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(57)【要約】
【課題】現実世界のエンティティ（例えば、製品又はサ
ービス）を表す情報オブジェクトを定義する。
【解決手段】情報オブジェクトは、データストア内に格
納することができる。情報オブジェクトは、関連の所有
者を有する。通信チャンネルが、情報オブジェクトに関
連付けられ、通信を情報オブジェクトに割り当てられた
管理者に経路指定するように構成可能である。当事者は
、ある一定の期間にわたって情報オブジェクトの管理を
取得することを可能にされる。通信チャンネルは、この
期間中に情報オブジェクトと対話することによって行わ
れる要求を当事者に経路指定するように構成される。複
数のユーザは、通信チャンネル上で当事者への要求を入
力するためにこの期間中に情報オブジェクトと対話する
ことが可能にされる。
【選択図】図５



(2) JP 2014-146364 A 2014.8.14

10

20

30

40

50

【特許請求の範囲】
【請求項１】
　データストアに格納されかつ関連の所有者を有し、現実世界のエンティティを表す情報
オブジェクトを定義する段階と、
　通信を前記情報オブジェクトに割り当てられた管理者に経路指定するように構成可能で
ある通信チャンネルを前記情報オブジェクトに関連付ける段階と、
　当事者がある一定の期間にわたって前記情報オブジェクトの管理を取得することを可能
にする段階と、
　前記期間中に前記情報オブジェクトと対話することによって行われる要求を前記当事者
に経路指定するように前記通信チャンネルを構成する段階と、
　複数のユーザが前記通信チャンネル上で前記当事者への要求を入力するために前記期間
中に前記情報オブジェクトと対話することを可能にする段階と、
　を含むことを特徴とする方法。
【請求項２】
　当事者がある一定の期間にわたって前記情報オブジェクトの管理を取得することを可能
にする前記段階は、
　前記当事者が前記所有者への支払いと引き換えにある一定の期間にわたって前記情報オ
ブジェクトの管理を取得することを可能にする段階、
　を含む、
　ことを特徴とする請求項１に記載の方法。
【請求項３】
　当事者がある一定の期間にわたって前記情報オブジェクトの管理を取得することを可能
にする前記段階は、
　複数当事者から前記情報オブジェクトの一時的な管理のための該当事者からの入札を含
む複数の入札を受信する段階と、
　ある一定の期間にわたる前記情報オブジェクトの管理を取得する当事者を選択するため
に前記複数の入札を使用してオークションを行う段階と、
　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】
　当事者がある一定の期間にわたって前記情報オブジェクトの管理を取得することを可能
にする前記段階は、
　前記複数の入札に関連付けられた金額に従って前記選択した当事者により前記所有者に
与えられる支払いを判断する段階、
　を更に含むことを特徴とする請求項３に記載の方法。
【請求項５】
　前記構成する段階は、
　前記当事者に関連付けられたユニフォームリソースロケータ（ＵＲＬ）、電子メールア
ドレス、チャットアドレス、又はテキストメッセージアドレスのうちの少なくとも１つを
前記情報オブジェクトに関連付ける段階、
　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】
　複数のユーザが前記通信チャンネル上で前記当事者への要求を入力するために前記期間
中に前記情報オブジェクトと対話することを可能にする前記段階は、
　ページ上に表示される前記情報オブジェクトを提供する段階であって、該情報オブジェ
クトの該表示が、ユーザが前記通信チャンネル上で前記当事者への要求を入力することを
可能にする少なくとも１つのユーザインタフェース要素を含む前記提供する段階、
　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７】
　第２の当事者が第１の期間後に第２の期間にわたって前記情報オブジェクトの管理を取
得することを可能にする段階と、
　前記第２の期間中に前記情報オブジェクトと対話することによって行われる要求を前記
第２の当事者に経路指定するように前記通信チャンネルを構成する段階と、
　を更に含むことを特徴とする請求項１に記載の方法。
【請求項８】
　現実世界のエンティティを表す情報オブジェクトを定義することを可能にし、かつ通信
チャンネルを該情報オブジェクトに関連付けるように構成されたオブジェクト構築モジュ
ールであって、該情報オブジェクトが、関連の所有者を有し、該通信チャンネルが、通信
を該情報オブジェクトに指定された管理者に経路指定するように構成可能である前記オブ
ジェクト構築モジュールと、
　当事者がある一定の期間にわたって前記情報オブジェクトの管理を取得することを可能
にし、かつ該期間中に該情報オブジェクトと対話することによって行われる要求を該当事
者に経路指定するように前記通信チャンネルを構成するように構成された情報オブジェク
ト割り当て器と、
　を含むことを特徴とするシステム。
【請求項９】
　前記情報オブジェクト割り当て器は、前記当事者が前記所有者への支払いと引き換えに
ある一定の期間にわたって前記情報オブジェクトの管理を取得することを可能にするよう
に構成されることを特徴とする請求項８に記載のシステム。
【請求項１０】
　前記情報オブジェクト割り当て器は、
　複数当事者から前記情報オブジェクトの一時的な管理のための該当事者からの入札を含
む複数の入札を受信するように構成された入札インタフェースモジュールと、
　ある一定の期間にわたって前記情報オブジェクトの管理を取得する当事者を選択するた
めに前記複数の入札を使用してオークションを行うように構成されたオークションモジュ
ールと、
　を含む、
　ことを特徴とする請求項８に記載のシステム。
【請求項１１】
　前記情報オブジェクト割り当て器は、
　前記複数の入札に関連付けられた金額に従って前記期間にわたって前記選択された当事
者に前記情報オブジェクトの管理を提供することに対して前記所有者に対する支払いを判
断するように構成された支払いモジュール、
　を更に含む、
　ことを特徴とする請求項１０に記載のシステム。
【請求項１２】
　前記情報オブジェクト割り当て器は、
　前記当事者に関連付けられたユニフォームリソースロケータ（ＵＲＬ）、電子メールア
ドレス、チャットアドレス、又はテキストメッセージアドレスのうちの少なくとも１つを
前記情報オブジェクトに指定するように構成された管理側当事者指定器、
　を含む、
　ことを特徴とする請求項８に記載のシステム。
【請求項１３】
　前記情報オブジェクト割り当て器は、前記複数のユーザが、該ユーザに表示することを
可能にされるサーバに前記情報オブジェクトを送信することによって該情報オブジェクト
と対話することを可能にするように構成されることを特徴とする請求項８に記載のシステ
ム。
【請求項１４】
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　前記情報オブジェクト割り当て器は、第２の当事者が第１の期間後に第２の期間にわた
って前記情報オブジェクトの管理を取得することを可能にし、かつ該第２の期間中に該情
報オブジェクトと対話することによって行われる要求を該第２の当事者に経路指定するよ
うに前記通信チャンネルを構成するように構成されることを特徴とする請求項８に記載の
システム。
【請求項１５】
　情報オブジェクトを管理することをプロセッサに可能にするコンピュータプログラム論
理が記録されたコンピュータ可読媒体を含むコンピュータプログラム製品であって、
　現実世界のエンティティを表す情報オブジェクトを構成することをプロセッサに可能に
するための第１のコンピュータプログラム論理手段であって、該情報オブジェクトが、デ
ータストアに格納され、かつ該情報オブジェクトが、関連の所有者を有する前記第１のコ
ンピュータプログラム論理手段と、
　通信を前記情報オブジェクトに指定された管理者に経路指定するように構成可能である
通信チャンネルを該情報オブジェクトに関連付けることを前記プロセッサに可能にするた
めの第２のコンピュータプログラム論理手段と、
　当事者がある一定の期間にわたって前記情報オブジェクトの管理を取得することを可能
にすることを前記プロセッサに可能にするための第３のコンピュータプログラム論理手段
と、
　前記期間中に前記情報オブジェクトと対話することによって行われる要求を前記当事者
に経路指定するように前記通信チャンネルを構成することを前記プロセッサに可能にする
ための第４のコンピュータプログラム論理手段と、
　複数のユーザが前記通信チャンネル上で前記当事者への要求を入力するために第１の期
間中に前記情報オブジェクトと対話することを可能にすることを前記プロセッサに可能に
するための第５のコンピュータプログラム論理手段と、
　を含むことを特徴とする製品。
【請求項１６】
　前記第３のコンピュータプログラム論理手段は、
　複数当事者から前記情報オブジェクトの一時的な管理のための該当事者からの入札を含
む複数の入札を受信することを前記プロセッサに可能にするための第６のコンピュータプ
ログラム論理手段と、
　ある一定の期間にわたって前記情報オブジェクトの管理を取得する当事者を選択するた
めに前記複数の入札を使用してオークションを行うことを前記プロセッサに可能にするた
めの第７のコンピュータプログラム論理手段と、
　を含む、
　ことを特徴とする請求項１５に記載のコンピュータプログラム製品。
【請求項１７】
　前記第３のコンピュータプログラム論理手段は、
　前記複数の入札に関連付けられた金額に従って前記選択した当事者により前記所有者に
与えられる支払いを判断することを前記プロセッサに可能にするための第８のコンピュー
タプログラム論理手段、
　を更に含む、
　ことを特徴とする請求項１６に記載のコンピュータプログラム製品。
【請求項１８】
　前記第４のコンピュータプログラム論理手段は、
　前記当事者に関連付けられたユニフォームリソースロケータ（ＵＲＬ）、電子メールア
ドレス、チャットアドレス、又はテキストメッセージアドレスのうちの少なくとも１つを
前記情報オブジェクトに関連付けることを前記プロセッサに可能にするための第６のコン
ピュータプログラム論理手段、
　を含む、
　ことを特徴とする請求項１５に記載のコンピュータプログラム製品。
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【請求項１９】
　前記第５のコンピュータプログラム論理手段は、
　ページ上に表示される前記情報オブジェクトを提供することを前記プロセッサに可能に
するための第６のコンピュータプログラム論理手段であって、該情報オブジェクトの該表
示が、ユーザが前記通信チャンネル上で前記当事者への要求を入力することを可能にする
少なくとも１つのユーザインタフェース要素を含む前記第６のコンピュータプログラム論
理手段、
　を含む、
　ことを特徴とする請求項１５に記載のコンピュータプログラム製品。
【請求項２０】
　第２の当事者が第１の期間後に第２の期間にわたって前記情報オブジェクトの管理を取
得することを可能にすることを前記プロセッサに可能にするための第６のコンピュータプ
ログラム論理手段と、
　前記第２の期間中に前記情報オブジェクトと対話することによって行われる要求を前記
第２の当事者に経路指定するように前記通信チャンネルを構成することを前記プロセッサ
に可能にするための第７のコンピュータプログラム論理手段と、
　を更に含むことを特徴とする請求項１５に記載のコンピュータプログラム製品。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、オンラインページ内の情報オブジェクトの表示及び貨幣化に関する。
【背景技術】
【０００２】
　「インターネット」は、世界中のユーザを相互接続する相互接続コンピュータネットワ
ークのシステムである。「ワールドワイドウェブ（Ｗｅｂ）」は、「インターネット」上
でアクセス可能である相互リンク情報の分散的世界規模の集合である。情報は、テキスト
、画像、及び／又はメディアコンテンツを含むことができる「ウェブページ」の形態でＷ
ｅｂ上で一般的に利用可能にされる。無数のユーザの寄与を通じて、Ｗｅｂは、成長して
情報の巨大で分散化された宝庫の集合になっている。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００３】
【特許文献１】米国特許出願第１１／０５８４７７号明細書
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　「インターネット」及びＷｅｂにより、広告及び電子商取引（ネットワーク上での製品
及び／又はサービスの売買）における多くの進歩が可能となった。電子的に行われる商業
の量は、広範囲にわたる「インターネット」使用で異常なほど増大した。商品は、「イン
ターネット」上で売買され、その量は益々増えている。例えば、対話型オンラインオブジ
ェクトは、オンラインオブジェクトを提供する「所有者」による販売のための製品を表す
ことができる。ユーザは、オンラインオブジェクトと対話し、製品の物理インスタンスを
所有者から購入することができる。しかし、このような技術は、電子商取引を高めるオン
ラインオブジェクトの可能性を十分に利用していない。その結果、製品及びサービスの販
売業者によって発生する収益は、可能である量よりも少ない場合がある。
【課題を解決するための手段】
【０００５】
　オンライン情報オブジェクトを貨幣化する技術を本明細書に提供する。情報オブジェク
トは、製品又はサービスのような現実世界のエンティティに関連付けることができる。当
事者は、情報オブジェクトを提供する所有者への支払いと引き換えに、ある一定の期間に
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わたってオンライン情報オブジェクトを管理することを可能にされる。情報オブジェクト
を管理する時に、管理側当事者は、情報オブジェクトに関連付けられた製品及び／又はサ
ービスをユーザに販売することを含むあらゆる方式で情報オブジェクトを貨幣化すること
ができる。更に、情報オブジェクトは、情報オブジェクトと対話するユーザからの通信を
管理側当事者に経路指定する通信チャンネルを有するように構成される。このようにして
、ユーザは、情報オブジェクトに関連するあらゆる他の目的で管理側当事者に質問をする
か又は通信することができ、これは、管理側当事者がユーザに対して情報オブジェクトを
貨幣化する機会を増大させることができる。
【０００６】
　一実施例では、方法を提供する。現実世界のエンティティを表す情報オブジェクトが定
義される。情報オブジェクトは、例えば、データストア（例えば、情報オブジェクトのラ
イブラリ）に格納することができる。情報オブジェクトは、関連の所有者を有する。情報
オブジェクトに割り当てられた管理者に通信を経路指定するように構成可能である通信チ
ャンネルが、情報オブジェクトに関連付けられる。当事者は、ある一定の期間にわたって
情報オブジェクトの管理を取得することを可能にされる。通信チャンネルは、その期間中
に情報オブジェクトと対話することによって行われる要求を当事者に経路指定するように
構成される。複数のユーザが、通信チャンネル上で当事者への要求を入力するためにその
期間中に情報オブジェクトと対話することが可能にされる。
【０００７】
　別の実施例では、情報オブジェクト管理システムを提供する。情報オブジェクト管理シ
ステムは、オブジェクト構築モジュール及び情報オブジェクト割り当て器を含む。オブジ
ェクト構築モジュールは、現実世界のエンティティを表す情報オブジェクトを定義するこ
とを可能にし、かつ通信チャンネルを情報オブジェクトに関連付けるように構成される。
通信チャンネルは、情報オブジェクトに割り当てられた管理者に通信を経路指定するよう
に構成可能である。情報オブジェクト割り当て器は、当事者がある一定の期間にわたって
情報オブジェクトの管理を取得することを可能にし、かつその期間中に情報オブジェクト
と対話することによって行われる要求を当事者に経路指定するように通信チャンネルを構
成するように構成される。
【０００８】
　コンピュータプログラム製品も本明細書に説明する。コンピュータプログラム製品は、
本明細書に説明する実施例により、情報オブジェクトの管理を当事者に提供することを可
能にし、当事者による情報オブジェクトの貨幣化を可能にし、かつ更に別の実施形態を可
能にするためのコンピュータプログラム論理が記録されたコンピュータ可読媒体を含む。
【０００９】
　本発明の更に別の特徴及び利点、並びに本発明の様々な実施形態の構造及び作動を添付
図面を参照して以下で詳細に説明する。本発明は、本明細書に説明する特定的な実施形態
に限定されないことに注意されたい。このような実施形態は、単に例示を目的として本明
細書に示すものである。付加的な実施形態は、本明細書に含まれる教示に基づいて当業者
には明らかであろう。
【００１０】
　本明細書に組み込まれて本明細書の一部を構成する添付図面は、本発明を例示するもの
であり、更に、その説明と併せて本発明の原理を説明して当業者が本発明を製造して使用
することを可能にする役目をする。
【００１１】
　本発明の他の特徴及び利点は、同様の参照文字が本明細書を通じて対応する要素を識別
する図面に関連して理解する時に以下に説明する詳細説明からより明らかになるであろう
。図面において、同様の参照番号は、一般的に、同一、機能的に類似、及び／又は構造的
に類似の要素を示している。要素が最初に現れる図面は、対応する参照番号の最上位桁に
よって示されている。
【図面の簡単な説明】
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【００１２】
【図１】例示的な実施形態による情報オブジェクトのブロック図である。
【図２】例示的な実施形態による情報オブジェクト対話環境を示す図である。
【図３】例示的な実施形態により情報オブジェクトを表示して情報オブジェクトと対話す
るのに使用されるコンピュータのブロック図である。
【図４】例示的な実施形態により情報オブジェクトが提供される通信システムを示す図で
ある。
【図５】本発明の例示的な実施形態による情報オブジェクトを管理する流れ図である。
【図６】例示的な実施形態によるオブジェクト構築モジュールのブロック図である。
【図７】例示的な実施形態による情報オブジェクトの表示を示す図である。
【図８】例示的な実施形態による情報オブジェクト割り当て器のブロック図である。
【図９】例示的な実施形態により情報オブジェクトの管理を要求するのに使用することが
できるグラフィカルユーザインタフェースを示す図である。
【図１０】例示的な実施形態による情報オブジェクト割り当て器のブロック図である。
【図１１】例示的な実施形態によりオークションに従って情報オブジェクトの管理を割り
当てる流れ図である。
【図１２】本発明の実施形態を実施することができる例示的なコンピュータシステムのブ
ロック図である。
【発明を実施するための形態】
【００１３】
　Ｉ．導入部
　本明細書では、本発明の特徴を組み込む１つ又はそれよりも多くの実施形態を開示する
。開示する実施形態は、単に本発明を例証するものである。本発明の範囲は、開示する実
施形態に限定されない。本発明の範囲は、本明細書に添付された特許請求の範囲によって
定められる。
【００１４】
　本明細書での「一実施形態」、「実施形態」、「例示的な実施形態」などへの言及は、
説明する実施形態が特定の特徴、構造、又は特性を含むことができるが、全ての実施形態
が特定の特徴、構造、又は特性を必ずしも含まない場合があることを示している。更に、
このような語句は、必ずしも同じ実施形態を指すわけではない。更に、特定の特徴、構造
、又は特性が実施形態に関連して説明される時に、明示的に説明されているか否かに関わ
らず、他の実施形態に関連してこのような特徴、構造、又は特性を実施することが当業者
の知識内であるように考えられている。
【００１５】
　ＩＩ．例示的な実施形態
　本発明の実施形態は、対話型オンライン情報オブジェクトに関連するものである。様々
な当事者により様々な期間にわたって管理することができる対話型オンライン情報オブジ
ェクトが提供される。実施形態では、当事者が情報オブジェクトを管理するために割り当
てられる期間にわたって当事者が情報オブジェクトを貨幣化することを可能にすることが
できる。
【００１６】
　例えば、図１は、実施形態による情報オブジェクト１０２のブロック図を示している。
情報オブジェクト１０２は、販売することができる製品又はサービスのような現実世界の
エンティティに対応する対話型オンライン情報オブジェクト又はモデルである。情報オブ
ジェクト１０２は、情報オブジェクト１０２を生成し、提供し、及び／又は情報オブジェ
クト１０２を提供させる関連の所有者（例えば、個人、企業など）を有することができる
。図１に示すように、情報オブジェクト１０２は、メタデータ１０４及び通信チャンネル
定義１０６を含む。メタデータ１０４は、情報オブジェクト１０２を説明するデータを含
む。通信チャンネル定義１０６は、情報オブジェクト１０２に関連付けられた構成可能な
通信チャンネルを定義する。通信チャンネルは、情報オブジェクト１０２と対話するユー
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ザからの通信をある一定の期間にわたって情報オブジェクト１０２を管理するように選択
された当事者に経路指定するように構成することができる。その情報オブジェクト１０２
が現在の管理側当事者からその後の管理側当事者に改めて割り当てられる度に、通信チャ
ンネルは、その後の管理側当事者に通信を経路指定するように再構成することができる。
【００１７】
　例えば、実施形態では、メタデータ１０４は、所有者識別子１０８及び管理側当事者識
別子１１０を含むことができる。存在する時に所有者識別子１０８は、情報オブジェクト
の所有者の識別子とすることができ、管理側当事者識別子１１０は、情報オブジェクト１
０２を管理するように選択される／割り当てられる当事者の識別子とすることができる。
例えば、所有者識別子１０８及び管理側当事者識別子１１０の各々は、所有者又は管理側
当事者をそれぞれ識別するように構成された固有の識別番号、名称、及び／又はあらゆる
他の識別子とすることができる。通信チャンネル定義１０６は、情報オブジェクト１０２
と対話するユーザからの通信を管理側当事者識別子１１０により識別された管理側当事者
に経路指定するように構成された通信チャンネルを定義する。例えば、通信チャンネル定
義１０６は、ハイパーリンク（例えば、宛先ウェブページのユニフォームリソースロケー
タ（ＵＲＬ））、電子メール、インスタントメッセージ通信及びチャットのようなテキス
トベースの通信モードなどを含む通信の１つ又はそれよりも多くのモードの定義を含むこ
とができる。通信チャンネルは、通信チャンネル定義１０６によって定義された通信チャ
ンネルタイプを使用してユーザからの通信を識別された管理側当事者に経路指定するよう
に構成することができる。
【００１８】
　ユーザ、所有者、及び管理側当事者は、あらゆる方式で情報オブジェクト１０２と対話
することができる。例えば、図２は、例示的な実施形態による情報オブジェクト対話環境
２００を示している。図２に示すように、環境２００は、情報オブジェクト１０２、ユー
ザ２０２、管理側当事者２０４、及び所有者２０６を含む。管理側当事者２０４は、ある
一定の期間にわたって情報オブジェクト１０２を管理するように選択された当事者（例え
ば、個人、企業、又は他のエンティティ）であり、かつ管理側当事者識別子１１０により
識別される。所有者２０６は、管理側当事者２０４がある一定の期間にわたって情報オブ
ジェクト１０２を管理することを可能にする情報オブジェクト１０２の所有者（例えば、
個人、企業又は他のエンティティ）であり、かつ所有者識別子１０８により識別される。
ユーザ２０２は、情報オブジェクト１０２と対話する。例えば、ユーザ２０２は、情報オ
ブジェクト１０２を閲覧することができ、情報オブジェクト１０２により表された製品又
はサービスに関する情報を望む場合があり、情報オブジェクト１０２により表された製品
又はサービスを購入することを望む場合がある。図２に示すように、情報オブジェクト１
０２は、関連の通信チャンネル２０８を有する。通信チャンネル２０８は、通信チャンネ
ル定義１０６によって定義された通信チャンネルであり、ユーザ２０２及び／又は更に別
のユーザが管理側当事者２０４と通信することを可能にする。ユーザ２０２は、通信チャ
ンネル２０８を使用して管理側当事者２０４と通信することにより、情報を要求し、質問
をし、関連の製品又はサービスなどを購入するために情報オブジェクト１０２と対話する
ことができる。
【００１９】
　情報オブジェクト１０２は、様々な方法でユーザ２０２及び更に別のユーザに提供する
ことができる。例えば、図３は、例示的な実施形態による情報オブジェクト１０２と対話
するのに使用されるコンピュータ３０２のブロック図を示している。コンピュータ３０２
は、図２のユーザ２０２のようなユーザのコンピュータである。図３に示すように、コン
ピュータ３０２は、ウェブページ３０６を表示するディスプレイ３０４を有する。例えば
、ウェブページ３０６は、ウェブブラウザ３１２のウインドウ内で開いた状態とすること
ができる。ウェブブラウザ３１２は、「マイクロソフトインターネットエクスプローラ（
登録商標）」、「ネットスケープナビゲータ（登録商標）」、Ｍｏｚｉｌｌａ（登録商標
）Ｆｉｒｅｆｏｘ、「Ｇｏｏｇｌｅ　Ｃｈｒｏｍｅ（登録商標）」、「Ｏｐｅｒａ　Ｓｏ
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ｆｔｗａｒｅ　Ｏｐｅｒａ（登録商標）」、携帯電話の場合のＷＡＰ（無線アプリケーシ
ョンプロトコル）有効ブラウザ、ＰＤＡ（携帯情報端末）、又は他の無線モバイルデバイ
スなどを含むあらゆるタイプの閲覧アプリケーションとすることができる。
【００２０】
　ユーザは、ウェブページ３０６のＵＲＬアドレスに従ってウェブページをナビゲートし
、検索エンジンなどを使用して行った検索の結果としてウェブページ３０６を表示させる
ことを含むあらゆる方式でウェブページ３０６を表示させることができる。ユーザは、コ
ンピュータ３０２を使用して、コンテンツ３０８のようなウェブページ３０６内に含めら
れた情報オブジェクト１０２及び他のコンテンツを表示することができる。コンテンツ３
０８は、任意的に存在し、かつ開発担当者又はウェブページ３０６に関連付けられた他の
エンティティによりウェブページ３０６内に含まれるように選択することができる。更に
、ウェブページ３０６は、広告３１０を含むあらゆる数及び構成の広告（又は広告なし）
を任意的に含むことができる。ウェブページ３０６は、コンテンツ、広告、及び／又は情
報オブジェクト１０２のあらゆる構成を有することができる。
【００２１】
　ユーザは、情報オブジェクト１０２のために定義されてウェブページ３６０内に提供さ
れた通信チャンネル（例えば、通信チャンネル２０８）を使用して、情報オブジェクト１
０２に対して管理側当事者と通信することを含め、ウェブページ３０６内の情報オブジェ
クト１０２と対話することができる。情報オブジェクト１０２は、テキスト、画像（例え
ば、ＧＩＦファイル画像、ＪＰＧファイル画像など）、ビデオ（例えば、ＭＰＥＧファイ
ルビデオなど）、オーディオ（例えば、ＷＡＶファイルオーディオなど）、マルチメディ
アオブジェクト（例えば、．ＳＷＦファイル）などのいずれか１つ又はそれよりも多くを
含むことができる。実施形態では、情報オブジェクト１０２は、Ｃ、Ｃ＋＋、ＨＴＭＬ（
ハイパーテキストマークアップ言語）、ＸＭＬ（拡張マークアップ言語）、Ｊａｖａ（登
録商標）、ＪａｖａＳｃｒｉｐｔ（登録商標）、ＶＢＳｃｒｉｐｔなどのような機能を可
能にするプログラミング言語コード及び／又はスクリプト言語コードを収容する１つ又は
それよりも多くのファイルを含むことができる
【００２２】
　図２の環境２００は、様々な方法で実施することができる。例えば、図４は、例示的な
実施形態による情報オブジェクトが提供される通信ネットワークのブロック図又はシステ
ム４００を示している。図４に示すように、システム４００は、複数のユーザデバイス４
０２ａ～４０２ｍ、ネットワーク４０４、複数の広告主／販売業者デバイス４０６ａ～４
０６ｏ、オブジェクトサービスシステム４０８、データストア４１０、複数のコンテンツ
サーバ４１２ａ～４１２ｎ、及び複数の所有者デバイス４１８ａ～４１８ｐを含む。シス
テム４００のこれらの要素を以下のように説明する。
【００２３】
　図４に示すように、データストア４１０は、オブジェクトサービスシステム４０８に結
合される。ユーザデバイス４０２ａ～４０２ｍ、コンテンツサーバ４１２ａ～４１２ｎ、
及びオブジェクトサービスシステム４０８は、ネットワーク４０４により通信的に一緒で
ある。ネットワーク４０４は、ローカルエリアネットワーク（ＬＡＮ）、広域ネットワー
ク（ＷＡＮ）、又は「インターネット」のようなネットワークの組合せを含むあらゆるタ
イプの通信ネットワークとすることができる。ユーザデバイス４０２の各々は、デスクト
ップコンピュータ（例えば、パーソナルコンピュータなど）、モバイルコンピュータデバ
イス（例えば、携帯電話、スマートフォン、携帯情報端末（ＰＤＡ）、ラップトップコン
ピュータ、ノートパーソナルコンピュータなど）、又はモバイル電子メールデバイス（例
えば、「ＲＩＭ　Ｂｌａｃｋｂｅｒｒｙ（登録商標）デバイス」）を含むネットワーク閲
覧機能性を持たせて構成することができるあらゆるタイプの電子デバイスとすることがで
きる。データストア４１０は、磁気ディスク（例えば、ハードディスクドライブにおける
）、光ディスク（例えば、光学ディスクドライブにおける）、磁気テープ（例えば、テー
プドライブにおける）、ＲＡＭデバイス、ＲＯＭデバイスのようなメモリデバイス、及び
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／又はあらゆる他の適切なタイプのストレージ媒体を含むあらゆるタイプのストレージ機
構の１つ又はそれよりも多くを含むことができる。
【００２４】
　通信システム４００は、情報オブジェクトが生成され、及び／又は所有者によって提供
され、ある一定の期間にわたる管理に向けて当事者に割り当てられることを可能にする。
図４に示すように、オブジェクトサービスシステム４０８は、複数の情報オブジェクト１
０２ａ～１０２ｃを格納するデータストア４１０を維持する。数十、数千、及び更に多く
の情報オブジェクト１０２を含むあらゆる数の情報オブジェクト１０２をデータストア４
１０に格納することができる。図４に示すように、オブジェクトサービスシステム４０８
は、オブジェクト構築モジュール４１４及び情報オブジェクト割り当て器４１６を含む。
オブジェクト構築モジュール４１４は、所有者が情報オブジェクト１０２を作成、削除、
及び／又は修正することを可能にすることを含め、所有者がデータストア４１０内の情報
オブジェクト１０２を更新することを可能にする。例えば、所有者デバイス４１８ａ～４
１８ｐに関連付けられた所有者は、オブジェクト構築モジュール４１４にアクセスして情
報オブジェクト１０２を生成、削除、修正、及び／又は提供することができる。図４に示
すように、所有者デバイス４１８ａ～４１８ｐは、オブジェクトサービスシステム４０８
と通信的に直結させることができる。代替的に、所有者デバイス４１８ａ～４１８ｐは、
ネットワーク４０４を通じて又は他の方法でオブジェクトサービスシステム４０８と通信
的に結合させることができる。
【００２５】
　情報オブジェクト割り当て器４１６は、ユーザ及び／又は当事者が自分たちの基準に適
合する情報オブジェクト１０２がないかデータストア４１０を検索することを可能にする
。例えば、広告主及び／又は販売業者は、特定の情報オブジェクト１０２を貨幣化する機
会を有するために、データストア４１０内の特定の情報オブジェクト１０２を管理するこ
とを望む場合がある。広告主及び／又は販売業者は、対応する広告主／販売業者デバイス
４０６ａ～４０６ｏを使用して自分たちの望ましい基準を満す情報オブジェクト１０２が
ないかデータストア４１０を検索することができる。情報オブジェクト割り当て器４１６
は、広告主／販売業者デバイス４０６ａ～４０６ｏでの広告主／販売業者が、ある一定の
期間にわたって望ましい情報オブジェクト１０２の管理を取得することを可能にするよう
に構成することができる。図４に示すように、所有者デバイス４０６ａ～４０６ｏは、オ
ブジェクトサービスシステム４０８と通信的に直結させることができる。代替的に、所有
者デバイス４０６ａ～４０６ｏは、ネットワーク４０４を通じて又は他の方法でオブジェ
クトサービスシステム４０８と通信的に結合させることができる。
【００２６】
　更に、ユーザデバイス４０２ａ～４０２ｍでのユーザは、情報オブジェクト１０２と対
話することを望む場合がある。ユーザデバイス４０２ａ～４０２ｍでのユーザがデータス
トア４１０内の及び／又はコンテンツサーバ４１２ａ～４１２ｎによって提供されたウェ
ブサイトのような他の位置の情報オブジェクト１０２ａ～１０２ｃにアクセスすることを
可能にすることができる。例えば、コンテンツサーバ４１２ａ～４１２ｎの各々は、ウェ
ブサイトがネットワーク４０４を通じて４０２ａ～４０２ｍユーザデバイスのユーザにア
クセス可能であるようにウェブサイトをホスティングするように構成することができる。
ユーザは、ユーザがアクセス可能な対応するユーザデバイス４０２上に設置されたウェブ
ブラウザ又は他のウェブクライアントを使用してこのようなウェブサイトにアクセス可能
である。例えば、ユーザデバイス４０２ａ～４０２ｍの各々は、ユーザが４１２ａ～４１
２ｎコンテンツサーバによってホスティングされたウェブサイトのいずれかを訪れること
を可能にする上述したようなウェブブラウザを実行することができる。ユーザデバイス４
０２ａ～４０２ｍとコンテンツサーバ４１２ａ～４１２ｎ間の通信は、公知のネットワー
ク通信プロトコルを使用して実施することができる。情報オブジェクト１０２ａ～１０２
ｃの１つ又はそれよりも多くは、本明細書に説明するように、ユーザデバイス４０２ａ～
４０２ｍのユーザが対話することができるようにコンテンツサーバ４１２ａ～４１２ｎに
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よってホスティングされたウェブページ上に表示することができる。
【００２７】
　実施形態は、システム４００及び／又は他の通信システム／ネットワークに実施するこ
とができる。通信システム４００（「情報検索及び通信ネットワーク」と呼ぶ）の例の更
なる説明は、「エンティティとの通信チャンネルを有する関係ネットワークを使用する世
界モデル化」という名称の本出願人所有で現在特許出願中の米国特許出願第１１／０５８
４７７号明細書に提供されている。
【００２８】
　図４のシステム４００を図５に関して以下のように更に説明する。図５は、例示的な実
施形態による情報オブジェクトを管理する流れ図５００を示している。システム４００は
、例えば、流れ図５００に従って作動させることができる。更に別の構造的かつ作動的実
施形態は、流れ図５００に関して説明する内容に基づいて関当業者には明らかであろう。
流れ図５００を以下のように説明する。
【００２９】
　流れ図５００は、段階５０２で始まる。段階５０２では、現実世界のエンティティを表
す情報オブジェクトを定義し、現実世界のエンティティは、関連の所有者を有する。例え
ば、実施形態では、オブジェクト構築モジュール４１４は、現実世界のエンティティを表
す情報オブジェクト１０２を構成することを可能にするように構成することができる。例
えば、情報オブジェクト１０２は、現実世界のエンティティの所有者によりオブジェクト
構築モジュール４１４を使用して生成又は修正することができる。上述のように、現実世
界のエンティティは、消費財、製造品、金融サービス、娯楽サービスのようなあらゆる製
品又はサービスとすることができる。オブジェクトサービスシステム４０８内に含まれる
ように示したが、オブジェクト構築モジュール４１４は、所有者デバイス４１８内のよう
な代替位置に実施することができる。
【００３０】
　オブジェクト構築モジュール４１４は、様々な方法で構成することができる。例えば、
図６は、例示的な実施形態によるオブジェクト構築モジュール４１４のブロック図を示し
ている。図６に示すように、オブジェクト構築モジュール４１４は、属性構成モジュール
６０２及び通信チャンネル構成モジュール６０４を含む。属性構成モジュール６０２は、
情報オブジェクトを定義することを可能にするように構成される。例えば、実施形態では
、属性構成モジュール６０２は、所有者デバイス４１８での所有者が、図１のメタデータ
１０４のような情報オブジェクト１０２を説明するデータを入力することによって情報オ
ブジェクト１０２を構成するのに使用することができるユーザインタフェース（例えば、
グラフィカルユーザインタフェース）を生成することができる。例えば、属性構成モジュ
ール６０２は、情報オブジェクト１０２がウェブページ内に表示された時に表示／再生す
べきテキスト、画像（例えば、ＧＩＦファイル画像、ＪＰＧファイル画像など）、ビデオ
（例えば、ＭＰＥＧファイルビデオなど）、及び／又はオーディオ（例えば、ＷＡＶファ
イルオーディオなど）の１つ又はそれよりも多くを示すことを可能にすることができる。
【００３１】
　例えば、属性構成モジュール６０２は、ユーザが、名称、カテゴリラベル、固有のオブ
ジェクト識別子（ＩＤ）、所有者識別子１０８（図１）、管理側当事者識別子１１０、及
び／又は情報オブジェクト１０２のメタデータ１０４としてのあらゆる他の記述的情報の
１つ又はそれよりも多くを示すことを可能にすることができる。存在する時には、名称は
、人間のユーザに理解可能であり、かつモデル化される情報オブジェクト１０２（例えば
、「ジョーのレストラン」、「キャノンカメラモデルＸＪ５」など）に独特なものとする
ことができる。カテゴリラベルは、エンティティモデル４００を表す種類の現実のオブジ
ェクトを提供することができる。人間のユーザに理解可能であるか又はそうでない場合も
あるオブジェクトＩＤが、データストア４１０内の各情報オブジェクト１０２に固有であ
るように割り当てられる。一実施形態では、オブジェクトＩＤは、情報オブジェクト１０
２が作成及び／又は追加された時にオブジェクト構築モジュール４１４により自動的に生
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成することができる。所有者識別子１０８及び管理側当事者識別子１１０は、上述のよう
に構成することができる。管理側当事者識別子１１０は、情報オブジェクト１０２に割り
当てられる管理側当事者（例えば、図２の管理側当事者２０４）に関連付けられた電子メ
ールアドレス、電話番号、テキストメッセージアドレス、インスタントメッセージアドレ
ス、チャットアドレス、ハイパーリンクなどの１つ又はそれよりも多くを含むことができ
ることに注意されたい。通信チャンネル定義１０６によって定義された通信チャンネルは
、管理側当事者に通信を経路指定するために電子メールアドレス、電話番号、テキストメ
ッセージアドレス、インスタントメッセージアドレス、チャットアドレスなどを使用する
ことができる。
【００３２】
　情報オブジェクト１０２（「オブジェクトモデル」と呼ぶ）の更に別の例は、先に参照
した本出願人所有で現在特許出願中の米国特許出願第１１／０５８，４７７号明細書に説
明されている。属性構成モジュール６０２は、．ＳＷＦファイル、ＨＴＭＬファイル、Ｘ
ＭＬファイル、Ｊａｖａ（登録商標）ファイル、ＪａｖａＳｃｒｉｐｔ（登録商標）ファ
イル、ＶＢＳｃｒｉｐｔファイルなどのような１つ又はそれよりも多くのファイルとして
情報オブジェクト１０２を生成することができる。
【００３３】
　図５を再び参照すると、段階５０４では、通信チャンネルが情報オブジェクトに関連付
けられる。例えば、実施形態では、オブジェクト構築モジュール４１４は、通信チャンネ
ルを情報オブジェクト１０２に関連付けるように構成することができる。上述のように、
通信チャンネル（例えば、図２の通信チャンネル２０８）は、ユーザ（例えば、ユーザ２
０２）からの通信を情報オブジェクト１０２に割り当てられた管理側当事者（例えば、管
理側当事者２０４）に経路指定するのに使用される。
【００３４】
　例えば、図６を参照すると、通信チャンネル構成モジュール６０４は、通信チャンネル
を情報オブジェクト１０２に関連付けるために使用することができる。実施形態では、通
信チャンネル構成モジュール６０４は、所有者デバイス４１８での所有者が情報オブジェ
クト１０２に関連付けるべき通信チャンネルタイプを選択するために対話することができ
るユーザインタフェース（例えば、グラフィカルユーザインタフェース）を生成すること
ができる。通信チャンネル構成モジュール６０４は、所有者が管理側当事者に通信を経路
指定するために電子メール（例えば、簡易メール転送プロトコル（ＳＭＴＰ））、テキス
トメッセージ（例えば、ＳＭＳ（ショートメッセージサービス））、インスタントメッセ
ージ、又はチャットなどのようなハイパーリンク化テキストベース通信チャンネルタイプ
を含む様々な通信チャンネルタイプのうちの１つ又はそれよりも多くを選択することを可
能にすることができる。通信チャンネル構成モジュール６０４は、情報オブジェクト１０
２に含まれる通信チャンネル定義１０６内の選択した通信チャンネルタイプを含むように
構成することができる。
【００３５】
　段階５０６では、当事者がある一定の期間にわたって情報オブジェクトの管理を取得す
ることが可能にされる。例えば、実施形態では、情報オブジェクト割り当て器４１６は、
当事者（例えば、図２の管理側当事者２０４）がある一定の期間にわたって情報オブジェ
クト１０２の管理を取得することを可能にするように構成することができる。この期間は
、所定の期間（例えば、情報オブジェクト１０２の所有者により設定）とすることができ
、又は情報オブジェクト１０２の管理の要求において当事者により指定することができる
。当事者は、所有者（例えば、所有者２０６）への支払いと引き換えに、ある一定の期間
にわたって情報オブジェクト１０２の管理を取得することができる。例えば、当事者は、
情報オブジェクト１０２を管理する機会が与えられることに対して金銭を支払うか又は所
有者に他の報酬を与えることができる。
【００３６】
　段階５０８では、情報オブジェクトと対話することによって行われる要求を当事者に経
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路指定するように通信チャンネルが構成される。例えば、実施形態では、情報オブジェク
ト割り当て器４６１は、情報オブジェクトと対話するユーザからの通信が管理側当事者に
経路指定されるように情報オブジェクトを構成するように構成することができる。例えば
、実施形態では、情報オブジェクト割り当て器４１６は、特定の情報オブジェクト１０２
をデータストア４１０に要求することができ、かつ情報オブジェクト１０２内に管理側当
事者の通信アドレス（例えば、電子メールアドレス、テキストメッセージアドレス、イン
スタントメッセージアドレス、チャットアドレス、ハイパーリンクなど）を含むことがで
きる。
【００３７】
　段階５１０では、ユーザは、通信チャンネル上で当事者への要求を入力するために情報
オブジェクトと対話することを可能にされる。例えば、実施形態では、オブジェクトサー
ビスシステム４０８は、ユーザが情報オブジェクトと対話することを可能にすることがで
きる。例えば、オブジェクトサービスシステム４０８は、１つ又はそれよりも多くのコン
テンツサーバ４１２ａ～４１２ｎによって示されたウェブページのようなウェブページ上
に表示すべき情報オブジェクトを提供することができる。情報オブジェクトの表示は、ユ
ーザが通信チャンネルで管理側当事者への要求を入力することを可能にする１つ又はそれ
よりも多くのユーザインタフェース要素を含むことができる。例えば、通信チャンネルの
インタフェース（例えば、テキストエントリボックスなど）は、ユーザが管理側当事者に
経路指定される通信を入力することを可能にするために、情報オブジェクトが表示される
時に表示することができる。
【００３８】
　例えば、図７は、情報オブジェクト７０２（例示的な実施形態による）の表示を示して
いる。情報オブジェクト７０２は、ウェブページ７００のようなオンライン位置に表示す
ることができるデータストア４１０内に格納された情報オブジェクト１０２の例示的なグ
ラフである。図７に示すように、情報オブジェクト７０２は、メタデータ１０４によって
定義されたグラフィック及び／又はテキストの内容を含むことができる。図７の例におい
て、メタデータ１０４は、情報オブジェクト７０２内で表示されたテキスト「ノースイー
ストエアラインズ」、航空機の先端部の上面図の画像、テキスト「ここをクリックして今
予約する」を取り囲む丸くなったコーナを有する矩形、テキスト「ここにあなたの質問を
入力してください」を含む。
【００３９】
　情報オブジェクト７０２は、ユーザが、情報オブジェクト７０２に関連付けられた通信
チャンネル上で管理側当事者への要求を入力するために情報オブジェクト７０２と対話す
ることができるように構成される。例えば、テキスト入力ボックス７０４は、情報オブジ
ェクト７０２に対して定義された通信チャンネルに従って管理側当事者と通信するインタ
フェースとして提供される。テキスト入力ボックス７０４は、ユーザが、情報オブジェク
ト７０２に対して定義された（例えば、通信チャンネル定義１０６により）通信チャンネ
ル（図２の通信チャンネル２０８）上で管理側当事者に送信されるテキストメッセージ（
例えば、質問）を入力することを可能にする。例えば、ユーザは、テキストによる要求を
テキスト入力ボックス７０４に入力することができ、テキストによる要求は、電子メール
アプリケーション、テキストメッセージアプリケーション、インスタントメッセージアプ
リケーション、チャットアプリケーションなどによるようなあらゆる適切な通信プロトコ
ル又は技術に従って管理側当事者に送信される。更に、ユーザは、テキスト「ここをクリ
ックして今予約する」を含む矩形を選択し（例えば、クリックする）、管理側当事者に関
連付けられたウェブページまでこの矩形に関連付けられたリンク（例えば、ＵＲＬ）に従
うことができる。ウェブページは、ユーザが管理側当事者から情報オブジェクト７０２に
より表された現実世界のエンティティ（例えば、製品又はサービス）を購入することを可
能にすることを含むあらゆる機能を実行するように構成することができる。
【００４０】
　図７に示す情報オブジェクト７０２の内容の数、形式、及び構成は、例示を目的として
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示されており、制限的ではないように意図していることに注意されたい。当業者には公知
であるように、情報オブジェクトには、内容のあらゆる数、形式、及び構成が存在するこ
とができる。
【００４１】
　このようにして、ある一定の期間にわたって情報オブジェクトの管理を取得するように
当事者を選択することができる。更に、このようにして、その後の当事者がその後のある
一定の期間にわたって情報オブジェクトの管理を取得することを可能にすることができる
。例えば、第１の当事者は、第１の期間にわたって情報の管理を取得することができる。
第２の当事者が第１の期間後に第２の期間にわたって情報オブジェクトの管理を取得する
ことを可能にすることができる。第３の当事者が第２の期間後に第３の期間にわたって情
報オブジェクトの管理を取得することを可能にすることができる。各々の場合に、上述の
ように、通信チャンネルは、対応する期間中に情報オブジェクトと対話することによって
行われる要求を当事者に経路指定するように構成することができる。
【００４２】
　ＩＩＩ．例示的な情報オブジェクト割り当て器の実施形態
　図４に示す情報オブジェクト割り当て器４１６は、当事者がある一定の期間にわたって
情報オブジェクトの管理を取得することを可能にし（図５の段階５０６）、かつ管理側当
事者（段階５０８）に要求を経路指定するように関連付けられた通信チャンネルを構成す
るように様々な方法で構成することができる。例えば、図８は、例示的な実施形態による
オブジェクト構築モジュール４１４のブロック図を示している。図８の実施形態では、当
事者が管理情報オブジェクトへの要求を情報オブジェクト割り当て器４１６に提供するこ
とを可能にする。図８に示すように、情報オブジェクト割り当て器４１６は、ユーザイン
タフェース８０２、管理側当事者指定器８０４、ユーザインタフェース発生器８１８、及
び支払いモジュール８２０を含む。情報オブジェクト割り当て器４１６のこれらの要素を
以下のように説明する。
【００４３】
　ユーザインタフェース８０２は、ユーザインタフェース発生器８１８によって生成され
、かつ当事者が情報オブジェクトを管理する要求を提供することを可能にするように構成
される。例えば、図８に示すように、ユーザインタフェース８０２は、オブジェクト管理
要求８０６を受信することができる。オブジェクト管理要求８０６は、情報オブジェクト
を管理することを望む当事者から受信することができる。ユーザインタフェース８０２は
、グラフィカルユーザインタフェース（ＧＵＩ）を含む当事者がオブジェクト管理要求８
０６を入力することを可能にするあらゆるタイプのユーザインタフェースをもたらすこと
ができる。図８に示すように、ユーザインタフェース８０２は、選択された情報オブジェ
クト表示８０８を出力し、選択した情報オブジェクト表示８０８は、オブジェクト管理要
求８０６において当事者から受信した情報オブジェクト及び期間を示している。ユーザイ
ンタフェース発生器８１８は、当業者には公知であるように、ユーザインタフェース８０
２を生成するようにあらゆる方式で構成することができる。例えば、ユーザインタフェー
ス８０２は、要求側当事者のコンピュータデバイス（例えば、図４の広告主／販売業者デ
バイス４０６）で表示することができるＨＴＭＬファイル又は他のタイプのファイルとし
て生成することができる。
【００４４】
　例えば、図９は、実施形態によるユーザインタフェース８０２の例であるＧＵＩ９００
を示している。当事者は、ある一定の期間にわたって情報オブジェクトの管理を取得する
ためにＧＵＩ９００と対話してオブジェクト管理要求８０６を入力することができる。例
えば、図９に示すように、当事者は、ポインタ９１０（例えば、コンピュータマウス）を
操作することができ、及び／又は他の機構（例えば、キーストローク、音声認識など）を
使用してオブジェクト管理要求８０６をＧＵＩ９００に入力することができる。
【００４５】
　図９の例において、ＧＵＩ９００は、情報オブジェクトのリスト９０２を表示すること
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ができ、このリストから、当事者は、管理する特定の情報オブジェクトを選択することが
できる。図９の例に示すように、リスト９０２では、３つの情報オブジェクト（例えば、
図４の情報オブジェクト１０２ａ～１０２ｃ）に対応する３つのエントリ９０６ａ～９０
６ｃが列挙されている。各エントリ９０６は、情報オブジェクトの名称９０６、期間セレ
クタ９１２、及び価格表示９１６を含む。各々の名称９０６は、メタデータ１０４内の対
応する情報オブジェクトに割り当てられた名称とすることができる。例えば、名称「ジョ
ーのレストラン」が、エントリ９０６ａの情報オブジェクトに割り当てられ、名称「キャ
ノンカメラモデルＸＪ５」が、エントリ９０６ｂの情報オブジェクトに割り当てられ、名
称「ノースイーストエアラインズ」が、エントリ９０６ｃの情報オブジェクトに割り当て
られる。実施形態では、図９に示すように、当事者は、ポインタ９１０を使用して（例え
ば、選択した情報オブジェクトを右マウスボタンでクリックすることにより）、メニュー
９０８をこのようなオブジェクトの選択した情報に対して表示することができる。メニュ
ーは「プレビュー」選択を含むことができ、「プレビュー」選択は、当事者が、必要に応
じて、選択した情報オブジェクトをプレビューすることを可能にすることができる。当事
者は、選択した情報オブジェクトを管理する要求を入力すべきか否かを判断するのを補助
するように選択された情報オブジェクトをプレビューすることを望む場合がある。
【００４６】
　各期間セレクタ９１２は、当事者が対応する情報オブジェクトを管理するために現在選
択している期間を示す。図９の例において、期間セレクタ９１２は、当事者が期間のリス
トから期間を選択することを可能にするプルダウンメニューである。追加的又は代替的に
、当事者がＧＵＩ９００内の期間セレクタ９１２又は他のユーザインタフェースを使用し
て特定の日又は複数の日を選択することを可能にすることができる。例えば、図９におい
て、期間「午後１時～午後２時」が、エントリ９０６ｃに向けて選択済みであるように示
されている。実施形態では、期間セレクタ９１２は、所定の期間を示すことができる。別
の実施形態では、期間セレクタ９１２は、当事者が、時間の所定の又は可変の長さである
ように期間を構成することを可能にすることができる。
【００４７】
　各価格表示９１６は、当事者が期間セレクタ９１２によって示された期間中に対応する
情報オブジェクトを管理することを可能にした場合、当事者からの所有者に支払うべき価
格を示している。価格表示９１６は、選択した期間に対応する価格で自動的に埋めること
ができる。例えば、価格１５０ドルが、午後１時～午後２時に「ノースイーストエアライ
ンズ」という情報オブジェクトを管理するために割り当てられた当事者から所有者に支払
うべき金額として表示される。価格１５０ドルは、当事者が、例えば、表示されたある一
定の期間にわたって情報オブジェクトを管理することを可能にすることに対する望ましい
支払い額として、所有者により予め判断されている場合がある。
【００４８】
　各エントリ９０６は、当事者が情報オブジェクトに対して示される表示期間及び価格を
受諾した場合に選択することができる対応するチェックボックス９１８を有する。例えば
、図９に示すように、当事者は、エントリ９０６ｃの近くのチェックボックスを選択して
いる。従って、当事者は、午後１時～午後２時にわたって「ノースイーストエアラインズ
」情報オブジェクトの管理が与えられるように１５０ドルを支払うことを望んでいる。提
出ボタン９２０が、図９に示されており、このボタンを当事者が選択すると、チェックボ
ックス９１８により選択済みと表示されたあらゆる情報オブジェクトに対して購入を提出
することができる。
【００４９】
　図９に示すユーザインタフェース要素の数、形式、及び構成は、例示を目的として示す
ものであり、制限的であることを意図したものではないことに注意されたい。ユーザイン
タフェース要素のあらゆる数、形式、及び構成が、当業者には公知であるように、当事者
が対応する期間に対して情報オブジェクトの管理を要求することを可能にするためにユー
ザインタフェース８０２に存在することができる。
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【００５０】
　図８に示すように、管理側当事者指定器８０４は、選択された情報オブジェクト表示８
０８を受信する。選択された情報オブジェクト表示８０８に基づいて、管理側当事者指定
器８０４は、選択された情報オブジェクト表示８０８において当事者により選択済みと表
示された情報オブジェクト１０２を要求する情報オブジェクト要求８１０をデータストア
４１０（図４）に送信することができる。管理側当事者指定器８０４は、情報オブジェク
ト応答８１２において、要求された情報オブジェクト１０２を受信する。管理側当事者指
定器８０４は、受信した情報オブジェクト１０２に要求側当事者（この時点で管理側当事
者）のための通信アドレスを含む管理側当事者識別子を割り当てる（例えば、図１の管理
側当事者識別子１１０の中に）ように構成される。例えば、通信アドレスは、管理側当事
者に対してユニフォームリソースロケータ（ＵＲＬ）、電子メールアドレス、チャットア
ドレス、又はテキストメッセージアドレスのうちの少なくとも１つを含むことができる。
このようにして、情報オブジェクトの通信チャンネルは、情報オブジェクトと対話するユ
ーザにより行われる要求を当事者に経路指定する（例えば、図５内の段階５０８に従って
）ように構成される。
【００５１】
　図８に示すように、管理側当事者指定器８０４は、構成済み情報オブジェクト８１４を
ユーザインタフェース８０２に送信することができる。構成済み情報オブジェクト８１４
は、管理側当事者に通信を経路指定するように修正された情報オブジェクト１０２を含む
。管理側当事者は、構成済み情報オブジェクト８１４をユーザインタフェース８０２から
ダウンロードすることができる。別の実施形態では、構成済み情報オブジェクト８１４は
、管理側当事者指定器８０４から管理側当事者に直接に送信することができる（例えば、
ユーザインタフェース８０２を通過することなく）。管理側当事者は、ウェブページ上に
構成済み情報オブジェクト８１４を位置決めすることを含め、ユーザに提供されるように
、受信した構成済み情報オブジェクト８１４を位置決めすることができる。更に別の実施
形態では、構成済み情報オブジェクト８１４は、ユーザに提供されるように、管理側当事
者指定器８０４からウェブページのような位置に直接に送信することができる。例えば、
管理側当事者指定器８０４は、構成済み情報オブジェクト８１４の以前のバージョン（例
えば、以前の管理側当事者に通信を経路指定するように構成されていた場合がある）を入
れ替えるために、ウェブページ上に呈示するように構成済み情報オブジェクト８１４を送
信することができる。
【００５２】
　実施形態では、図８に示すように、管理側当事者指定器８０４は、支払い要求信号８２
２を送信することができ、支払い要求信号８２２は、支払いモジュール８２０によって受
信される。支払い要求信号８２２は、管理側当事者が特定の情報オブジェクト１０２に割
り当てられたこと、及び従って情報オブジェクト１０２の所有者に管理側当事者から支払
いが行われるべきであることを示すことができる（例えば、価格表示９１６によって示さ
れた価格に従って）。支払いモジュール８２０は、必要に応じてあらゆる適切な価格計算
（例えば、税金など）を実行することができ、かつ支払い信号８２４を生成することがで
きる。支払い信号８２４は、管理側当事者が所有者に表示金額を支払う必要があることを
示す管理側当事者（例えば、広告主／販売業者デバイス４０６の１つでの）への支払い指
示とすることができる。別の実施形態では、支払いモジュール８２０は、管理側当事者の
口座から所有者の口座への支払い金額の振り込みを成立させることができ、支払い信号８
２４は、支払い金額のこのような振り込みが行われたという確認とすることができる。
【００５３】
　図１０は、別の例示的な実施形態による情報オブジェクト割り当て器４１６のブロック
図を示している。図１０の実施形態では、当事者が情報オブジェクト割り当て器４１６に
情報オブジェクトを管理する入札を提供することを可能にする。オークションは、「落」
札を選択するために、すなわち、落札を提出する当事者に情報オブジェクトの管理を割り
当てることを可能にするために入札上で行われる。図１０に示すように、情報オブジェク
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ト割り当て器４１６は、ユーザインタフェース８０２、管理側当事者指定器８０４、ユー
ザインタフェース発生器８１８、支払いモジュール８２０、及びオークションモジュール
１００４を含む。更に、ユーザインタフェース８０２は、入札インタフェース１００２を
含む。オークションモジュール１００４は、入札インタフェース１００２と管理側当事者
指定器８０４の間に結合される。図１０の情報オブジェクト割り当て器４１６は、図８に
示す情報オブジェクト割り当て器４１６と類似のものであり、相違点を図１１に示す流れ
図１１００に関して以下のように説明する。流れ図１１００は、図１０の情報オブジェク
ト割り当て器４１６によって実行することができる。
【００５４】
　流れ図１１００を参照すると、段階１１０２では、情報オブジェクトの一時的な管理に
向けて複数の入札を複数の当事者から受信する。例えば、実施形態では、入札は、入札イ
ンタフェース１００２で受信することができる。入札インタフェース１００２は、ユーザ
インタフェース発生器８１８によって生成され、図１０に示すように、複数の入札要求１
００６を受信する。入札要求１００６の各入札要求は、当事者から受信され、情報オブジ
ェクトの管理のための入札である。何十、何百、何千、及び更により大きい数の入札を含
むあらゆる数の入札が、入札要求１００６に存在することができる。
【００５５】
　実施形態では、入札インタフェース１００２は、当事者が、値を付けるべき情報オブジ
ェクトを選択することができ（例えば、対応するチェックボックス９１８を検査すること
により）、値を付けるべき期間を選択することができ（例えば、対応する期間セレクタ９
１２と対話することにより）、かつ入札金額を入力することができるように（例えば、価
格インジケータ９１６のテキストボックスに）、図９に示すＧＵＩ９００と同様に構成す
ることができる。当事者は、次に、提出ボタン９２０をクリックすることによってこのよ
うにして入力した１つ又はそれよりも多くの入札を提出することができる。代替的な実施
形態では、入札は、本明細書の教示から当業者には公知であるように、他の方法で入力す
ることができる。図１０に示すように、入札インタフェース１００８は、複数の入札１０
０８を出力する。
【００５６】
　段階１１０４では、ある一定の期間にわたって情報オブジェクトの管理を取得する当事
者を選択するために複数の入札を使用してオークションを提供する。例えば、実施形態で
は、オークションモジュール１００４は、オークションを実行することができる。図１０
に示すように、オークションモジュール１００４は、複数の入札１００８を受信する。オ
ークションモジュール１００４は、ある一定の期間にわたって情報オブジェクトの管理を
取得する当事者を選択するために複数の入札を使用してオークションを行うように構成す
ることができる。オークションモジュール１００４は、当業者には公知であるように、入
札金額及び期間を含む情報オブジェクトの入札に基づいてオークションを行うように様々
な方法で構成することができる。例えば、特定の情報オブジェクトに対して、オークショ
ンモジュール１００４は、特定の期間中に情報オブジェクトに対して複数の入札１００８
のうち最高の受信入札を選択するように構成することができる。実施形態では、オークシ
ョンモジュール１００４は、標準的又は可変（重複する又は重複しない）長さとすること
ができる複数のある一定の期間にわたって複数の入札１００８に従って生成される収益を
最適化するためにオークションを行うように構成することができる。
【００５７】
　図１０に示すように、オークションモジュール１００４は、複数の入札１００８に基づ
いて特定の情報オブジェクトに対して選択された管理側当事者を示す選択された情報オブ
ジェクト表示８０８を生成する。管理側当事者指定器８０４は、選択された情報オブジェ
クト表示８０８を受信し、かつ図８に関して上述したように更に作動させることができる
。
【００５８】
　段階１１０６では、複数の入札に関連付けられた金額に従って選択された当事者によっ
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て所有者に与えられるべき支払いが判断される。例えば、図８に関して上述したように、
支払いモジュール８２０は、支払いを判断し、及び／又は指定することができる。
【００５９】
　ＩＶ．例示的なコンピュータ実施例
　オブジェクトサービスシステム４０８、オブジェクト構築モジュール４１４、情報オブ
ジェクト割り当て器４１６、属性構成モジュール６０２、通信チャンネル構成モジュール
６０４、管理側当事者指定器８０４、ユーザインタフェース発生器８１８、支払いモジュ
ール８２０、入札インタフェースモジュール１００２、及びオークションモジュール１０
０４は、ハードウエア、ソフトウエア、ファームウエア、又はそのあらゆる組合せに実施
することができる。例えば、オブジェクトサービスシステム４０８、オブジェクト構築モ
ジュール４１４、情報オブジェクト割り当て器４１６、属性構成モジュール６０２、通信
チャンネル構成モジュール６０４、管理側当事者指定器８０４、ユーザインタフェース発
生器８１８、支払いモジュール８２０、入札インタフェースモジュール１００２、及び／
又はオークションモジュール１００４は、１つ又はそれよりも多くのプロセッサ内で実行
されるように構成されたコンピュータプログラムコードとして実施することができる。代
替的に、オブジェクトサービスシステム４０８、オブジェクト構築モジュール４１４、情
報オブジェクト割り当て器４１６、属性構成モジュール６０２、通信チャンネル構成モジ
ュール６０４、管理側当事者指定器８０４、ユーザインタフェース発生器８１８、支払い
モジュール８２０、入札インタフェースモジュール１００２、及び／又はオークションモ
ジュール１００４は、ハードウエア論理／電気回路として実施することができる。
【００６０】
　システム、方法／処理、及び／又は装置を含む本明細書に説明する実施形態は、図１２
に示すコンピュータ１２００のような公知のサーバ／コンピュータを使用して実施するこ
とができる。例えば、コンピュータ３０２、ユーザデバイス４０２ａ～４０２ｍ、広告主
／販売業者デバイス４０６ａ～４０６ｏ、コンテンツサーバ４１２ａ～４１２ｎ、所有者
デバイス４１８ａ～４１８ｐ、及び／又はオブジェクトサービスシステム４０８の実施形
態は、１つ又はそれよりも多くのコンピュータ１２００を使用して実施することができる
。
【００６１】
　コンピュータ１２００は、ＩＢＭ、アップル、Ｓｕｎ、ＨＰ、Ｄｅｌｌ、Ｃｒａｙなど
から販売されるコンピュータのような本明細書に説明する機能を実行することができるあ
らゆる市販かつ公知のコンピュータとすることができる。コンピュータ１２００は、デス
クトップコンピュータ、サーバなどを含むあらゆるタイプのコンピュータとすることがで
きる。
【００６２】
　コンピュータ１２００は、プロセッサ１２０４のような１つ又はそれよりも多くのプロ
セッサ（中心演算処理装置又はＣＰＵとも呼ばれる）を含む。プロセッサ１２０４は、通
信バスのような通信インフラストラクチャー１２０２に接続される。一部の実施形態では
、プロセッサ１２０４は、同時に複数の計算スレッドを演算することができる。
【００６３】
　コンピュータ１２００はまた、ランダムアクセスメモリ（ＲＡＭ）のような１次又は主
メモリ１２０６を含む。主メモリ１２０６には、制御論理１２２８Ａ（コンピュータソフ
トウエア）及びデータが格納される。
【００６４】
　コンピュータ１２００はまた、１つ又はそれよりも多くの２次ストレージデバイス１２
１０を含む。２次ストレージデバイス１２１０は、例えば、ハードディスクドライブ１２
１２及び／又は着脱式ストレージデバイス又はドライブ１２１４、並びにメモリカード及
びメモリスティックのような他のタイプのストレージデバイスを含む。例えば、コンピュ
ータ１２００は、メモリスティックのようなデバイスとインタフェースで接続するユニバ
ーサルシリアルバス（ＵＳＢ）インタフェースのような業界標準インタフェースを含むこ
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とができる。着脱式のストレージドライブ１２１４は、フロッピー（登録商標）ディスク
ドライブ、磁気テープドライブ、コンパクトディスクドライブ、光ストレージドライブ、
テープバックアップなどを表している。
【００６５】
　着脱式ストレージドライブ１２１４は、着脱式ストレージユニット１２１６と対話する
。着脱式ストレージユニット１２１６は、コンピュータソフトウエア１２２８Ｂ（制御論
理）及び／又はデータがその中に格納されたコンピュータ使用可能又はコンピュータ可読
ストレージ媒体１２２４を含む。着脱式ストレージユニット１２１６は、フロッピー（登
録商標）ディスク、磁気テープ、コンパクトディスク、ＤＶＤ、光ストレージディスク、
又はあらゆる他のコンピュータデータストレージデバイスを表している。着脱式ストレー
ジドライブ１２１４は、公知の方法で着脱式ストレージユニット１２１６から読み取り、
及び／又は着脱式ストレージユニット１２１６に書き込む。
【００６６】
　コンピュータ１２００はまた、モニタ、キーボード、ポインティングデバイスのような
入力／出力／表示デバイス１２２２も含む。
【００６７】
　コンピュータ１２００は、通信又はネットワークインタフェース１２１８を更に含む。
通信インタフェース１２１８は、コンピュータ１２００が遠隔デバイスと通信することを
可能にする。例えば、通信インタフェース１２１８は、コンピュータ１２００がＬＡＮ、
ＷＡＮ、「インターネット」などのような通信ネットワーク又は媒体１２４２（コンピュ
ータ使用可能又はコンピュータ可読媒体の形式を表す）と通信することを可能にする。ネ
ットワークインタフェース１２１８は、有線又は無線接続を通じてリモートサイト又はネ
ットワークとインタフェースで接続することができる。
【００６８】
　制御論理１２２８Ｃは、通信媒体１２４２を通じてコンピュータ１２００へ及びそこか
ら伝送することができる。
【００６９】
　制御論理（ソフトウエア）が格納されたコンピュータ使用可能又はコンピュータ可読媒
体を含むあらゆる装置又は製品は、コンピュータプログラム製品又はプログラムストレー
ジデバイスと本明細書で呼ぶ。これには、コンピュータ１２００、主メモリ１２０６、２
次ストレージデバイス１２１０、及び着脱式ストレージユニット１２１６が含まれるが、
これらに限定されない。１つ又はそれよりも多くのデータ処理デバイスによって実行され
た時にそのようなデータ処理デバイスを本明細書に説明するように作動させる制御論理が
格納されたこのようなコンピュータプログラム製品は、本発明の実施形態を代表している
。
【００７０】
　実施形態を実施することができるデバイスは、ストレージドライブ、メモリデバイス、
及び更に別のタイプのコンピュータ可読媒体のようなストレージを含むことができる。こ
のようなコンピュータ可読格納媒体の例には、ハードディスク、着脱式磁気ディスク、着
脱式光ディスク、フラッシュメモリカード、デジタルビデオディスク、ランダムアクセス
メモリ（ＲＡＭ）、読取専用メモリ（ＲＯＭ）などがある。本明細書で使用する時に、用
語「コンピュータプログラム媒体」及び「コンピュータ可読媒体」は、通常、ハードディ
スクドライブ、着脱式磁気ディスク、着脱式光ディスク（例えば、ＣＤＲＯＭ、ＤＶＤな
ど）、ｚｉｐディスク、テープ、磁気憶デバイス、ＭＥＭＳ（マイクロエレクトロメカニ
カルシステム）ストレージ、微小工学ベースのストレージデバイス、並びにフラッシュメ
モリカード、デジタルビデオディスク、ＲＡＭデバイス、及びＲＯＭデバイスなどのよう
な他の媒体に関連付けられたハードディスクを指すために使用される。このようなコンピ
ュータ可読ストレージ媒体は、オブジェクトサービスシステム４０８、オブジェクト構築
モジュール４１４、情報オブジェクト割り当て器４１６、属性構成モジュール６０２、通
信チャンネル構成モジュール６０４、管理側当事者指定器８０４、ユーザインタフェース
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発生器８１８、支払いモジュール８２０、入札インタフェースモジュール１００２、オー
クションモジュール１００４、流れ図５００、及び／又は流れ図１１００（流れ図５００
及び１１００のいずれか１つ又はそれよりも多くの段階を含む）、及び／又は本明細書に
説明する本発明の更に別の実施形態のためのコンピュータプログラム論理を含むプログラ
ムモジュールを格納することができる。本発明の実施形態は、あらゆるコンピュータ使用
可能媒体上に格納されたこのような論理（例えば、プログラムコード又はソフトウエアの
形態の）を含むコンピュータプログラム製品に関連している。このようなプログラムコー
ドは、１つ又はそれよりも多くのプロセッサ内で実行された時にデバイスを本明細書に説
明するように作動させる。
【００７１】
　本発明は、本明細書に説明するもの以外のソフトウエア、ハードウエア、及び／又はオ
ペレーティングシステム実施と協働することができる。本明細書に説明する機能を実行す
るのに適するあらゆるソフトウエア、ハードウエア、及びオペレーティングシステム実施
を使用することができる。
【００７２】
　Ｖ．結論
　本発明の様々な実施形態を上述したが、一例としてのみ示したものであり、限定しない
ことを理解すべきである。特許請求の範囲で定めるように本発明の精神及び範囲から逸脱
することなく上述の実施形態に形態及び詳細の様々な変更を行うことができることが当業
者には明らかであろう。従って、本発明の広さ及び範囲は、上述の例示的な実施形態のい
ずれによっても制限されず、特許請求の範囲及び均等物に従ってのみ定められるべきであ
る。
【符号の説明】
【００７３】
５００　情報オブジェクトを管理する流れ図
５０４　通信チャンネルを情報オブジェクトに関連付ける段階
５０６　当事者が情報オブジェクトの管理を取得することを可能にする段階
５０８　要求を経路指定するように通信チャンネルを構成する段階
５１０　ユーザが情報オブジェクトと対話することを可能にする段階
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【手続補正書】
【提出日】平成26年4月28日(2014.4.28)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　データストアに格納されかつ関連の所有者を有し、現実世界のエンティティを表す情報
オブジェクトを定義する段階と、
　通信を前記情報オブジェクトに割り当てられた管理者に経路指定するように構成可能で
ある通信チャンネルを前記情報オブジェクトに関連付ける段階と、
　当事者がある一定の期間にわたって前記情報オブジェクトの管理を取得することを可能
にする段階と、
　前記期間中に前記情報オブジェクトと対話することによって行われる要求を前記当事者
に経路指定するように前記通信チャンネルを構成する段階と、
　複数のユーザが前記通信チャンネル上で前記当事者への要求を入力するために前記期間
中に前記情報オブジェクトと対話することを可能にする段階と、
　を含むことを特徴とする方法。
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