスリスト３０４の両方を整備（メンテナンス）する。当業者には知られているこ
とだが、インスタントメッセージングサービスプロバイダは、インスタントメッセージン
グの他のユーザに使用される識別されたインスタントメッセージング用「スクリーンネー
ム」（普通はニックネームといわれる）を含むアドレスリスト３０４を、加入者が作成す
ることができるようにする。ここでいうインスタントメッセージングの他のユーザとは、
前記加入者が事前に選定しておき、それらのユーザと通信し、それらのユーザのプレゼン
ス情報を表示したいと思っているようなインスタントメッセージングユーザである。図３
に示す例におけるユーザ（ジョン）２１４のアドレスリスト３０４には、ロバート、ジュ
リー、メアリー、ダナ、およびアリーが含まれている。
【００３８】
ユーザ（ジョン）２１４がステップＳ２で最新のプレゼンス情報を受け取った後、ステッ
プＳ４で、ロケーション情報（例えばパスタハウス）を含む新たなプレゼンス情報が本発
明による「ＩＭクライアント」２１２によってインターネット１０４を経由してＩＭサー
バ３０２に送られる。
【００３９】
ステップＳ５で、ＩＭサーバ３０２は、ユーザ（ジョン）２１４を自分のアドレスリスト
に載せている一以上のさらなるインスタントメッセージングユーザに対して、ユーザ（ジ
ョン）２１４のプレゼンス情報が更新されたことを通知する。ＩＭサーバ３０２は、さら
に、ユーザ（ジョン）２１４の最新のプレゼンス情報をＩＭサーバユーザデータベース（
ユーザＤＢ）３１０から前記のさらなるインスタントメッセージングユーザに送信する。
図３はまた、さらなるユーザのうちの一人である「ロバート」というユーザ３０６を示し
ている。さらなるユーザ（ロバート）３０６の装置は図３で３０８と記されている。動作
では、さらなるユーザ（ロバート）３０６は装置３０８に本発明によるインスタントメッ
セージング「ＩＭクライアント」２１２を事前にインストール済みである。好ましくは、
装置３０８は無線装置であるが、装置３０８はケーブルで接続された適切な装置でもよい
。
【００４０】
図３のステップＳ６に示すように、ユーザ（ロバート）３０６の装置３０８はユーザ（ジ
ョン）２１４のロケーション情報を含む最新のプレゼンス情報を表示することができる。
図３の例では、ロケーション情報を含む最新のプレゼンス情報は（「パスタハウス」）２
０２のロゴあるいはアイコンで表示される。ユーザ（ロバート）３０６は最新のプレゼン
ス情報（例えばパスタハウスのアイコン）を選択して（例えばクリックして）、ビジネス
２０２「パスタハウス」の追加ビジネス情報を得ることができる。
【００４１】
ステップＳ７で、ユーザ（ロバート）３０６がユーザ（ジョン）２１４のプレゼンス情報
をクリックすると、ＩＭサーバ３０２はさらにビジネス（「パスタハウス」）２０２のプ
ロモーション情報をユーザ（ロバート）３０６の装置３０８に「プッシュ」することもで
き、その情報はＩＭクライアント２１２によって処理される。
【００４２】
図４はステップＳ６とステップＳ７に関連したインスタントメッセージングアドレスリス
トの例を示している。好ましい実施例では、図４の例に示すように、アドレスリストが２
つのコラム、ステータス４１０、およびユーザの「ニックネーム」４１２を表示している
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。ニックネーム４１２は通常「スクリーンネーム」とも呼ばれ、ユーザのアドレスリスト
のインスタントメッセージングメンバーを識別する。図４におけるステータス４１０の情
報は、アドレスリストの各メンバーのプレゼンス情報を表示するために使用される。図３
と図４はアドレスリストの表示の一例を示しているに過ぎない。適切なアドレスリスト表
示であれば、どのような表示も使用できる。
【００４３】
図４のアドレスリスト４０２はステップＳ６の後のアドレスリストを示している。例では
、ステータス４１０の下にユーザ（ジョン）２１４のプレゼンス情報を示すステータスア
イコン４０６「パスタハウス」がある。ステップＳ７で、例えば、図４の矢印で示すよう
に４０２の中のアイコン４０６が選択されると、本発明のＩＭクライアント２１２はアド
レスリスト４０２を更新して最新のアドレスリスト４０４を表示する。ユーザ（ジョン）
２１４の最新のプレゼンス情報４０８が更新されたアドレスリスト４０４に表示される。
最新のプレゼンス情報４０８には追加ビジネス情報が含まれ、その中にはビジネス「パス
タハウス」２０２のロケーションの名称、ロケーションの住所、およびプロモーション情
報などを含ませることができるが、それらに制限されるものではない。図４の例に示すよ
うに、この最新のプレゼンス情報４０８は様々な方法で表示され、テキスト、回転ティッ
カー（ｔｉｃｋｅｒ）、アニメーション、画像、およびインターネットリンクなどを含む
ことができるが、それらに制限されるものではない。適切な表示であればどのような表示
であれ可能である。
【００４４】
ステップＳ８で、統計機能が示されている。動作としては、ユーザ（ロバート）３０６が
ユーザ（ジョン）２１４のプレゼンス情報を選択する。次に、ユーザ（ジョン）２１４の
プレレゼンス情報はＩＭサーバ３０２に送られ、そこで、その情報は統計目的に適切な手
段で処理される。「クリック」統計レポートもＩＭサーバ３０２で生成することができ、
これはプレゼンス情報のインスタントメッセージングユーザによる選択に関連した統計を
含んでいる。
【００４５】
ステップＳ９で、ＩＭサーバ３０２に格納された「クリック」統計レポートがビジネス（
「パスタハウス」）２０２に送られる。レポートの間隔は選択できる（例えば、毎週、毎
月、あるいは毎四半期のように）。クリック統計レポートは好ましくは図３に示すように
インターネット１０４経由でビジネス２０２に送られるが、電子メールあるいは書面でビ
ジネス２０２に送ることもできる。
【００４６】
ステップＳ１０で、ビジネス２０２がインターネットへのアクセス機能を有している場合
には、図３に示すように、ビジネス２０２は追加のプロモーションあるいはクーポン情報
を含む動的更新３２２をＩＭサーバ３０２に送ることができ、ビジネス（データベース）
ＤＢ３１２内で維持される。
【００４７】
ステップＳ１１で、ユーザ（ロバート）３０６の装置３０８がユーザ（ジョン）２１４の
プレゼンス情報を表示し続ければ、ユーザ（ロバート）３０６はユーザ（ジョン）２１４
の最新のプレゼンス情報を得ることができる。別の１つの実施例では、ユーザ（ロバート
）３０６がプレゼンス情報中のビジネス（パスタハウス）２０２のロケーションについて
の追加情報の購入を申し込むオプションが提供されている。ユーザ（ロバート）３０６が
購入を申し込めば、ユーザ（ロバート）３０６は追加のプロモーション情報を受け取るこ
とができ、その中には、ビジネス（パスタハウス）２０２が将来ＩＭサーバ３０２に送信
し、ビジネスＤＢ３１２内で維持される広告も含まれうる。ユーザ（ロバート）３０６は
、これらのプロモーションや広告を、プレゼンス情報内のユーザ（ジョン）２１４のロケ
ーションがビジネス（パスタハウス）２０２には最早セットされていなくなった後でも受
け取ることができる。このようにして、この点においては、ユーザ（ロバート）３０６の
アドレスリストにあるユーザ（ジョン）２１４の現在のロケーション情報に係わらずに、
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これらのプロモーションはユーザ（ロバート）３０６に送られ続けうる。他の実施例では
、ユーザ（ジョン）２１４がユーザ（ロバート）３０６のアドレスリストのメンバーとし
て載っていなくても、ビジネス２０２のプロモーションがまたユーザ（ロバート）３０６
に送られうる。
【００４８】
このようにして、本発明においては、プレゼンス情報が即時に更新される。このことは、
移動環境下において制限されたマニュアル入力で無線装置に入力する場合には特に煩わし
いプレゼンス情報のマニュアル入力に要する時間と労力を軽減することによって、マニュ
アル方式の欠点を解消する。さらに、プロモーションや広告においての、インスタントメ
ッセージングユーザ（ジョン）２１４と、さらなるインスタントメッセージングユーザ（
例えば図３の例ではユーザ（ロバート）３０６）、すなわちユーザ（ジョン）２１４と何
らかの関係をもっており、自分のアドレスリスト上にユーザ（ジョン）２１４を載せてい
るユーザにターゲットを絞ることもできる。このようにターゲットを絞った広告とプロモ
ーションは、このようにターゲットを絞った広告に有効な手段を供給することによって、
従来の方法の欠点を克服し、ビジネスの既存客と知り合いの客を獲得してビジネスに実際
の収入をもたらし、インスタントメッセージングサービスの供給に必要な費用を吸収する
ことができる。
【００４９】
以上、本発明を例示した実施例を通じて説明してきたが、当業者は本発明がここに記載さ
れた実施例に制限されることなく、また、例示した実施例に対する変更が特許請求の範囲
に記載された本発明の精神と範囲から逸脱することなく可能であることを理解すべきであ
る。このようにして、前述の記述は例示とみなされるべきであり、それによって本発明を
制限するものではない。
【００５０】
（付記１）無線装置を所持している第１のインスタントメッセージングユーザがビジネス
のロケーションにいるときに、この無線装置が前記第１のインスタントメッセージングユ
ーザのプレゼンス情報を格納および表示する機能を備えている、前記第１のインスタント
メッセージングユーザのプレゼンス情報を設定する方法であって、
ビジネスクライアントシステムの装置内で前記ビジネスを識別するビジネス情報を格納し
、
前記ビジネス情報を検索し、
プレゼンス情報としての前記ビジネス情報の全部または一部を前記第１のインスタントメ
ッセージングユーザの前記無線装置へ送信し、それにより前記プレゼンス情報が前記第１
のインスタントメッセージングユーザの前記無線装置によって受信される、
ことを特徴とする第１のインスタントメッセージングユーザのプレゼンス情報を設定する
方法。
【００５１】
（付記２）前記ビジネスクライアントシステムから前記インスタントメッセージングユー
ザの無線装置における前記ビジネスの前記プレゼンス情報を受信し、
前記第１のインスタントメッセージングユーザが前記無線装置上でマニュアル入力するこ
とを要求されることなく前記無線装置内に前記プレゼンス情報を格納し、
インスタントメッセージングクライアントのコンポーネントが前記第１のインスタントメ
ッセージングユーザの前記無線装置内にインストールされており、前記コンポーネントが
前記無線装置内の前記プレゼンス情報を受信し格納するよう制御する、
付記１に記載の方法。
【００５２】
（付記３）前記プレゼンス情報の前記受信が、前記第１のインスタントメッセージングユ
ーザによってなされる単一の操作に応じて行われる付記２に記載の方法。
【００５３】
（付記４）前記単一の操作がボタンをクリックすることである付記３に記載の方法。
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【００５４】
（付記５）前記第１のインスタントメッセージングユーザの前記無線装置が前記ビジネス
クライアントシステムの範囲外にあれば、前記ビジネスクライアントシステムと通信が許
可された範囲内で前記無線装置を移動するステップを含む付記１に記載の方法。
【００５５】
（付記６）前記ビジネス情報が、前記ビジネスの名称、前記ビジネスの説明、前記ビジネ
スのプロモーション情報、前記ビジネスの広告、前記ビジネスのロケーション情報のうち
の１つあるいはそれ以上の情報項目を含む付記１に記載の方法。
【００５６】
（付記７）前記ビジネスの前記ロケーション情報が、住所、電話番号、前記ロケーション
への道順、前記ビジネスの電子メールアドレス情報、インターネットウェブサイトへの１
つあるいはそれ以上のリンク、のうちの１つあるいはそれ以上を含む付記６に記載の方法
。
【００５７】
（付記８）一あるいはそれ以上のインスタントメッセージングユーザがインスタントメッ
セージングのアドレスリストを作成済みであり、このアドレスリストは前記第１のインス
タントメッセージングユーザのインスタントメッセージングの識別情報を含み、それによ
って前記一あるいはそれ以上のインスタントメッセージングユーザが前記第１のインスタ
ントメッセージングユーザのプレゼンス情報を見ることができ、ここで、前記一あるいは
それ以上のインスタントメッセージングユーザの各々は、前記インスタントメッセージン
グクライアントのコンポーネントがインストールされた装置を所持している付記２に記載
の方法。
【００５８】
（付記９）前記第１のインスタントメッセージングユーザおよび前記一あるいはそれ以上
のインスタントメッセージングユーザが、インスタントメッセージングサーバを有するイ
ンスタントメッセージングサービスの購入を申し込む付記８に記載の方法。
【００５９】
（付記１０）前記インスタントメッセージングサーバから前記一あるいはそれ以上のイン
スタントメッセージングユーザの前記装置へ前記第１のインスタントユーザの前記プレゼ
ンス情報を送信するステップを含む付記９に記載の方法。
【００６０】
（付記１１）前記第１のインスタントメッセージングユーザの前記プレゼンス情報を、前
記一あるいはそれ以上のインスタントメッセージングユーザの装置上で表示するステップ
を含む付記１０に記載の方法。
【００６１】
（付記１２）前記表示が、前記第１のインスタントメッセージングユーザのプレゼンス情
報を表す選択可能なアイコン表示を含む付記１１に記載の方法。
【００６２】
（付記１３）前記一あるいはそれ以上のインスタントメッセージングユーザが、前記選択
可能なアイコンを選択し、前記受信したビジネス情報の全部あるいは一部を表示できる付
記１２に記載の方法。
【００６３】
（付記１４）前記ビジネス情報の前記表示が、
テキスト、
前記表示がスクロールするティッカータイプの表示、
アニメーション、
画像、および
インターネット上のウェブサイトへのリンク、
のうちの１つあるいはそれ以上の表示を含む付記１１に記載の方法。
【００６４】
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（付記１５）前記第１のインスタントメッセージングユーザの前記無線装置から前記ビジ
ネスクライアントシステムに、前記インスタントメッセージングユーザのユーザプロフィ
ールを送信するステップを含む付記２に記載の方法。
【００６５】
（付記１６）前記第１のインスタントメッセージングユーザの前記ユーザプロフィールが
、前記第１のインスタントメッセージングユーザのコンタクト情報を含む付記１５に記載
の方法。
【００６６】
（付記１７）前記第１のインスタントメッセージングユーザが、前記ユーザプロフィール
の送信前に、前記無線装置を明らかに作動させる必要がある付記１５に記載の方法。
【００６７】
（付記１８）前記第１のメッセージングユーザの前記プレゼンス情報を前記インスタント
メッセージングクライアントのコンポーネントの制御下で前記インスタントメッセージン
グサービスの前記インスタントメッセージングサーバに送信するステップを有する付記２
に記載の方法。
【００６８】
（付記１９）前記インスタントメッセージングサーバが、
ビジネスデータベース、
前記第１のインスタントメッセージングユーザの前記プレゼンス情報が格納されるユーザ
データベース、および
前記プレゼンス情報の閲覧状況の統計を含むクリック統計のデータベース、
のうちの１つあるいはそれ以上を格納する、付記９に記載の方法。
【００６９】
（付記２０）前記プレゼンス情報を前記第１のインスタントメッセージングユーザの前記
無線装置上で表示するステップを含む付記２に記載の方法。
【００７０】
（付記２１）広告を含むプレゼンス情報を無線インスタントメッセージングユーザに送る
ビジネスクライアントシステムであって、
前記ビジネスのビジネス情報を格納する格納コンポーネントと、
無線プロトコルを用いてデータの送受信を行うための無線通信コンポーネントおよび前記
ビジネス情報を前記無線インスタントメッセージングユーザに送信することによって前記
無線インスタントメッセージングユーザのプレゼンス情報を更新する送信用コンポーネン
トを含むビジネスクライアント装置と、
を有することを特徴とするビジネスクライアントシステム。
【００７１】
（付記２２）前記ビジネスクライアント装置がさらに、
前記インスタントメッセージングユーザの前記無線装置からユーザプロフィールを受信す
るための受信用コンポーネントと、
前記インスタントメッセージングユーザの前記ユーザプロフィールを格納するためのユー
ザデータベース用コンポーネントと、
を有する付記２１に記載のビジネスクライアントシステム。
【００７２】
（付記２３）前記インスタントメッセージングユーザが前記ユーザプロフィールの提供に
同意した後に、前記ユーザプロフィールが、前記インスタントメッセージングユーザによ
って、前記無線装置のインスタントメッセージングクライアントのコンポーネントの制御
下で送信される付記２２に記載のビジネスクライアントシステム。
【００７３】
（付記２４）前記ビジネス情報が、前記ビジネスの紹介、前記ビジネスの説明、前記ビジ
ネスの広告、前記ビジネスの住所、前記ビジネスの電話番号、前記ビジネスの前記ロケー
ションへの道順、前記ビジネスの電子メールアドレスおよびインターネットウェブサイト
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への１つあるいはそれ以上のリンク、のうちの１つあるいはそれ以上を有する付記２１に
記載のビジネスクライアントシステム。
【００７４】
（付記２５）前記ビジネスの前記ビジネス情報の選択における前記インスタントメッセー
ジングユーザの行動についての統計レポートを受信し格納する統計用コンポーネントを有
し、前記統計レポートがインスタントメッセージングサービスのインスタントメッセージ
ングサーバによって送られる、付記２１に記載のビジネスクライアントシステム。
【００７５】
（付記２６）前記統計レポートが電子メールあるいは印刷物で前記ビジネスに配送される
付記２５に記載のビジネスクライアントシステム。
【００７６】
（付記２７）前記インスタントメッセージングサーバからの統計レポートが、ビジネス分
析および前記送信済みビジネス情報のマーケッティングでの成功測定についての情報を含
む付記２５に記載のビジネスクライアントシステム。
【００７７】
（付記２８）ビジネスを訪問するインスタントメッセージングの訪問ユーザおよび前記訪
問ユーザをインスタントメッセージングアドレスリストに載せている一あるいはそれ以上
のインスタントメッセージングユーザへプレゼンス情報を送信し、前記インスタントメッ
セージングの訪問ユーザおよび前記一あるいはそれ以上のインスタントメッセージングユ
ーザに前記プレゼンス情報のうちの前記ビジネスの広告へのリンクを含む部分を表示する
、ステップを含むことを特徴とする広告方法。
【００７８】
（付記２９）前記リンクが、前記プレゼンス情報の他の部分に対するものであり、
短いテキストメッセージ、
ティッカータイプのディスプレイ、
アニメーション、
画像、および
インターネット上のウェブサイトへのリンク、
のうちの１つあるいはそれ以上を含む付記２８に記載の方法。
【００７９】
（付記３０）前記ビジネスが追加のプロモーションを含む動的な更新を前記インスタント
メッセージングの訪問ユーザおよび前記一あるいはそれ以上のメッセージングユーザに送
る付記２８に記載の方法。
【００８０】
（付記３１）前記一あるいはそれ以上のインスタントメッセージングユーザをウェブサイ
トにリンクするステップを有し、前記ユーザが前記ビジネスについての追加情報の購入を
申し込むことができ、前記申込みをするユーザが、前記インスタントメッセージングの訪
問ユーザの前記プレゼンス情報が更新されているか否かに係わらずに、前記追加情報を受
信する付記２８に記載の方法。
【００８１】
（付記３２）広告を含むリアルタイムのインスタントプレゼンス用システムであって、
第１のインスタントメッセージングユーザが所有し、インスタントメッセージングクライ
アントのソフトウェアコンポーネントを含む、第１のインスタントメッセージングユーザ
の無線装置と、
ビジネスロケーションにおいて、前記一あるいはそれ以上のインスタントメッセージング
ユーザの無線装置からリアルタイムのプレゼンス情報を受信し、インスタントメッセージ
ングユーザに広告を含むビジネス情報を送信するための装置と、
各々が、前記インスタントメッセージングクライアントのソフトウェアコンポーネントを
含み、かつ各々が前記第１のインスタントメッセージングユーザのインスタントメッセー
ジングの識別を含むインスタントメッセージングのアドレスリストを有する、一あるいは
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それ以上のさらなるインスタントメッセージングユーザの装置であって、前記アドレスリ
ストが前記のさらなるインスタントメッセージングユーザによって管理され、かつ前記ア
ドレスリストのメンバーに対して表示されるプレゼンス情報が前記インスタントメッセー
ジングクライアントのソフトウェアで制御される、一あるいはそれ以上のさらなるインス
タントメッセージングユーザの装置と、
前記ビジネスの装置、前記第１のインスタントメッセージングユーザの無線装置、および
前記さらなるインスタントメッセージングユーザの装置とインターネットを介して通信す
るインスタントメッセージングサーバと、
を有することを特徴とする広告を含むリアルタイムのインスタントプレゼンス用システム
。
【００８２】
（付記３３）前記第１のインスタントメッセージングユーザの前記プレゼンス情報がイン
スタントメッセージングサーバからインターネットを介して前記さらなるインスタントメ
ッセージングユーザの装置に送信される付記３２に記載のシステム。
【００８３】
（付記３４）前記第１のインスタントメッセージングユーザの無線装置が、前記第１のイ
ンスタントメッセージングユーザの前記プレゼンス情報を、前記インスタントメッセージ
ングクライアントのコンポーネントの制御下で、インターネットを介して前記インスタン
トメッセージングサーバに送信する付記３２に記載のシステム。
【００８４】
（付記３５）前記インスタントメッセージングサーバが、
ビジネスデータベース、
ユーザデータベース、および
統計レポートが生成されるクリック統計のデータベース、
のうちの１つあるいはそれ以上を格納する付記３２に記載のシステム。
【００８５】
（付記３６）前記ビジネスの装置が統計用コンポーネントを含み、それによって統計が、
前記インスタントメッセージングサーバのデータベースから前記ビジネスの装置に送られ
、前記ビジネスの前記広告の効果を表示し分析するために格納される付記３５に記載のシ
ステム。
【００８６】
（付記３７）第１のインスタントメッセージングユーザの無線装置上で前記第１のインス
タントメッセージングユーザによってなされる操作に応じて、前記無線装置上での単一の
操作を用いて第１のビジネス装置からのデータ送信を受信することを可能にする第１ステ
ップであって、前記第１のインスタントメッセージングユーザがインスタントメッセージ
ング用の１つあるいはそれ以上の装置を所持する一あるいはそれ以上のさらなるインスタ
ントメッセージングユーザのアドレスリストのメンバーであり、インターネットを介して
前記インスタントメッセージングサーバから受信された入力に基づき前記第１のインスタ
ントメッセージングユーザおよび前記さらなるインスタントメッセージングユーザのアド
レスリストを含む前記インスタントメッセージングの機能を制御する、第１ステップと、
前記第１のインスタントメッセージングユーザの前記プレゼンス情報をインターネットを
介してインスタントメッセージングサーバに送信する第２ステップと、
前記第１のインスタントメッセージングユーザの前記無線装置からユーザプロフィールの
送信を可能にするかあるいは不能にするかの選択的操作を前記第１のインスタントメッセ
ージングユーザから受信する第３ステップと、
前記ユーザプロフィールの前記送信が可能とされ、それによって前記インスタントメッセ
ージングのユーザが前記ユーザプロフィールの提供を了解する場合に、前記第１のインス
タントメッセージングユーザの前記ユーザプロフィールを前記無線装置から前記ビジネス
装置に送信する第４ステップと、
を有することを特徴とするインスタントメッセージングのソフトウェアのクライアントの
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【００８７】
以上説明したように、本発明によれば、無線技術を含むインスタントメッセージングのト
ポロジを利用して、インスタントメッセージングユーザのプレゼンス情報を即時にセット
アップし更新するための広告を含むリアルタイムのインスタントプレゼンスのための方法
およびシステムを提供できる。
また、本発明によれば、ビジネスのロケーション情報、その他のビジネス情報を、ビジネ
スの顧客でもある無線によるインスタントメッセージングのユーザに供給し、顧客でもあ
るユーザがビジネスのプレゼンス情報をマニュアル入力する必要性をなくすことができる
。
また、本発明によれば、インスタントメッセージングのユーザに送られ、かつインスタン
トメッセージングのアドレスリストを介して即時に広く配信されるプレゼンス情報を使用
した、ビジネスのプロモーション、広告およびネットワークマーケッティングの方法を提
供できる。
【図面の簡単な説明】
【図１】本発明の実施に使用できる既存の従来のシステムアーキテクチャを機能的に示す
ブロック図である。
【図２】本発明の１つの実施形態を機能的に示すフローチャトである。
【図３】本発明の有効な使用例としての本発明の好ましい実施形態に係るプロセスのステ
ップを示すフローチャートおよびシステムを示す図である。
【図４】図３における好ましい実施形態のインスタントメッセージングのアドレスリスト
の一例を示す図である。
【符号の説明】
２０２…ビジネス
２０４…ビジネス情報
２０６…無線通信
２０８…無線装置
２１０…ＲＩＰＡ装置
２１２…ＩＭクライアント（インスタントメッセンジャ）
２１４…インスタンスメッセージングユーザ
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