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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　ワイヤレス通信機器（ＷＣＤ）が文脈的関連コンテンツを取得する方法であって、
　前記ワイヤレス通信機器から宛先機器に宛先機器認識情報を送信することと、
　前記宛先機器から前記ワイヤレス通信機器へ宛先機器受入識別情報を送信することと、
　前記ワイヤレス通信機器が前記宛先機器との呼を確立するために、前記宛先機器受入識
別情報に基づいて第１の通信経路を通して前記ワイヤレス通信機器と前記宛先機器との間
の接続の開始を検出すること、
　前記ワイヤレス通信機器が前記検出された前記接続の開始および前記宛先機器に基づい
て、宛先機器識別アイテムを取得すること、
　前記ワイヤレス通信機器が前記宛先機器との前記呼を確立しながら前記第１の通信経路
とは異なる第２の通信経路を通して前記宛先機器識別アイテムをコンテキストコンテンツ
サーバに送信すること、ここにおいて、前記コンテキストコンテンツサーバが、受信され
た前記宛先機器識別アイテムを処理することによって１つ以上の文脈的関連コンテンツア
イテムを決定する、
　前記ワイヤレス通信機器が前記コンテキストコンテンツサーバから、１つ以上の前記文
脈的関連コンテンツアイテムのうちの少なくとも１つを受信すること、
　ここにおいて、前記コンテキストコンテンツサーバが、前記宛先機器識別アイテムから
構文解析されたテキストコンテンツと、前記宛先機器識別アイテムに関連する企業又は企
業カテゴリーと、広告サーバから取得された情報と、勧告サーバから取得された情報と、
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前記ワイヤレス通信機器に関連するモバイル事業者から取得された情報とのうちの少なく
とも１つに関して１つ以上の前記文脈的関連コンテンツアイテムの関連性を決定する、
　を含む、方法。
【請求項２】
　１つ以上の前記文脈的関連コンテンツアイテムが、前記ＷＣＤロケーション値から予め
定義された距離内の、前記宛先機器識別アイテムの前記企業カテゴリーに関連する１つ以
上の地点と、前記１つ以上の当該地点のうちの少なくとも１つについての地図情報と、他
の企業のための１つ以上の勧告と、クーポンとのうちの少なくとも１つを含む、請求項１
に記載の方法。
【請求項３】
　１つ以上の前記文脈的関連コンテンツアイテムが、気象情報と、ローカルニュースフィ
ードと、企業名と、企業アドレスと、企業カテゴリーと、予め定義された距離内の、前記
企業カテゴリーに関連する１つ以上の地点と、前記企業カテゴリーに関連する前記１つ以
上の当該地点のうちの少なくとも１つについての地図情報と、前記企業カテゴリーに関係
する１つ以上の企業と、前記企業カテゴリーに関係する前記１つ以上の企業のための勧告
と、前記企業カテゴリーに関係する前記１つ以上の企業のうちの少なくとも１つまでの道
順のうちの少なくとも１つを含む、請求項１に記載の方法。
【請求項４】
　前記企業又は企業カテゴリー宛先機器識別アイテムに関して決定された１つ以上の前記
文脈的関連コンテンツアイテムが、前記企業又は企業宛先機器識別アイテムから英数字表
現を抽出することと、企業カテゴリー又は少なくとも１つの関係する企業を決定するため
に前記抽出された英数字表現を使用することとによって決定された１つ以上の文脈的関連
コンテンツアイテムを含む、請求項１に記載の方法。
【請求項５】
　前記広告サーバに関して決定された１つ以上の前記文脈的関連コンテンツアイテムが、
前記宛先機器識別アイテムに関連する企業に基づく、請求項１に記載の方法。
【請求項６】
　前記ワイヤレス通信機器に関連する前記モバイル事業者に関して決定された１つ以上の
前記文脈的関連コンテンツアイテムが、前記モバイル事業者に関連する１つ以上の広告と
、前記モバイル事業者に関連する１つ以上のコンテンツプロバイダからの１つ以上の広告
と、前記宛先機器識別アイテムの企業カテゴリーに関連する１つ以上の広告と、前記ワイ
ヤレス通信機器に関連するユーザのユーザプロファイルに関連する１つ以上の広告とのう
ちの少なくとも１つを含む、請求項１に記載の方法。
【請求項７】
　前記コンテキストコンテンツサーバが、前記モバイル事業者と、前記広告サーバと、前
記勧告サーバとのうちの少なくとも１つに関連する、請求項１に記載の方法。
【請求項８】
　前記宛先機器識別アイテムを前記取得することが、
　モバイル事業者が提供した複数の値から、ユーザが入力した値を受信することと、
　着信する前記呼から前記宛先機器識別アイテムを受信することと
のうちの少なくとも１つを更に含む、請求項１に記載の方法。
【請求項９】
　前記受信することが、
前記ワイヤレス通信機器に関連する１つ以上の動作間隔中に１つ以上の前記文脈的関連コ
ンテンツアイテムのうちの少なくとも１つを受信することであって、１つ以上の前記動作
間隔が、前記宛先機器識別アイテムとの通信接続を開始するより前の間隔と、前記宛先機
器識別アイテムへの通信接続が完了するより前の間隔と、前記通信接続が確立された後の
通信中の間隔と、前記通信接続が終了した後の間隔とのうちの少なくとも１つを含む、受
信することを更に含む、請求項１に記載の方法。
【請求項１０】
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　前記宛先機器識別アイテムとの通信接続を開始するより前の前記間隔中に前記受信する
ことが、
　１つ以上の非文脈的関連コンテンツアイテムを表示するアプリケーションに関連するユ
ーザ入力に応答して１つ以上の前記文脈的関連コンテンツアイテムを表示することを更に
含む、請求項９に記載の方法。
【請求項１１】
　前記宛先機器識別アイテムを送信することが、
　ショートメッセージサービス（ＳＭＳ）プロトコルと、
　拡張メッセージングサービス（ＥＭＳ）プロトコルと、
　マルチメディアメッセージサービス（ＭＭＳ）プロトコルと、
　インターネットプロトコル（ＩＰ）ソケットプロトコルと、
　符号分割多重アクセス（ＣＤＭＡ）ベースのプロトコルと、
　グローバル・システム・フォー・モバイル・コミュニケーションズ（ＧＳＭ）ベースの
プロトコルと
のうちの少なくとも１つを使用して前記宛先機器識別アイテムを送信することを更に含む
、請求項１に記載の方法。
【請求項１２】
　前記宛先機器識別アイテムを送信することが、
　ショートメッセージサービス（ＳＭＳ）通信データパケットと、
　宛先機器電話番号と
のうちの少なくとも１つとして前記宛先機器識別アイテムを送信することを更に含む、請
求項１に記載の方法。
【請求項１３】
　ワイヤレス通信機器（ＷＣＤ）によって文脈的関連コンテンツを取得するように構成さ
れた少なくとも１つのプロセッサであって、
　前記ワイヤレス通信機器から宛先機器に宛先機器認識情報を送信する第1の送信モジュ
ールと、
　前記宛先機器から前記ワイヤレス通信機器へ宛先機器受入識別情報を送信する第2の送
信モジュールと、
前記少なくとも１つのプロセッサは、
　宛先機器との呼を確立するために、前記宛先機器受入識別情報に基づいて第１の通信経
路を通してワイヤレス通信機器（ＷＣＤ）と前記宛先機器との間の接続の開始を検出する
ための第１のモジュールと、
　前記検出された前記接続の開始および前記宛先機器に基づいて、前記ワイヤレス通信機
器によって、宛先機器識別アイテムを取得するための第２のモジュールと、
　前記宛先機器との前記呼を確立しながら、前記第１の通信経路とは異なる第２の通信経
路を通して前記宛先機器識別アイテムをコンテキストコンテンツサーバに送信するための
第３のモジュールと、ここにおいて、前記コンテキストコンテンツサーバが、受信された
前記宛先機器識別アイテムを処理することによって１つ以上の文脈的関連コンテンツアイ
テムを決定する、
　前記ワイヤレス通信機器によって、前記コンテキストコンテンツサーバから、１つ以上
の前記文脈的関連コンテンツアイテムのうちの少なくとも１つを受信するための第４のモ
ジュールと、
　ここにおいて、前記コンテキストコンテンツサーバが、前記宛先機器識別アイテムから
構文解析されたテキストコンテンツと、前記宛先機器識別アイテムに関連する企業又は企
業カテゴリーと、広告サーバから取得された情報と、勧告サーバから取得された情報と、
前記ワイヤレス通信機器に関連するモバイル事業者から取得された情報とのうちの少なく
とも１つに関して１つ以上の前記文脈的関連コンテンツアイテムの関連性を決定する、
　を備える、プロセッサ。
【請求項１４】
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　ワイヤレス通信機器から宛先機器に宛先機器認識情報をコンピュータに送信させるコー
ドのセットと、
　前記宛先機器から前記ワイヤレス通信機器へ宛先機器受入識別情報をコンピュータに送
信させるコードのセットと、
　コンピュータに、前記宛先機器との呼を確立するために、前記宛先機器受入識別情報に
基づいて第１の通信経路を通してワイヤレス通信機器（ＷＣＤ）と前記宛先機器との間の
接続の開始を検出させるためのコードの第１のセットと、
　前記コンピュータに、検出された前記接続の開始および前記宛先機器に基づいて、前記
ワイヤレス通信機器によって、宛先機器識別アイテムを取得させるためのコードの第２の
セットと、
　前記コンピュータに、前記宛先機器との前記呼を確立しながら、前記第１の通信経路と
は異なる第２の通信経路を通して前記宛先機器識別アイテムをコンテキストコンテンツサ
ーバに送信させるためのコードの第３のセットと、ここにおいて、前記コンテキストコン
テンツサーバが、受信された前記宛先機器識別アイテムを処理することによって１つ以上
の文脈的関連コンテンツアイテムを決定する、
　前記コンピュータに、前記ワイヤレス通信機器によって、前記コンテキストコンテンツ
サーバから、１つ以上の前記文脈的関連コンテンツアイテムのうちの少なくとも１つを受
信させるためのコードの第４のセットと、
　ここにおいて、前記コンテキストコンテンツサーバが、前記宛先機器識別アイテムから
構文解析されたテキストコンテンツと、前記宛先機器識別アイテムに関連する企業又は企
業カテゴリーと、広告サーバから取得された情報と、勧告サーバから取得された情報と、
前記ワイヤレス通信機器に関連するモバイル事業者から取得された情報とのうちの少なく
とも１つに関して１つ以上の前記文脈的関連コンテンツアイテムの関連性を決定する、
　を記憶する、コンピュータ可読記憶媒体。
【請求項１５】
　ワイヤレス通信機器から宛先機器に宛先機器認識情報を送信するための手段と、
　前記宛先機器から前記ワイヤレス通信機器へ宛先機器受入識別情報を送信するための手
段と、
　宛先機器との呼を確立するために、前記宛先機器受入識別情報に基づいて第１の通信経
路を通してワイヤレス通信機器（ＷＣＤ）と前記宛先機器との間の接続の開始を検出する
ための手段と、
　検出された前記接続の開始および前記宛先機器に基づいて、前記ワイヤレス通信機器に
よって、宛先機器識別アイテムを取得するための手段と、
　前記宛先機器との前記呼を確立しながら、前記第１の通信経路とは異なる第２の通信経
路を通して前記宛先機器識別アイテムをコンテキストコンテンツサーバに送信するための
手段と、ここにおいて、前記コンテキストコンテンツサーバが、受信された前記宛先機器
識別アイテムを処理することによって１つ以上の文脈的関連コンテンツアイテムを決定す
る、
　前記ワイヤレス通信機器によって、前記コンテキストコンテンツサーバから、１つ以上
の前記文脈的関連コンテンツアイテムのうちの少なくとも１つを受信するための手段と、
　ここにおいて、前記コンテキストコンテンツサーバが、前記宛先機器識別アイテムから
構文解析されたテキストコンテンツと、前記宛先機器識別アイテムに関連する企業又は企
業カテゴリーと、広告サーバから取得された情報と、勧告サーバから取得された情報と、
前記ワイヤレス通信機器に関連するモバイル事業者から取得された情報とのうちの少なく
とも１つに関して１つ以上の前記文脈的関連コンテンツアイテムの関連性を決定する、
　を備える、装置。
【請求項１６】
　ワイヤレス通信機器から宛先機器に宛先機器認識情報を送信することと、
　前記宛先機器から前記ワイヤレス通信機器へ宛先機器受入識別情報を送信することと、
　宛先機器との呼を確立するために、前記宛先機器受入識別情報に基づいて第１の通信経
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路を通してワイヤレス通信機器（ＷＣＤ）と前記宛先機器との間の接続の開始を検出する
こと、
　前記検出された前記接続の開始および前記宛先機器に基づいて、前記ワイヤレス通信機
器によって、宛先機器識別アイテムを取得すること、
　前記宛先機器との前記呼を確立しながら、前記第１の通信経路とは異なる第２の通信経
路を通して前記宛先機器識別アイテムをコンテキストコンテンツサーバに送信すること、
ここにおいて、前記コンテキストコンテンツサーバが、受信された前記宛先機器識別アイ
テムを処理することによって１つ以上の文脈的関連コンテンツアイテムを決定する、
　前記ワイヤレス通信機器によって、前記コンテキストコンテンツサーバから、１つ以上
の前記文脈的関連コンテンツアイテムのうちの少なくとも１つを受信すること、
　ここにおいて、前記コンテキストコンテンツサーバが、前記宛先機器識別アイテムから
構文解析されたテキストコンテンツと、前記宛先機器識別アイテムに関連する企業又は企
業カテゴリーと、広告サーバから取得された情報と、勧告サーバから取得された情報と、
前記ワイヤレス通信機器に関連するモバイル事業者から取得された情報とのうちの少なく
とも１つに関して１つ以上の前記文脈的関連コンテンツアイテムの関連性を決定する、
　を行うように動作可能な通信モジュールを備える、ワイヤレス通信機器。
【請求項１７】
　前記ＷＣＤロケーション値に関して決定された１つ以上の前記文脈的関連コンテンツア
イテムが、気象情報と、ローカルニュースフィードと、ローカルイベントと、ローカル時
間と、現地国固有の為替レートと、現地国固有の株価指数トリガと、前記ワイヤレス通信
機器のユーザに関連する１つ以上のソーシャルネットワーキングサイトフィードと、前記
ＷＣＤロケーション値から予め定義された距離内の、前記宛先機器識別アイテムの前記企
業カテゴリーに関連する１つ以上の地点と、前記１つ以上の当該地点のうちの少なくとも
１つについての地図情報と、他の企業のための１つ以上の勧告と、クーポンとのうちの少
なくとも１つを含む、請求項１６に記載のワイヤレス通信機器。
【請求項１８】
　前記宛先機器識別アイテムに関連するロケーションに関して決定された１つ以上の前記
文脈的関連コンテンツアイテムが、気象情報と、ローカルニュースフィードと、企業名と
、企業アドレスと、企業カテゴリーと、予め定義された距離内の、前記企業カテゴリーに
関連する１つ以上の地点と、前記企業カテゴリーに関連する前記１つ以上の当該地点のう
ちの少なくとも１つについての地図情報と、前記企業カテゴリーに関係する１つ以上の企
業と、前記企業カテゴリーに関係する前記１つ以上の企業のための勧告と、前記企業カテ
ゴリーに関係する前記１つ以上の企業のうちの少なくとも１つまでの道順と、前記ＷＣＤ
ロケーション値から前記宛先機器識別アイテムに関連する前記ロケーションまでの道順と
のうちの少なくとも１つを含む、請求項１６に記載のワイヤレス通信機器。
【請求項１９】
　前記企業又は企業カテゴリー宛先機器識別アイテムに関して決定された１つ以上の前記
文脈的関連コンテンツアイテムが、前記企業又は企業宛先機器識別アイテムから英数字表
現を抽出することと、企業カテゴリー又は少なくとも１つの関係する企業を決定するため
に前記抽出された英数字表現を使用することとによって決定された１つ以上の文脈的関連
コンテンツアイテムを含む、請求項１６に記載のワイヤレス通信機器。
【請求項２０】
　前記広告サーバに関して決定された１つ以上の前記文脈的関連コンテンツアイテムが、
前記宛先機器識別アイテムに関連する企業と、前記宛先機器識別アイテムに関連するロケ
ーションと、前記ＷＣＤロケーション値と前記宛先機器識別アイテムに関連する前記ロケ
ーションとの間のロケーション関係とのうちの少なくとも１つに基づく、請求項１６に記
載のワイヤレス通信機器。
【請求項２１】
　前記ワイヤレス通信機器に関連する前記モバイル事業者に関して決定された１つ以上の
前記文脈的関連コンテンツアイテムが、前記モバイル事業者に関連する１つ以上の広告と
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、前記モバイル事業者に関連する１つ以上のコンテンツプロバイダからの１つ以上の広告
と、前記宛先機器識別アイテムの企業カテゴリーに関連する１つ以上の広告と、前記ワイ
ヤレス通信機器に関連するユーザのユーザプロファイルに関連する１つ以上の広告とのう
ちの少なくとも１つを含む、請求項１６に記載のワイヤレス通信機器。
【請求項２２】
　前記コンテキストコンテンツサーバが、前記モバイル事業者と、前記広告サーバと、前
記勧告サーバとのうちの少なくとも１つに関連する、請求項１６に記載のワイヤレス通信
機器。
【請求項２３】
　前記通信モジュールが、
　前記ワイヤレス通信機器に関連するユーザインターフェースから、ユーザが入力した電
話番号を受信することと、
　前記ワイヤレス通信機器に関連するアドレス帳から、ユーザが入力した電話番号を受信
することと、
　モバイル事業者が提供した複数の値から、ユーザが入力した値を受信することと、
　着信する前記呼から前記宛先機器識別アイテムを受信することと
を行うように更に動作可能である、請求項１６に記載のワイヤレス通信機器。
【請求項２４】
　前記通信モジュールが、
　前記ワイヤレス通信機器に関連するロケーションセンサから前記ＷＣＤロケーション値
を受信することと、
　ユーザ入力から前記ＷＣＤロケーション情報を受信することと、
　前記ワイヤレス通信機器に関連する電話番号の市外局番から前記ＷＣＤロケーション情
報を受信することと、
　ロケーションサーバから前記ＷＣＤロケーション情報を受信することと
を行うように更に動作可能である、請求項１７に記載のワイヤレス通信機器。
【請求項２５】
　前記通信モジュールが、
　前記ワイヤレス通信機器に関連する１つ以上の動作間隔中に少なくとも１つ、または１
つ以上の前記文脈的関連コンテンツアイテムを受信するように更に動作可能であり、前記
１つ以上の動作間隔が、前記宛先機器識別アイテムとの通信接続を開始するより前の間隔
と、前記宛先機器識別アイテムへの通信接続が完了するより前の間隔と、前記通信接続が
確立された後の通信中の間隔と、前記通信接続が終了した後の間隔とのうちの少なくとも
１つを含む、請求項１６に記載のワイヤレス通信機器。
【請求項２６】
　１つ以上の非文脈的関連コンテンツアイテムを表示するためのアプリケーションモジュ
ールを更に備え、
　前記通信モジュールが、
　１つ以上の前記非文脈的関連コンテンツアイテムを表示する前記アプリケーションモジ
ュールに関連するユーザ入力に応答して１つ以上の前記文脈的関連コンテンツアイテムを
表示するように更に動作可能である、請求項２５に記載のワイヤレス通信機器。
【請求項２７】
　前記通信モジュールが、
　ショートメッセージサービス（ＳＭＳ）プロトコルと、
　拡張メッセージングサービス（ＥＭＳ）プロトコルと、
　マルチメディアメッセージサービス（ＭＭＳ）プロトコルと、
　インターネットプロトコル（ＩＰ）ソケットプロトコルと、
　符号分割多重アクセス（ＣＤＭＡ）ベースのプロトコルと、
　グローバル・システム・フォー・モバイル・コミュニケーションズ（ＧＳＭ）ベースの
プロトコルと
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のうちの少なくとも１つを使用して前記宛先機器識別アイテムを送信するように更に動作
可能である、請求項１６に記載のワイヤレス通信機器。
【請求項２８】
　前記通信モジュールが、
　ショートメッセージサービス（ＳＭＳ）通信データパケットと、
　宛先機器電話番号と
のうちの少なくとも１つとして前記宛先機器識別アイテムを送信するように更に動作可能
である、請求項１６に記載のワイヤレス通信機器。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
米国特許法第１１９条に基づく優先権の主張
　本特許出願は、本出願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
、２００８年１２月１１日に出願された仮出願第６１／１２１，８６１号の優先権を主張
する。
【０００２】
　開示する態様は、ネットワークを介したコンテンツプロバイダとワイヤレス通信機器と
の間のコンテキスト通信に関する。
【背景技術】
【０００３】
　技術の進歩により、パーソナルコンピューティング機器は、より小型でより強力になっ
た。例えば、現在、それぞれ小型、軽量であり、ユーザが容易に携帯することができるポ
ータブルワイヤレス電話、携帯情報端末（ＰＤＡ）及びページング機器などのワイヤレス
コンピューティング機器を含む、様々なポータブルパーソナルコンピューティング機器が
存在する。より具体的には、ポータブルワイヤレス電話は、例えば、ワイヤレスネットワ
ークを介してボイス及びデータパケットを通信するセルラー電話を更に含む。更に、多く
のそのようなセルラー電話は、計算能力の比較的大きい向上を伴いながら製造されており
、従って、小型パーソナルコンピュータ及びハンドヘルドＰＤＡと同等になりつつある。
しかしながら、現在の小型パーソナルコンピュータとは異なり、これらの機器のコンテン
ツプロバイダは、当該のコンテンツを提供する際に制約を受ける。例えば、画面サイズ、
利用可能なメモリ及びファイルシステム空間の量、入出力機能及び処理機能の量はそれぞ
れ、コンテンツプロバイダによって当該のコンテンツを提供される際に機器を制限するこ
とがある。
【０００４】
　現在、ユーザは、例えばダイヤルされた電話番号を通して、企業体及び／又は事業体の
コンテンツを提供されることについて限定されたオプションを有する。従って、ワイヤレ
ス通信機器（ＷＣＤ）に文脈的関連コンテンツ（contextually relevant content）を提
供するための改善された装置及び方法が望まれる。
【発明の概要】
【０００５】
　以下で、１つ以上の態様の基本的理解を与えるために、そのような態様の簡略化された
概要を提示する。この概要は、全ての企図された態様の包括的な概観ではなく、全ての態
様の主要又は重要な要素を識別するものでも、いずれか又は全ての態様の範囲を定めるも
のでもない。その唯一の目的は、後で提示するより詳細な説明の導入として、１つ以上の
態様の幾つかの概念を簡略化された形で提示することである。
【０００６】
　１つ以上の態様及びその対応する開示に従って、ワイヤレス通信機器によって文脈的関
連コンテンツを取得することに関して、様々な態様について説明する。一態様によれば、
ワイヤレス通信機器によって文脈的関連コンテンツを取得するための方法を提供する。本
方法は、ワイヤレス通信機器（ＷＣＤ）によって宛先機器識別アイテムを取得することを
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備えることができる。更に、本方法は、宛先機器識別アイテムをコンテキストコンテンツ
サーバに送信することであって、コンテキストコンテンツサーバが、受信された宛先機器
識別アイテムを処理することによって１つ以上の文脈的関連コンテンツアイテムを決定す
る、送信することを備えることができる。その上、本方法は、コンテキストコンテンツサ
ーバから、１つ以上の文脈的関連コンテンツアイテムのうちの少なくとも１つを受信する
ことを備えることができる。
【０００７】
　更に別の態様は、ワイヤレス通信機器によって文脈的関連コンテンツを取得するように
構成された少なくとも１つのプロセッサに関する。少なくとも１つのプロセッサは、ワイ
ヤレス通信機器（ＷＣＤ）によって宛先機器識別アイテムを取得するための第１のモジュ
ールを含むことができる。更に、少なくとも１つのプロセッサは、宛先機器識別アイテム
をコンテキストコンテンツサーバに送信するための第２のモジュールであって、コンテキ
ストコンテンツサーバが、受信された宛先機器識別アイテムを処理することによって１つ
以上の文脈的関連コンテンツアイテムを決定する、第２のモジュールを含むことができる
。その上、少なくとも１つのプロセッサは、コンテキストコンテンツサーバから、１つ以
上の文脈的関連コンテンツアイテムのうちの少なくとも１つを受信するための第３のモジ
ュールを含むことができる。
【０００８】
　更に別の態様は、コンピュータ可読媒体を備えるコンピュータプログラム製品に関する
。コンピュータ可読媒体は、コンピュータに、ワイヤレス通信機器（ＷＣＤ）によって、
宛先機器識別アイテムを取得させるためのコードの第１のセットを含むことができる。更
に、コンピュータ可読媒体は、コンピュータに、宛先機器識別アイテムをコンテキストコ
ンテンツサーバに送信させるためのコードの第２のセットであって、コンテキストコンテ
ンツサーバが、受信された宛先機器識別アイテムを処理することによって１つ以上の文脈
的関連コンテンツアイテムを決定する、コードの第２のセットを含むことができる。その
上、コンピュータ可読媒体は、コンピュータに、コンテキストコンテンツサーバから、１
つ以上の文脈的関連コンテンツアイテムのうちの少なくとも１つを受信させるためのコー
ドの第３のセットを含むことができる。
【０００９】
　更に別の態様は装置に関する。本装置は、ワイヤレス通信機器（ＷＣＤ）によって、宛
先機器識別アイテムを取得するための手段を含むことができる。更に、本装置は、宛先機
器識別アイテムをコンテキストコンテンツサーバに送信するための手段であって、コンテ
キストコンテンツサーバが、受信された宛先機器識別アイテムを処理することによって１
つ以上の文脈的関連コンテンツアイテムを決定する、送信するための手段を備えることが
できる。その上、本装置は、コンテキストコンテンツサーバから、１つ以上の文脈的関連
コンテンツアイテムのうちの少なくとも１つを受信するための手段を備えることができる
。
【００１０】
　別の態様は、ワイヤレス通信機器（ＷＣＤ）に関する。ＷＣＤは、ワイヤレス通信機器
（ＷＣＤ）によって、宛先機器識別アイテムを取得することと、宛先機器識別アイテムを
コンテキストコンテンツサーバに送信することであって、コンテキストコンテンツサーバ
が、受信された宛先機器識別アイテムを処理することによって１つ以上の文脈的関連コン
テンツアイテムを決定する、送信することと、コンテキストコンテンツサーバから、１つ
以上の文脈的関連コンテンツアイテムのうちの少なくとも１つを受信することとを行うよ
うに動作可能な通信モジュールを含むことができる。
【００１１】
　更に、１つ以上の態様及びその対応する開示に従って、ワイヤレス通信機器（ＷＣＤ）
に文脈的関連コンテンツを提供することに関して、様々な態様について説明する。一態様
によれば、ＷＣＤに文脈的関連コンテンツを提供するための方法を提供する。本方法は、
コンテキストコンテンツサーバによってＷＣＤから宛先機器識別アイテムを受信すること
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を備えることができる。更に、本方法は、受信された宛先機器識別アイテムを処理するこ
とによって１つ以上の文脈的関連コンテンツアイテムを決定することを備えることができ
る。その上、本方法は、１つ以上の文脈的関連コンテンツアイテムのうちの少なくとも１
つをＷＣＤに送信することを備えることができる。
【００１２】
　更に別の態様は、ワイヤレス通信機器（ＷＣＤ）に文脈的関連コンテンツを提供するよ
うに構成された少なくとも１つのプロセッサに関する。少なくとも１つのプロセッサは、
コンテキストコンテンツサーバによってＷＣＤから宛先機器識別アイテムを受信するため
の第１のモジュールを含むことができる。更に、少なくとも１つのプロセッサは、受信さ
れた宛先機器識別アイテムを処理することによって１つ以上の文脈的関連コンテンツアイ
テムを決定するための第２のモジュールを含むことができる。その上、少なくとも１つの
プロセッサは、１つ以上の文脈的関連コンテンツアイテムのうちの少なくとも１つをＷＣ
Ｄに送信するための第３のモジュールを含むことができる。
【００１３】
　更に別の態様は、コンピュータ可読媒体を備えるコンピュータプログラム製品に関する
。コンピュータ可読媒体は、コンピュータに、コンテキストコンテンツサーバによってＷ
ＣＤから宛先機器識別アイテムを受信させるためのコードの第１のセットを含むことがで
きる。更に、コンピュータ可読媒体は、コンピュータに、受信された宛先機器識別アイテ
ムを処理することによって１つ以上の文脈的関連コンテンツアイテムを決定させるための
コードの第２のセットを含むことができる。その上、コンピュータ可読媒体は、コンピュ
ータに、１つ以上の文脈的関連コンテンツアイテムのうちの少なくとも１つをＷＣＤに送
信させるためのコードの第３のセットを含むことができる。
【００１４】
　更に別の態様は装置に関する。本装置は、コンテキストコンテンツサーバによってＷＣ
Ｄから宛先機器識別アイテムを受信するための手段を含むことができる。更に、本装置は
、受信された宛先機器識別アイテムを処理することによって１つ以上の文脈的関連コンテ
ンツアイテムを決定するための手段を備えることができる。その上、本装置は、１つ以上
の文脈的関連コンテンツアイテムのうちの少なくとも１つをＷＣＤに送信するための手段
を備えることができる。
【００１５】
　別の態様は装置に関する。本装置は、コンテキストコンテンツサーバによってＷＣＤか
ら宛先機器識別アイテムを受信するように動作可能な通信モジュールを含むことができる
。更に、本装置は、受信された宛先機器識別アイテムを処理することによって１つ以上の
文脈的関連コンテンツアイテムを決定するように動作可能なコンテキストコンテンツモジ
ュールを含むことができる。その上、本装置の通信モジュールは、１つ以上の文脈的関連
コンテンツアイテムのうちの少なくとも１つをＷＣＤに送信するように更に動作可能であ
る。
【００１６】
　上記及び関係する目的を達成するために、１つ以上の態様は、以下で十分に説明し、特
に特許請求の範囲で指摘する特徴を備える。以下の説明及び添付の図面に、１つ以上の態
様のうちの幾つかの例示的な特徴を詳細に記載する。但し、これらの特徴は、様々な態様
の原理を採用することができる様々な方法のほんの幾つかを示すものであり、この説明は
、全てのそのような態様及びそれらの均等物を含むものとする。
【００１７】
　添付の図面とともに以下に説明する開示する態様は、開示する態様を限定するためでは
なく、開示する態様を例示するために与えられ、同様の表示は同様の要素を示す。
【図面の簡単な説明】
【００１８】
【図１】一態様による通信ネットワークのブロック図。
【図２】図１に示す態様の動作のフローチャート図。
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【図３Ａ】一態様による、宛先機器を呼び出す通信機器の動作のメッセージシーケンス図
。
【図３Ｂ】一態様による、宛先機器から呼を受信する通信機器の動作のメッセージシーケ
ンス図。
【図４】一態様による、宛先機器識別アイテムを呼び出す通信機器の、複数の時間間隔に
わたる例示的なスクリーンショット。
【図５】一態様による、電話番号から呼を受信する通信機器の、複数の時間間隔にわたる
例示的なスクリーンショット。
【図６】通信機器の例示的なアーキテクチャのブロック図。
【図７】一態様による拡張システムの例示的なブロック図。
【図８】文脈的関連コンテンツを取得することができる例示的な通信機器のブロック図。
【図９】ワイヤレス通信機器に文脈的関連コンテンツを提供することができる例示的なネ
ットワーク機器のブロック図。
【発明を実施するための形態】
【００１９】
　次に、図面を参照しながら様々な態様について説明する。以下の記述では、説明の目的
で、１つ以上の態様の完全な理解を与えるために多数の具体的な詳細を記載する。但し、
そのような（１つ以上の）態様は、これらの具体的な詳細なしに実施できることは明らか
であろう。
【００２０】
　ワイヤレス機器への文脈的関連コンテンツ（contextually relevant content）の通信
は、ネットワークを介したコンテキストコンテンツサーバとの対話を通して達成され得る
。特に、本態様は、ワイヤレス機器が、例えば、別の機器への通信要求を行うとき、又は
別の機器からの通信要求を受信したときに、別の機器と通信しようと試みることに応答し
て文脈的関連コンテンツアイテムを取得することを可能にする。更に、コンテキストコン
テンツサーバは、機器間の通信を記憶及び／又は追跡し、そのような情報を使用して、機
器への送信されたコンテンツアイテムの関連性に焦点を当て、及び／又は統合されたユー
ザプロファイル情報をさらなる分析のためにコンテンツ及び／又はサービスプロバイダに
提供することができる。
【００２１】
　図１を参照すると、一態様による通信ネットワーク１００のブロック図が示されている
。通信ネットワーク１００は、通信ネットワーク１２０、例えば、ＣＤＭＡネットワーク
、ＧＰＲＳネットワーク、ＵＭＴＳネットワーク、及び他のタイプの通信ネットワークに
接続された通信機器１１０、１２２のうちの１つ以上を含むことができる。通信ネットワ
ーク１００は、通信ネットワーク１２０に接続された複数のサーバ１３０、１４０、１５
０、１６０、１７０、１８０を更に含むことができる。一態様では、複数のサーバは、コ
ンテキストコンテンツサーバ１３０と、コンテンツサーバ１４０と、モバイル事業者サー
バ１５０と、広告サーバ１６０と、ロケーションサーバ１７０と、勧告サーバ１８０とを
含む。一態様では、コンテキストコンテンツサーバ１３０は、コンテンツサーバ１４０か
らのコンテキストコンテンツ１４２、モバイル事業者サーバ１５０からのモバイル事業者
コンテンツ１５２、広告サーバ１６０からの広告主コンテンツ１６２、ロケーションサー
バ１７０からのロケーションコンテンツ１７２、及び勧告サーバ１８０からの勧告コンテ
ンツ１８０のうちの１つ又は複数を取得することができる。
【００２２】
　一態様では、通信機器１１０は、ユーザインターフェース１１２と、コンテキストコン
テンツモジュール１１４と、随意にロケーションモジュール１１８とを更に含むことがで
きる。一態様では、コンテキストコンテンツモジュール１１４は、ユーザ機器情報分析、
宛先機器情報分析など、さらなる分析を可能にするために、記憶モジュール１１６を更に
含むことができる。一態様では、コンテキストコンテンツサーバ１３０は、機器１１０、
１２２などの複数の機器、及び／又はコンテンツサーバ１４０、モバイル事業者サーバ１
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５０、広告サーバ１６０、ロケーションサーバ１７０、及び勧告サーバ１８０などのサー
バから受信されたユーザ情報を記憶するデータストア１３２を更に含むことができる。そ
のような態様では、コンテキストコンテンツサーバ１３０は、データストア１３２に記憶
された情報の分析によって幾つかのコンテンツアイテムの送信に対してバイアスし得る。
例えば、前に提供されたコンテキストコンテンツアイテムが適切に実行しなかったという
情報が機器１１０から受信された場合、コンテキストコンテンツサーバ１３０は、そのよ
うなコンテンツアイテムの配信を中止し、コンテンツプロバイダ１４０に警報を出すこと
ができる。別の例では、コンテキストコンテンツサーバ１３０は、データストア１３２に
記憶された複数のユーザアクションを統合することによって、特定の番号を呼び出したユ
ーザはまた、特定の製品に関連するコンテンツをしばしば参照したと決定することができ
る。そのような例示的な場合、特定の番号がダイヤルされたとき、特定の製品に関係する
文脈的関連コンテンツアイテムが機器１１０に提供され得る。
【００２３】
　一態様では、コンテンツサーバ１４０はコンテキストコンテンツアイテム１４２を更に
含むことができる。そのようなコンテンツアイテムは、製品、サービス、個人、グループ
、ロケーションなどに関連するクーポン、広告、告知などを含むことができる。例えば、
コンテンツサーバ１４０は、特定の企業カテゴリーに関連するコンテキストコンテンツア
イテム１４２を提供することができる。そのような態様では、ユーザは、番号をダイヤル
すること、番号から呼を受信すること、オーディオベースのメッセージを生成及び／又は
受信すること、テキストベースのメッセージを生成及び／又は受信することなどによって
、宛先機器識別アイテムを取得することができる。そのようなオーディオベースのメッセ
ージは、限定はしないが、ボイスメール、音楽ファイルなどを含むことができる。そのよ
うなテキストベースのメッセージは、限定はしないが、ショートメッセージサービス（Ｓ
ＭＳ）メッセージ、拡張メッセージングサービスメッセージ（ＥＭＳ）メッセージ、マル
チメディアメッセージサービス（ＭＭＳ）メッセージを含むことができる。一例では、コ
ンテキストコンテンツサーバ１３０は、ダイヤルされた番号及び／又は発呼者番号を花屋
に関連付けることができ、ダイヤルされた花屋及び／又はエリア中の他の花屋に関するコ
ンテンツアイテムを提供することができる。
【００２４】
　別の例では、コンテキストコンテンツサーバ１３０は、タグ、キーワード、ハッシュタ
グなどについて受信されたＳＭＳテキストをパースすることができ、パース(構文解析)さ
れた情報を１つ以上の文脈的関連コンテンツアイテムに関連付けることができる。例えば
、ユーザは、特定の本のレファレンスを含むＳＭＳメッセージを送信することができる。
そのような場合、コンテキストコンテンツサーバ１３０は、メッセージをパースすること
ができ、文脈的関連コンテンツとして、ユーザの近くにある書店のリスト、特定の本のた
めのクーポン、同じ著者による他の本、特定の本のレビューなどを提供することができる
。
【００２５】
　更に別の例では、コンテキストコンテンツサーバ１３０は、タグ、キーワードなどにつ
いてオーディオファイルのコンテンツを分析することができ、分析された情報を１つ以上
の文脈的関連コンテンツアイテムに関連付けることができる。例えば、ユーザが、芸能人
の名前に言及したボイスメールを受信した場合、コンテキストコンテンツサーバ１３０は
、メッセージを分析し、通信機器１１０のロケーションから所定の距離内で、前記芸能人
が次に出演するときの会場、日付、チケット入手可能性などを提供することができる。
【００２６】
　一態様では、モバイル事業者サーバ１５０はモバイル事業者コンテンツアイテム１５２
を更に含むことができる。そのようなコンテンツアイテムは、製品、サービス、個人、グ
ループ、ロケーションなどに関連するクーポン、広告、告知などを含むことができる。例
えば、ユーザが特定の番号を複数回呼び出す場合、及び／又は特定の番号からの呼を複数
回受信した場合、コンテキストコンテンツサーバ１３０は、ユーザの呼び出し傾向をより
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良く処理するモバイル事業者からのサービスプランオプションを提供することができる。
別の例では、ユーザが医師の番号を呼び出し、モバイル事業者が「健康」に関係するモバ
イルアプリケーションを有する場合、そのモバイル事業者は、そのようなアプリケーショ
ンを特定のユーザにより頻繁に提供することができる。
【００２７】
　動作中、ユーザは、ユーザインターフェース１１２を使用して別の機器及び／又はエン
ティティに関連する電話番号などの宛先識別子にアクセスする。例えば、ユーザは、機器
１１０のユーザインターフェース１１２に宛先識別子を入力することができる。別の例で
は、ユーザは、別の機器からボイス呼を受信したときに、機器１１０のユーザインターフ
ェース１１２を使用して宛先識別子を閲覧することができる。更に別の例では、ユーザは
、機器１１０のユーザインターフェース１１２を使用して、機器１１０に関連するアドレ
ス帳に記憶された宛先識別子を閲覧することができる。その後、宛先識別情報と機器情報
とをコンテキストコンテンツサーバ１３０に送信することができる。一態様では、機器情
報は、ロケーションモジュール１１８によって決定されたロケーション値を含むことがで
きる。別の態様では、機器情報は、機器１１０の製造元及びモデル情報、画面サイズ、記
憶モジュール１１６中の利用可能な記憶空間、ユーザプロファイル情報などを含むことが
できる。宛先機器識別情報を受信すると、コンテキストコンテンツサーバ１３０は、機器
１１０と宛先機器１２２との接続を処理することができる。同時に、コンテキストコンテ
ンツサーバ１３０は、情報の中でも、受信された宛先機器情報と機器１１０情報とを分析
し、機器１１０に送信すべき関係コンテキストコンテンツアイテムを決定することができ
る。そのような態様では、宛先機器１１２、ユーザ機器１１０、コンテンツプロバイダ１
４０、モバイル事業者１５０などに関して関連性を分析することができる。その後、コン
テキストコンテンツサーバ１３０は、関係コンテキストコンテンツアイテムを機器１１０
に送信することができる。一態様では、宛先機器１２２との接続より前、宛先機器１２２
との通信中、及び／又は宛先機器１２２との通信の終了後に送信を行うことができる。従
って、文脈的関連コンテンツアイテムは、宛先機器１２２との試みられた通信に応答して
機器１１０に提供され得る。
【００２８】
　図２に、請求する主題による様々な方法を示す。説明を簡単にするために、方法を一連
の行為として図示及び説明するが、幾つかの行為は本明細書で図示及び説明する行為とは
異なる順序で、及び／又は他の行為と同時に、行うことができるので、請求する主題は行
為の順序によって限定されないことを理解及び諒解されたい。例えば、方法は、状態図な
ど、一連の相互に関連する状態又は事象として代替的に表現できることを当業者ならば理
解し、諒解するであろう。更に、請求する主題による方法を実装するために、図示の全て
の行為が必要とされるわけではない。更に、以下及び本明細書の全体にわたって開示する
方法は、そのような方法をコンピュータに移送及び転送することを可能にする製造品に記
憶することが可能であることを更に諒解されたい。本明細書で使用する製造品という用語
は、任意のコンピュータ可読機器、キャリア、又は媒体からアクセス可能なコンピュータ
プログラムを包含するものとする。
【００２９】
　図２を参照すると、参照番号２０２において、宛先機器識別アイテムを取得する。一態
様では、宛先機器識別アイテムを取得することは、ＷＣＤに関連するユーザインターフェ
ースから、ユーザが入力した電話番号を受信すること、ＷＣＤに関連するアドレス帳から
、ユーザが入力した電話番号を受信すること、モバイル事業者が提供した複数の値から、
ユーザが入力した値を受信すること、着信呼から宛先機器識別アイテムを受信することな
どを更に含むことができる。別の態様では、宛先機器識別アイテムは、ショートメッセー
ジサービスデータパケットの通信のために使用され得る。
【００３０】
　参照番号２０４において、宛先機器電話を使用して識別された機器及び／又はエンティ
ティとの接続を行う。一態様では、参照番号２０６～２１４で説明する行為を行う前に接
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続を行うことができる。別の態様では、参照番号２０６～２１４で説明する行為を行う間
に接続を行うことができる。更に別の態様では、参照番号２０６～２１４で説明する行為
を行った後に接続を行うことができる。更に別の態様では、説明する機器に接続するタイ
ミングは、通信を可能にするために使用されるネットワークを通して決定され得る。例え
ば、ＣＤＭＡネットワークでは、現在、ボイス及びデータの同時通信は不可能である。対
照的に、ＵＭＴＳネットワークはボイス及びデータの通信を提供し、従って、ボイス会話
中にコンテンツアイテムを機器に提供することができる。
【００３１】
　参照番号２０６において、宛先機器識別アイテムをコンテキストサーバに送信する。一
態様では、コンテキストコンテンツサーバは、アドレス帳に記憶された宛先機器識別アイ
テムに対応する名前、宛先機器識別アイテムに対応するアドレス、ユーザプロファイル情
報及び／又は関係し得るアドレス帳中に存在する他の情報など、追加情報を受信すること
ができる。
【００３２】
　参照番号２０８において、文脈的関連コンテンツアイテムが利用可能であり得るかどう
かを決定する。一態様では、コンテキストコンテンツサーバは、ＷＣＤロケーション値、
宛先機器識別アイテムに関連するロケーション、宛先機器識別アイテムに関連する企業又
は企業カテゴリー、広告サーバから取得された情報、勧告サーバから取得された情報、ロ
ケーションサーバから取得された情報、ＷＣＤに関連するモバイル事業者から取得された
情報などに関する文脈的関連コンテンツアイテムの関連性を決定することができる。その
ような態様では、ＷＣＤロケーション値に関して決定された文脈的関連コンテンツアイテ
ムは、気象情報、ローカルニュースフィード、ローカルイベント、ローカル時間、現地国
固有の為替レート、現地国固有の株価指数トリガ、ＷＣＤのユーザに関連する１つ以上の
ソーシャルネットワーキングサイトフィード、ＷＣＤロケーション値から予め定義された
距離内の、宛先機器識別アイテムの企業カテゴリーに関連する１つ以上の当該地点、地図
情報、１つ以上の当該地点のうちの少なくとも１つについての地図情報、他の企業のため
の１つ以上の勧告、クーポン、又は宛先機器識別アイテムに関連するロケーションまでの
道順などを含むことができる。更に、そのような態様では、宛先機器識別アイテムに関連
するロケーションに関して決定された文脈的関連コンテンツアイテムは、気象情報、ロー
カルニュースフィード、企業名、企業アドレス、企業カテゴリー、予め定義された距離内
の、企業カテゴリーに関連する１つ以上の当該地点、地図情報、企業カテゴリーに関連す
る１つ以上の当該地点のうちの少なくとも１つについての地図情報、企業カテゴリーに関
係する１つ以上の企業、企業カテゴリーに関係する１つ以上の企業のための勧告、企業カ
テゴリーに関係する１つ以上の企業のうちの少なくとも１つまでの道順、又はＷＣＤロケ
ーション値から宛先機器識別アイテムに関連するロケーションまでの道順などを含むこと
ができる。更に、そのような態様では、ＷＣＤに関連するモバイル事業者、広告サーバ、
ロケーションサーバなどに関して決定された文脈的関連コンテンツアイテムは、モバイル
事業者に関連する１つ以上の広告、モバイル事業者に関連する１つ以上のコンテンツプロ
バイダからの１つ以上の広告、宛先機器識別アイテムの企業カテゴリーに関連する１つ以
上の広告、ＷＣＤに関連するユーザのユーザプロファイルに関連する１つ以上の広告など
を含むことができる。
【００３３】
　参照番号２０８において、文脈的関連コンテンツアイテムが利用不可能であると決定さ
れた場合、参照番号２１０においてプロセスは停止する。対照的に、参照番号２０８にお
いて、１つ以上の文脈的関連コンテンツアイテムが利用可能であると決定された場合、参
照番号２１２において、１つ以上の文脈的関連コンテンツアイテムのうちの少なくとも１
つを、宛先機器識別アイテムの受信元である機器に送信する。
【００３４】
　更に、参照番号２１４において、１つ以上の送信された文脈的関連コンテンツアイテム
を機器によって受信する。一態様では、受信することは、宛先機器識別アイテムとの通信
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接続を開始するより前の間隔、宛先機器識別アイテムへの通信接続が完了するより前の間
隔、通信接続が確立された後の通信中の間隔、又は接続が終了した後の間隔など、１つ以
上の動作間隔中に受信することを含むことができる。
【００３５】
　図３Ａを参照すると、メッセージシーケンス図の形態での、宛先機器との呼を確立する
ための、図１に示す主題の動作が示されている。一般に、通信機器３０２は宛先機器３１
０と対話しようと試みることができる。そのような対話は、１つ以上のソースコンテンツ
サーバ３０６によって提供されたコンテンツをもつコンテキストコンテンツサーバ３０４
を通して増強され得る。
【００３６】
　シーケンスステップ３１２において、通信経路を確立するために、宛先機器３１０識別
情報をユーザ機器３０２から宛先機器３１０に送信する。一態様では、宛先機器識別情報
は、電話番号、ＩＰアドレス、ＭＡＣアドレス、ＵＲＬ、電子メールアドレス、ショート
メッセージサービス（ＳＭＳ）データパケット、拡張メッセージングサービス（ＥＭＳ）
データパケット、マルチメディアメッセージサービス（ＭＭＳ）データパケットなどを含
むことができる。そのような態様では、電話番号を、ＶｏＩＰ通信、ＰＳＴＮ通信など、
様々な通信プロトコルに関連付けることができる。別の態様では、ユーザ機器３０２は、
ＷＣＤに関連するユーザインターフェースから、ユーザが入力した電話番号を受信するこ
と、ＷＣＤに関連するアドレス帳から、ユーザが入力した電話番号を受信すること、モバ
イル事業者が提供した複数の値から、ユーザが入力した値を受信することなどによって、
宛先機器３１０識別情報を取得することができる。シーケンスステップ３１４において、
同じく宛先機器３１０識別情報をユーザ機器３０２からコンテキストコンテンツサーバ３
０４に送信する。シーケンスステップ３１６において、コンテキストコンテンツサービス
は、ユーザ機器３０２から受信された情報を処理する。一態様では、そのような情報はユ
ーザ機器３０２のロケーション値を含むことができる。そのような態様では、ロケーショ
ン値は、ＧＰＳが取得したデータ、機器の電話番号の市外局番からロケーションを抽出す
ること、宛先機器識別アイテムのエリアコードからロケーションを抽出することなどに基
づく、機器の物理的ロケーションに対応し得る。別の態様では、機器情報は、機器３０２
の製造元及びモデル情報、画面サイズ、利用可能な記憶空間、ユーザプロファイル情報な
どを更に含むことができる。更に別の態様では、処理することは、ユーザ機器３０２に送
信するための少なくとも１つの文脈的関連コンテンツアイテムを選択することを更に含む
。一態様では、コンテキストコンテンツサーバ３０４は、ＷＣＤロケーション値、宛先機
器識別情報、ＷＣＤに関連するモバイル事業者から取得された情報などに関するコンテキ
ストコンテンツアイテムの関連性を決定することができる。
【００３７】
　シーケンスステップ３１８において、コンテキストコンテンツサーバ３０４は、１つ以
上のソースコンテンツサーバ３０６にユーザプロファイル情報などの情報を提供すること
ができる。一態様では、コンテキストコンテンツサーバ３０４は、複数のユーザから、及
び／又は、１つ以上のソースコンテンツサーバ３０６に情報を送信するより前の設定され
た持続時間にわたって、ユーザプロファイル情報を統合する。例えば、コンテキストコン
テンツサーバ３０４は、幾つかの企業体に関するユーザの呼パターンに関連する情報を提
供することができる。シーケンスステップ３２０において、少なくとも１つのソースコン
テンツサーバ３０６は、コンテキストコンテンツサーバ３０４から受信された情報を処理
することができる。一態様では、１つ以上のソースコンテンツサーバは、コンテンツサー
バ１４０と、モバイル事業者サーバ１５０と、広告サーバ１６０と、ロケーションサーバ
１７０と、勧告サーバ１８０とを含むことができる。更に、そのような処理は、ユーザ機
器に送信するために提供すべき１つ及び／又は複数のコンテンツアイテム（例えば、広告
、クーポン、勧告、ローカルニュース、気象、時間、宛先機器企業又は関係する企業まで
の道順など）を選択することを含むことができる。シーケンスステップ３２２において、
文脈的関連コンテンツアイテムをコンテンツサーバ３０４に送信する。一態様では、シー
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ケンスステップ３１４などにおいて、ユーザ要求に応答して、そのような送信が行われる
。別の態様では、所定の間隔での統合されたユーザ情報の送信など、コンテキストコンテ
ンツサーバ送信に応答して、そのような送信が行われる。別の態様では、そのような送信
が周期的に行われる。更に別の態様では、ユーザがアドレス帳にアクセスするなどのトリ
ガイベントが発生した結果として、そのような送信が行われ、それにより、各受信された
エントリ（例えば、アドレス帳中の名前、電話番号）にわたって反復し得る、アドレス帳
のコンテンツの少なくとも一部分がコンテキストコンテンツサーバ３０４に送信され得る
。そのような態様では、動作中、コンテキストサーバ３０４は、コンテンツサーバ１４０
、モバイル事業者サーバ１５０、広告サーバ１６０、ロケーションサーバ１７０、及び勧
告サーバ１８０などのソースコンテンツサーバ３０６からコンテキスト関係情報を収集す
ることができ、コンパイルされた情報を機器３０２に返送することができる。従って、ア
クセスされたアドレス帳は、次いで、受信されたコンテンツ情報で更新され得る。
【００３８】
　シーケンスステップ３２４において、コンテキストコンテンツサーバ３０４は、ソース
コンテンツサーバ３０６から受信されたコンテキストコンテンツアイテムを更に処理する
。一態様では、コンテンツアイテムを、後で送信するためにコンテキストコンテンツサー
バ３０４に記憶することができる。別の態様では、コンテンツサーバ３０６についてのビ
リング、監査、合理化などを可能にするために、コンテンツサーバ３０６メトリックを記
憶及び／又は分析することができる。シーケンスステップ３２６において、選択された関
係コンテキストコンテンツアイテムをユーザ機器３０２に送信する。例えば、ユーザが特
定の会場のチケットラインを呼び出している場合、その会場において行われている演目に
関連するコンテンツアイテムをユーザ機器３０２に送信することができる。
【００３９】
　シーケンスステップ３２８において、コンテキストコンテンツサーバ３０４は、宛先機
器３１０と通信するために宛先機器識別情報を使用する。一態様では、コンテキストコン
テンツアイテムを宛先機器３１０に提供することができる。シーケンスステップ３３０に
おいて、宛先機器は、ユーザ機器３０２からの通信要求を受け付けるべきかどうかを決定
し、シーケンスステップ３３２において、通信経路を確立する。
【００４０】
　図３Ｂを参照すると、メッセージシーケンス図の形態での、宛先機器から呼を受信する
ための、図１に示す主題の動作が示されている。明快のために、図３Ａ中に示されるもの
と実質的に同様に行われるシーケンスステップは、図３Ａにおいて使用された番号付けに
関して番号付けされる。
【００４１】
　シーケンスステップ３３４において、通信経路を確立するために、宛先機器３１０受信
識別情報を宛先機器３１０からユーザ機器３０２に送信する。シーケンスステップ３１４
～３３２は、図３Ａを参照しながら説明したシーケンスステップと実質的に同様に行われ
る。従って、シーケンスステップ３３６において、ユーザ機器３０２は、宛先機器３１０
からの通信要求を受け付けるべきかどうかを決定し、シーケンスステップ３３２において
、通信経路を確立する。
【００４２】
　一態様では、機器３０２に送信される文脈的関連コンテンツアイテムを、シーケンスス
テップ３２６などにおいて、（図３などに示す）宛先機器３１０との接続より前、宛先機
器３１０との通信中、及び／又は機器３１０との通信の終了後に、ユーザ機器３０２に送
信することができる。別の態様では、文脈的関連コンテンツをいつ機器３０２に送信する
ことができるかを、通信が処理されるネットワークを通して決定することができる。例え
ば、現在、ＣＤＭＡネットワークは、機器３０２と機器３１０との間のアクティブな通信
中にコンテキストコンテンツの通信を可能にしないことがある。
【００４３】
　図４を参照すると、左から右への矢印によって示されるように、時間４０９が進むにつ
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れて機器４１０が呼を行う際の、通信システム４００中の通信機器４１０上の２つのアプ
リケーション間の対話を示す例示的なスクリーンショットが示されている。図示のように
、通信機器４１０は、通信機器４１０への入力を生成するための入力機構４２４と、通信
機器４１０のユーザよって消費される情報を生成するための出力機構４１１とを含む。例
えば、入力機構４２４は、キー又はキーボード、マウス、タッチスクリーンディスプレイ
、マイクロフォンなどの機構を含むことができる。更に、例えば、出力機構４１１は、画
面４１２、オーディオスピーカー、触覚フィードバック機構、パーソナルエリアネットワ
ーク（ＰＡＮ）トランシーバなどを含むことができる。そのような例示的な態様では、出
力機構４１１は、着信呼からの入力電話番号を表示するか、又はすでに電話番号を含み得
る、機器４１０上のアドレス帳アプリケーションを立ち上げることができる。図示の態様
では、出力機構４１１は、画像又はビデオ形式のメディアコンテンツを提示するように動
作可能な画面４１２、及び／又はオーディオ形式のメディアコンテンツを提示するオーデ
ィオスピーカーを含むことができる。一態様では、コンテキストコンテンツアプリケーシ
ョン４２２がバックグラウンド(背景)で動作している間、ユーザは、フォアグラウンド(
前景)において宛先機器識別アプリケーション４１４などの選択されたアプリケーション
と対話していることができる。別の態様では、コンテキストコンテンツアプリケーション
４２２は、呼、イベントなど（着信／発信）を機器オペレーティングシステムに登録し、
登録されたイベントのいずれかが発生したときに呼び出され得る。更に、図示された態様
では、通信機器４１０は、地図／道順４１６、クーポン４１８、広告４２０など、複数の
追加のコンテンツアイテムについてのオプションを含む画面４１２をユーザに提示する。
【００４４】
　図示された態様では、第１の時間間隔４０１において、コンテキストコンテンツモジュ
ール４２２が通信機器４１０のバックグラウンドで動作している間、宛先機器識別モジュ
ール（例えば、宛先機器電話番号、ショートメッセージサービスユーザ入力）４１４はフ
ォアグラウンドで動作していることができる。一態様では、時間間隔４０１中、画面４１
２を通して文脈的関連コンテンツを表示することができる。例えば、ユーザはウェブブラ
ウザなどのアプリケーションを実行することができる。そのような例示的な態様では、ユ
ーザが、ウェブブラウザを通して表示された番号に関連する選択を行うと、ユーザ選択に
関連する文脈的関連コンテンツが提供される。更に、図示された態様では、時間間隔４０
１において、ユーザは、宛先機器識別選択、例えば、その電話番号についてユーザが記憶
した名前、その電話番号についてユーザが記憶したアドレスなどを提供する。一態様では
、宛先機器との試みられた接続は、ワイヤレスネットワークによって採用される適用可能
なプロトコルを使用することができる。その後、宛先機器４１０に文脈的関連コンテンツ
を提供することを可能にするために、機器識別情報と機器４１０識別情報とがコンテキス
トコンテンツサーバに送信される。時間間隔４０３において、宛先機器との接続が処理４
２６である間、コンテキストコンテンツサーバは文脈的関連コンテンツアイテム４２８を
提供する。時間間隔４０５において、宛先機器との接続を確立する。そのような時間間隔
中、一態様では、接続が確立されている４３０の間、コンテキストコンテンツサーバは文
脈的関連コンテンツアイテム４２８を提供する。更に、時間間隔４０７において、宛先機
器との通信が終了した４３０の後、コンテキストコンテンツサーバは文脈的関連コンテン
ツアイテム４２８を提供する。更に、文脈的関連コンテンツは、様々な状態において（例
えば、呼を行う４０１の前、呼を接続している４０３の間、呼がすでに接続されている４
０５の間、呼が完了した４０７の後）ユーザに提供され得、各状態において異なることが
ある（例えば、コンテンツは、これらの異なる状態又は他の状態にわたって同じでないこ
とがある）ことに留意されたい。
【００４５】
　図５を参照すると、左から右への矢印によって示されるように、時間５１０が進むにつ
れて機器５０９が呼を受信する際の、通信システム５００中の通信機器５１０上の２つの
アプリケーション間の対話を示す例示的なスクリーンショットが示されている。図示のよ
うに、通信機器５１０は、通信機器５１０への入力を生成するための入力機構５２４と、
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通信機器５１０のユーザよって消費される情報を生成するための出力機構５１１とを含む
。例えば、入力機構５２４は、キー又はキーボード、マウス、タッチスクリーンディスプ
レイ、マイクロフォンなどの機構を含むことができる。更に、例えば、出力機構５１１は
、画面５１２、オーディオスピーカー、触覚フィードバック機構、パーソナルエリアネッ
トワーク（ＰＡＮ）トランシーバなどを含むことができる。そのような例示的な態様では
、出力機構５１１は、着信呼からの入力電話番号を表示するか、又はすでに電話番号を含
むことができる、機器５１０上のアドレス帳アプリケーションを立ち上げることができる
。図示の態様では、出力機構５１１は、画像又はビデオ形式のメディアコンテンツを提示
するように動作可能な画面５１２、及び／又はオーディオ形式のメディアコンテンツを提
示するオーディオスピーカーを含むことができる。一態様では、コンテキストコンテンツ
アプリケーション５２２がバックグラウンドで動作している間、ユーザは、フォアグラウ
ンドにおいて宛先機器識別アプリケーション５１４などの選択されたアプリケーションと
対話していることができる。別の態様では、コンテキストコンテンツアプリケーション５
２２は、呼、イベントなど（着信／発信）を機器オペレーティングシステムに登録し、登
録されたイベントのいずれかが発生したときに呼び出され得る。更に、図示された態様で
は、通信機器５１０は、地図／道順５１６、クーポン５１８、広告５２０など、複数の追
加のコンテンツアイテムについてのオプションを含む画面５１２をユーザに提示する。
【００４６】
　図示された態様では、第１の時間間隔５０１において、着信呼処理状態５２６が発生し
得る。一態様では、ユーザ機器５１０との接続が処理している間、コンテキストコンテン
ツサーバは文脈的関連コンテンツアイテム５２８を提供する。時間間隔５０３において、
ユーザ機器５１０が呼を受け付けた後、宛先機器とユーザ機器５１０との間に接続が確立
される。そのような時間間隔中、一態様では、接続が確立されている５３０の間、コンテ
キストコンテンツサーバは文脈的関連コンテンツアイテム５２８を提供する。更に、時間
間隔５０５において、宛先機器との通信が終了した５３０の後、コンテキストコンテンツ
サーバは文脈的関連コンテンツアイテム５２８を提供する。更に、文脈的関連コンテンツ
は、様々な状態において（例えば、呼が着信している５０１の間、呼がすでに接続されて
いる５０３の間、呼が完了した５０５の後）ユーザに提供され得、各状態において異なる
ことがある（例えば、コンテンツは、これらの異なる状態又は他の状態にわたって同じな
いことがある）ことに留意されたい。
【００４７】
　一態様では、文脈的関連コンテンツアイテム５２８の入手可能性は、通信を可能にする
ために使用されるネットワークを通して決定され得る。例えば、ＣＤＭＡネットワークで
は、現在、ボイス及びデータの同時通信は不可能である。対照的に、ＵＭＴＳネットワー
クはボイス及びデータの通信を提供し、従って、ボイス会話中にコンテンツアイテムを機
器に提供することができる。更に、一態様では、機器動作がコンテキストコンテンツの入
手可能性を制限し得る。例えば、ワイヤレス機器は呼中にユーザの耳の近くに配置され得
るので、そのような通信中にコンテンツを提供することはコスト効果的でないことがある
。そのような例示的な態様では、スピーカーフォンオプションが使用されているかどうか
などの機器機能情報は、機器にコンテンツアイテムをいつ提供すべきかの決定を支援する
ことができる。追加又は代替として、例えば、ビープ又は振動など、ユーザの注意を電話
画面に引きつけるための出力機構を採用することができる。
【００４８】
　図１を依然として参照しながら、図６をも参照すると、通信機器１１０の例示的なアー
キテクチャが示されている。図６に示すように、ワイヤレス機器６００は、例えば、受信
アンテナ（図示せず）から信号を受信する受信機６０２を備え、受信信号に対して典型的
な動作（例えば、フィルタ処理、増幅、ダウンコンバートなど）を行い、サンプルを得る
ために調整された信号をデジタル化する。受信機６０２は、受信されたシンボルを復調し
、チャネル推定のためにプロセッサ６０６に供給することができる復調器６０４を備える
ことができる。プロセッサ６０６は、受信機６０２によって受信された情報の分析及び／
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又は送信機６２０による送信のための情報の生成に専用のプロセッサ、モバイル機器６０
０の１つ以上のコンポーネントを制御するプロセッサ、及び／又は受信機６０２によって
受信された情報の分析、送信機６２０による送信のための情報の生成、並びにモバイル機
器６００の１つ以上のコンポーネントの制御を行うプロセッサとすることができる。更に
、プロセッサ６０６は、いずれか又は多くの利用可能なプロトコルを使用した通信のため
のメッセージを処理及び／又は生成することができる。例えば、そのようなプロトコルは
、ハイパーテキスト転送プロトコル（ＨＴＴＰ）、インターネット（登録商標）プロトコ
ル（ＩＰ）ソケットプロトコル、ショートメッセージサービス（ＳＭＳ）プロトコル、及
び符号分割多重アクセス（ＣＤＭＡ）ベースのプロトコルやグローバル・システム・フォ
ー・モバイル・コミュニケーションズ（ＧＳＭ（登録商標））ベースのプロトコルなどの
任意のワイヤード及び／又はワイヤレスネットワークプロトコルを含むことができる。
【００４９】
　モバイル機器６００は、更に、メモリ６０８を備えることができ、メモリ６０８は、プ
ロセッサ６０６に動作可能に結合され、送信すべきデータ、受信されたデータ、利用可能
なチャネルに関係する情報、分析された信号及び／又は干渉強度に関連するデータ、割当
てチャネル、電力、レートなどに関係する情報、並びにチャネルを推定し、そのチャネル
を介して通信するための他の適切な情報を記憶することができる。一態様では、メモリ６
０８は、限定はしないが、広告、クーポン、気象情報、関係する企業に関する勧告（例え
ば、ユーザがピザストアに呼を行った場合は、近くのムービーレンタルショップに関する
情報が提供され得る）、宛先に関するローカルニュースフィード、宛先におけるローカル
時間、ソーシャルネットワーキングサイトフィード、ＷＣＤの近くの当該地点、地図情報
、ＷＣＤロケーション値の予め定義された距離内の、宛先機器の企業カテゴリーに関連す
る少なくとも１つの当該地点についての地図情報、宛先機器識別アイテムに関連するロケ
ーションまでの道順、宛先についての観光旅行情報、ユーザの発呼側都市から電話番号に
対応する宛先都市へのフライトについての広告など、１つ以上のコンテキストコンテンツ
アイテム６１０を含むことができる。一態様では、メモリ６０８はアドレス帳６１２を更
に備えることができる。そのような態様では、アドレス帳６１２は、おそらくアドレス帳
中のエントリごとに複数の電話番号とコンテキストコンテンツアイテム６１０を含むこと
ができる。別の態様では、あるコンテキストコンテンツアイテム６１０は、アドレス帳６
１２に記憶された複数の電話番号にわたって共通であり得る。メモリ６０８は、更に（例
えばパフォーマンスベース、容量ベースなどの）チャネルの推定及び／又は利用に関連す
るプロトコル及び／又はアルゴリズムを記憶することができる。
【００５０】
　本明細書で説明するデータストア（例えば、メモリ６０８）は、揮発性メモリ又は不揮
発性メモリのいずれかとすることができ、若しくは揮発性メモリと不揮発性メモリの両方
を含むことができることを諒解されたい。限定ではなく例として、不揮発性メモリは、読
取り専用メモリ（ＲＯＭ）、プログラマブルＲＯＭ（ＰＲＯＭ）、電気的プログラマブル
ＲＯＭ（ＥＰＲＯＭ）、電気的消去可能ＰＲＯＭ（ＥＥＰＲＯＭ（登録商標））、又はフ
ラッシュメモリを含むことができる。揮発性メモリは、外部キャッシュメモリとして動作
するランダムアクセスメモリ（ＲＡＭ）を含むことができる。限定ではなく例として、Ｒ
ＡＭは、同期ＲＡＭ（ＳＲＡＭ）、ダイナミックＲＡＭ（ＤＲＡＭ）、同期ＤＲＡＭ（Ｓ
ＤＲＡＭ）、ダブルデータレートＳＤＲＡＭ（ＤＤＲ　ＳＤＲＡＭ）、拡張ＳＤＲＡＭ（
ＥＳＤＲＡＭ）、シンクリンクＤＲＡＭ（ＳＬＤＲＡＭ）、及びダイレクトランバスＲＡ
Ｍ（ＤＲＲＡＭ）など、多くの形態が利用可能である。主題のシステム及び方法のメモリ
６０８は、これら及び他の適切なタイプのメモリを、これらに限定されることなく、備え
ることができる。
【００５１】
　モバイル機器６００は、機器６００が文脈的関連コンテンツアイテムを取得することを
可能にするためのコンテキストコンテンツモジュール６３０を更に含むことができる。コ
ンテキストコンテンツモジュール６３０は、機器６００の現在のロケーションを決定する
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ことを支援するロケーションモジュール６３４と、当該の宛先機器を識別する電話番号モ
ジュール６３２とを更に含むことができる。一態様では、電話番号モジュール６３２は、
宛先機器の電話番号、ＩＰアドレス、ＭＡＣアドレス、ＵＲＬ、電子メールアドレス、シ
ョートメッセージサービス（ＳＭＳ）データパケット、拡張メッセージングサービス（Ｅ
ＭＳ）データパケット、マルチメディアメッセージサービス（ＭＭＳ）データパケットな
どを含むことができる。コンテキストコンテンツモジュール６３０は、その後、機器６０
０上に表示するための文脈的関連コンテンツアイテムを受信するように、宛先機器情報と
機器６００情報とをコンテキストコンテンツサーバに更に提供することができる。一態様
では、宛先機器情報は、コンテキストコンテンツサーバ（例えば１３０）によって計算す
ることもできる。
【００５２】
　更に、モバイル機器６００はユーザインターフェース６４０を含むことができる。ユー
ザインターフェース６４０は、通信機器６００への入力を生成するための入力機構６４２
と、通信機器６００のユーザよって消費される情報を生成するための出力機構６４２とを
含む。例えば、入力機構６４２は、キー又はキーボード、マウス、タッチスクリーンディ
スプレイ、マイクロフォンなどの機構を含むことができる。更に、例えば、出力機構６４
４は、表示、オーディオスピーカー、触覚フィードバック機構、パーソナルエリアネット
ワーク（ＰＡＮ）トランシーバなどを含むことができる。図示の態様では、出力機構６４
４は、画像又はビデオ形式のメディアコンテンツを提示するように動作可能なディスプレ
イ、又はオーディオ形式のメディアコンテンツを提示するオーディオスピーカーを含むこ
とができる。宛先機器に接続し、文脈的関連コンテンツアイテムを取得している通信機器
の例示的なスクリーンショットは、図４及び図５に関してより詳細に提示され、説明され
ている。
【００５３】
　図７を参照すると、図１に示したコンテキストコンテンツサーバ１３０など、コンテキ
ストコンテンツシステム７００の詳細ブロック図が示されている。コンテキストコンテン
ツシステム７００は、任意のタイプのハードウェア、サーバ、パーソナルコンピュータ、
ミニコンピュータ、メインフレームコンピュータ、又は専用若しくは汎用いずれかの任意
のコンピューティング機器のうちの少なくとも１つを含むことができる。更に、本明細書
において、コンテキストコンテンツシステム７００上で動作すると説明されたか、又はコ
ンテキストコンテンツシステム７００によって実行されると説明されたモジュール及びア
プリケーションは、図７に示すように単一のネットワーク機器上で完全に実行するか、又
は、代替的に、他の態様では、別個のサーバ、データベース又はコンピュータ機器が協調
して動作し、使用可能なフォーマットのデータを当事者に提供することができ、及び／又
は通信機器１１０とコンテキストコンテンツシステム７００によって実行されるモジュー
ル及びアプリケーションとの間のデータフローにおける別個の制御レイヤを提供すること
ができる。
【００５４】
　コンテキストコンテンツシステム７００は、ワイヤードネットワーク及びワイヤレスネ
ットワーク上でデータを送信及び受信することができ、ルーチン及びアプリケーションを
実行することができるコンピュータプラットフォーム７０２を含む。コンピュータプラッ
トフォーム７０２は、読取り専用及び／又はランダムアクセスメモリ（ＲＯＭ及びＲＡＭ
）、ＥＰＲＯＭ、ＥＥＰＲＯＭ、フラッシュカード、又はコンピュータプラットフォーム
に共通したいずれかのメモリなどの揮発性及び不揮発性メモリを備えることができるメモ
リ７０４を含む。更に、メモリ７０４は、１つ以上のフラッシュメモリセルを含むか、又
は磁気媒体、光学媒体、テープ、若しくはソフトもしくはハードディスクなど、２次又は
３次記憶機器とすることができる。更に、コンピュータプラットフォーム７０２は、特定
用途向け集積回路（「ＡＳＩＣ」）、又は他のチップセット、論理回路、若しくは他のデ
ータ処理機器とすることができるプロセッサ７３０をも含む。プロセッサ７３０は、ワイ
ヤードネットワーク又はワイヤレスネットワーク上でのネットワーク機器の動作を可能に
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する、ハードウェア、ファームウェア、ソフトウェア、及びそれらの組合せで実施される
様々な処理サブシステム７３２を含む。
【００５５】
　コンピュータプラットフォーム７０２は、コンテキストコンテンツシステム７００の様
々なコンポーネント間の通信、及びコンテキストコンテンツシステム７００、機器１１０
、１２２、及びサーバ１４０、１５０、１６０、１７０、１８０の間の通信を可能にする
、ハードウェア、ファームウェア、ソフトウェア、及びそれらの組合せで実施される通信
モジュール７５０を更に含む。通信モジュール７５０は、ワイヤレス通信接続を確立する
ための必要なハードウェア、ファームウェア、ソフトウェア、及び／又はそれらの組合せ
を含むことができる。説明する態様によれば、通信モジュール７５０は、ワイヤレス通信
機器１１０に文脈的関連コンテンツを提供するために必要なハードウェア、ファームウェ
ア及び／又はソフトウェアを含む。
【００５６】
　コンピュータプラットフォーム７０２は、ハードウェア、ファームウェア、ソフトウェ
ア、及びそれらの組合せにおいて実施され、特に機器１１０から通信された情報に対応す
る、機器１１０から受信された情報を処理することを可能にするメトリックモジュール７
４０を更に含む。一態様では、コンテキストコンテンツシステム７００は、機器１１０に
文脈的関連コンテンツアイテムを提供するための関連性決定を変更するために、メトリッ
クモジュール７４０を通して、受信されたデータを分析することができる。例えば、メト
リックモジュール７４０が、前に提供されたコンテキストコンテンツアイテムが適切に実
行しなかったという情報を機器１１０から受信した場合、メトリックモジュールは、その
ようなコンテンツアイテムの配信を中止し、コンテンツプロバイダ１４０に警報を出すこ
とができる。別の例では、メトリックモジュール７４０は、複数のユーザアクションを統
合することによって、特定の番号を呼び出したユーザはまた、特定の製品に関連するコン
テンツをしばしば参照したと決定することができる。そのような例示的な場合、特定の番
号にダイヤルすること、特定の番号からの呼を受信すること、特定の番号にアクセスする
ために、機器に関連するアドレス帳を使用することなどによって、特定の番号がアクセス
されると、ユーザに、特定の製品に関係する文脈的関連コンテンツアイテムが提供され得
る。
【００５７】
　コンテキストコンテンツシステム７００のメモリ７０４は、コンテンツサーバ１４０及
びモバイル事業者サーバ１５０などのコンテンツプロバイダからワイヤレス又はワイヤー
ドネットワーク１２０にわたって機器１１０などのワイヤレス通信機器（ＷＣＤ）に文脈
的関連コンテンツを提供するように動作可能なコンテキストコンテンツモジュール７１０
を含む。コンテキストコンテンツモジュール７１０は、ソースコンテンツプロバイダコン
テンツアイテム７１２を含むことができる。一態様では、ソースコンテンツプロバイダコ
ンテンツアイテム７１２は、モバイル事業者サーバ１５０、広告サーバ１６０、ロケーシ
ョンサーバ１７０、及び勧告サーバ１８０など、複数のサーバからのコンテンツを含むこ
とができる。一態様では、ソースコンテンツプロバイダコンテンツアイテム７１２は、製
品、サービス、個人、グループ、ロケーションなどに関連するクーポン、広告、告知など
を含むことができる。例えば、コンテキストコンテンツモジュール７１０は、広告サーバ
とインターフェースすることができ、広告サーバは企業が電話番号に基づいて広告するこ
とを可能にする（例えば、ピザ会社は、競合者の番号に呼が行われると、５ドルのクーポ
ンについての広告をポスティングすることができる）。別の例では、広告主は、電話番号
がマッピングするロケーションに基づいて広告をポスティングすることができる（例えば
、電話番号が診療室にマッピングする場合、薬局は、それらの薬局情報をユーザに広告す
ることができる）。そのような例示的な態様では、広告主は、それらがカバーするエリア
に基づいて別様に課金され得る（例えば、特定の６平方マイルのエリア中で呼が行われた
場合に自分の広告を見せることを望むことを広告主が選択した場合、１０平方マイルのエ
リアでは、料金がより高くなり得る）。
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【００５８】
　別の態様では、コンテキストコンテンツモジュール７１０は、勧告サーバ１８０などの
勧告サーバとインターフェースすることができる。そのような態様では、勧告サーバは、
関係する企業を識別することができ、次いで、広告サーバなどの他のサーバは、広告など
を示すためにこの情報を使用することができる（例えば、ユーザがピザを注文するために
ピザ会社に呼を行うと、勧告サーバは、ユーザが前記ピザを食べながらムービーを見るこ
とを望み得ることを識別し、この情報に基づいて、広告サーバは近くのムービーレンタル
ショップの広告を示すことができる）。
【００５９】
　コンテキストコンテンツモジュール７１０は、コンテンツプロバイダコンテンツアイテ
ム７１２及び／又はモバイル事業者コンテンツアイテム７１４などのコンテンツをネット
ワーク１２０にわたって配信することが可能な、ユニキャスト配信、ブロードキャスト配
信、マルチキャスト配信、又は任意の他の知られている又は将来の知られているワイヤレ
ス配信機構を提供することができる。一態様では、コンテキストコンテンツモジュール７
１０は、７１２、７１４のうちのどのコンテンツアイテムをワイヤレス機器１１０に送信
することができるかを決定することができる。一態様では、メトリックモジュール７４０
は、幾つかのコンテンツアイテム７１２、７１４に対して選択をバイアスするために、コ
ンテキストコンテンツモジュール７１０に関連性指示を提供することができる。
【００６０】
　動作中、例えば、機器１１０は、機器１５０などの宛先機器に接続するように試みるこ
とができる。一態様では、電話番号などの宛先機器情報、及びロケーション値などの開始
機器情報などをコンテキストコンテンツシステム７００に送信することができる。その後
、コンテキストコンテンツサーバ７００は、コンテキストコンテンツシステム７００にお
いて受信された情報及び記憶された情報を処理することを通して、前述のような文脈的関
連コンテンツを取得することができる。接続プロセス中の所定の時間において、例えば、
接続する前、アクティブな接続中、又は、接続終了後に、開始機器に文脈的関連コンテン
ツアイテムを提供する。従って、開始機器は、宛先エンティティ及び／又は同様のエンテ
ィティに関係するコンテンツアイテムを表示することができる。
【００６１】
　図８を参照すると、文脈的関連コンテンツを取得することができる例示的なシステム８
００のブロック図が示されている。例えば、システム８００は、少なくとも部分的にワイ
ヤレス機器内に常駐することができる。別の例示的な態様によれば、システム８００は、
少なくとも部分的にアクセス端末内に常駐することができる。システム８００は機能ブロ
ックを含むものとして表されており、その機能ブロックは、プロセッサ、ソフトウェア、
又はそれらの組合せ（例えば、ファームウェア）によって実装される機能を表す機能ブロ
ックとすることができることを諒解されたい。システム８００は、連携して動作すること
ができる手段の論理グルーピング８０２を含む。例えば、論理グルーピング８０２は、ワ
イヤレス通信機器（ＷＣＤ）によって宛先機器識別アイテムを取得するための手段を含む
ことができる。一態様では、宛先機器識別アイテムを取得することは、ＷＣＤに関連する
ユーザインターフェースから、ユーザが入力した電話番号を受信すること、ＷＣＤに関連
するアドレス帳から、ユーザが入力した電話番号を受信すること、モバイル事業者が提供
した複数の値から、ユーザが入力した値を受信すること、着信呼から宛先機器識別アイテ
ムを受信することなどを更に含むことができる。別の態様では、コンテキストコンテンツ
サーバが１つ以上の文脈的関連コンテンツアイテムを決定するのを支援するために、ＷＣ
Ｄロケーション値を取得することができる。そのような態様では、ＷＣＤロケーション値
は、ＷＣＤに関連するロケーションセンサからＷＣＤロケーション値を受信すること、ユ
ーザ入力からＷＣＤロケーション情報を受信すること、ＷＣＤに関連する電話番号の市外
局番からＷＣＤロケーション情報を受信すること、ロケーションサーバからＷＣＤロケー
ション情報を受信することなどによって取得され得る。
【００６２】
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　更に、論理グルーピング８０２は、宛先機器識別アイテムをコンテキストコンテンツサ
ーバに送信するための手段であって、コンテキストコンテンツサーバが、受信された宛先
機器識別アイテム８０６を処理することによって１つ以上の文脈的関連コンテンツアイテ
ムを決定する、送信するための手段を備えることができる。コンテキストコンテンツサー
バは、アドレス帳に記憶された宛先機器識別アイテムに対応する名前、宛先機器識別アイ
テムに対応するアドレス、ユーザプロファイル情報及び／又は関係し得るアドレス帳中に
存在する他の情報など、追加情報を受信することができることに注意されたい。そのよう
な態様では、次いで、コンテキストコンテンツサーバは、モバイル機器に、更に処理され
た結果を提供するために、この情報を採用することができる。一態様では、コンテキスト
コンテンツサーバは、ＷＣＤロケーション値、宛先機器識別アイテムに関連するロケーシ
ョン、宛先機器識別アイテムに関連する企業又は企業カテゴリー、広告サーバから取得さ
れた情報、勧告サーバから取得された情報、ロケーションサーバから取得された情報、Ｗ
ＣＤに関連するモバイル事業者から取得された情報などに関する文脈的関連コンテンツア
イテムの関連性を決定することができる。そのような態様では、ＷＣＤロケーション値に
関して決定された文脈的関連コンテンツアイテムは、気象情報、ローカルニュースフィー
ド、ローカルイベント、ローカル時間、現地国固有の為替レート、現地国固有の株価指数
トリガ、ＷＣＤのユーザに関連する１つ以上のソーシャルネットワーキングサイトフィー
ド、ＷＣＤロケーション値から予め定義された距離内の、宛先機器識別アイテムの企業カ
テゴリーに関連する１つ以上の当該地点、地図情報、１つ以上の当該地点のうちの少なく
とも１つについての地図情報、他の企業のための１つ以上の勧告、クーポン、又は宛先機
器識別アイテムに関連するロケーションまでの道順などを含むことができる。更に、その
ような態様では、宛先機器識別アイテムに関連するロケーションに関して決定された文脈
的関連コンテンツアイテムは、気象情報、ローカルニュースフィード、企業名、企業アド
レス、企業カテゴリー、予め定義された距離内の、企業カテゴリーに関連する１つ以上の
当該地点、地図情報、企業カテゴリーに関連する１つ以上の当該地点のうちの少なくとも
１つについての地図情報、企業カテゴリーに関係する１つ以上の企業、企業カテゴリーに
関係する１つ以上の企業のための勧告、企業カテゴリーに関係する１つ以上の企業のうち
の少なくとも１つまでの道順、又はＷＣＤロケーション値から宛先機器識別アイテムに関
連するロケーションまでの道順などを含むことができる。更に、そのような態様では、Ｗ
ＣＤに関連するモバイル事業者、広告サーバ、ロケーションサーバなどに関して決定され
た文脈的関連コンテンツアイテムは、モバイル事業者に関連する１つ以上の広告、モバイ
ル事業者に関連する１つ以上のコンテンツプロバイダからの１つ以上の広告、宛先機器識
別アイテムの企業カテゴリーに関連する１つ以上の広告、ＷＣＤに関連するユーザのユー
ザプロファイルに関連する１つ以上の広告などを含むことができる。
【００６３】
　更に、論理グルーピング８０２は、コンテキストコンテンツサーバから、１つ以上の文
脈的関連コンテンツアイテム８０８のうちの少なくとも１つを受信するための手段を備え
ることができる。一態様では、受信することは、ＷＣＤに関連する１つ以上の動作間隔中
に受信することであって、１つ以上の動作間隔が、宛先機器識別アイテムとの通信接続を
開始するより前の間隔と、宛先機器識別アイテムへの通信接続が完了するより前の間隔と
、通信接続が確立された後の通信中の間隔と、接続が終了した後の間隔とのうちの少なく
とも１つを含む、受信することを含むことができる。従って、コンテキストコンテンツモ
ジュールは、別の機器との通信中のある時点において、ワイヤレス機器によってアクセス
するためにサーバから文脈的関連コンテンツアイテムを取得することができる。更に、シ
ステム８００は、手段８０４、８０６及び８０８に関連する機能を実行するための命令を
保持するメモリ８１０を含むことができる。メモリ８１０の外部にあるものとして図示さ
れているが、１つ以上の手段８０４、８０６及び８０８はメモリ８１０の内部に存在する
ことができることを理解されたい。
【００６４】
　図９を参照すると、ワイヤレス通信機器（ＷＣＤ）に文脈的関連コンテンツを提供する
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ことができる例示的なシステム９００のブロック図が示されている。例えば、システム９
００は、少なくとも部分的にワイヤレス機器内に常駐することができる。別の例示的な態
様によれば、システム９００は、少なくとも部分的にアクセス端末内に常駐することがで
きる。システム９００は機能ブロックを含むものとして表されており、その機能ブロック
は、プロセッサ、ソフトウェア、又はそれらの組合せ（例えば、ファームウェア）によっ
て実装される機能を表す機能ブロックとすることができることを諒解されたい。システム
９００は、連携して動作することができる手段の論理グルーピング９０２を含む。例えば
、論理グルーピング９０２は、コンテキストコンテンツサーバによってＷＣＤ９０４から
宛先機器識別アイテムを受信することを備えることができる。
【００６５】
　更に、論理グルーピング９０２は、受信された宛先機器識別アイテム９０６、及び番号
に対応する名前など、ＷＣＤによって送信された他の利用可能な情報を処理することによ
って１つ以上の文脈的関連コンテンツアイテムを決定するための手段を備えることができ
る。一態様では、コンテキストコンテンツサーバは、ＷＣＤロケーション値、宛先機器識
別アイテムに関連するロケーション、宛先機器識別アイテムに関連する企業、当該地点（
ＰＯＩ）をもつ広告サーバ、勧告サーバ、コンテンツサーバから取得された情報、ロケー
ション情報、特定のロケーションにおいて現在の気象及び時間を得るためのＡＰＩ、特定
のロケーションにおけるニュース及びイベントのためのＡＰＩなどに関する文脈的関連コ
ンテンツアイテムの関連性を決定することができる。そのような態様では、ＷＣＤロケー
ション値に関して決定された文脈的関連コンテンツアイテムは、気象情報、ローカルニュ
ースフィード、ＷＣＤのユーザに関連する少なくとも１つのソーシャルネットワーキング
サイトフィード、ＷＣＤロケーション値から予め定義された距離内の宛先機器識別アイテ
ムの企業カテゴリーに関連する１つ以上の当該地点、地図情報、ＷＣＤロケーション値の
予め定義された距離内の企業カテゴリーに関連する１つ以上の当該地点についての地図情
報、宛先機器識別アイテムに関連するロケーションまでの道順、他の関係する企業までの
道順などを含むことができる。更に、そのような態様では、宛先機器識別アイテムに関連
するロケーションに関して決定された文脈的関連コンテンツアイテムは、気象情報、ロー
カルニュースフィード、宛先機器識別アイテムに関連する企業名、宛先機器識別アイテム
に関連する企業アドレス、宛先機器識別アイテムに関連する企業カテゴリー、予め定義さ
れた距離内の、企業カテゴリーに関連する１つ以上の当該地点、地図情報、企業カテゴリ
ーに関連する１つ以上の当該地点についての地図情報、ＷＣＤロケーション値からの道順
などを含むことができる。更に、そのような態様では、ＷＣＤに関連するモバイル事業者
に関して決定された文脈的関連コンテンツアイテムは、モバイル事業者に関連する１つ以
上の広告、モバイル事業者に関連する１つ以上のコンテンツプロバイダからの１つ以上の
広告、宛先機器識別アイテムの企業カテゴリーに関連する１つ以上の広告、ＷＣＤに関連
するユーザのユーザプロファイルに関連する１つ以上の広告、広告サーバから受信された
１つ以上の広告などを含むことができる。
【００６６】
　更に、論理グルーピング９０２は、１つ以上の文脈的関連コンテンツアイテムのうちの
少なくとも１つをＷＣＤ９０８に送信するための手段を備えることができる。一態様では
、送信することは、ＷＣＤに関連する１つ以上の動作間隔中に宛先機器識別アイテムを送
信することであって、１つ以上の動作間隔が、宛先機器識別アイテムとの通信接続を開始
するより前の間隔と、宛先機器識別アイテムへの通信接続が完了するより前の間隔と、通
信接続が確立された後の通信中の間隔と、接続が終了した後の間隔とのうちの少なくとも
１つを含む、送信することを含むことができる。従って、サーバは、別の機器との通信中
のある時点において、ＷＣＤに文脈的関連コンテンツアイテムを受信し、記憶し、分析し
、提供することができる。更に、システム９００は、手段９０４、９０６及び９１０に関
連する機能を実行するための命令を保持するメモリ９１０を含むことができる。メモリ９
１０の外部にあるものとして図示されているが、１つ以上の手段９０４、９０６及び９０
８はメモリ９１０の内部に存在することができることを理解されたい。



(24) JP 6320971 B2 2018.5.9

10

20

30

40

50

【００６７】
　本出願で使用する「コンポーネント」、「モジュール」、「システム」などの用語は、
限定はしないが、ハードウェア、ファームウェア、ハードウェアとソフトウェアの組合せ
、ソフトウェア、又は実行中のソフトウェアなど、コンピュータ関連のエンティティを含
むものとする。例えば、コンポーネントは、プロセッサ上で実行されるプロセス、プロセ
ッサ、オブジェクト、実行可能ファイル、実行スレッド、プログラム、及び／又はコンピ
ュータとすることができるが、これらに限定されない。例として、コンピューティング機
器上で実行されるアプリケーションと、そのコンピューティング機器の両方をコンポーネ
ントとすることができる。１つ以上のコンポーネントがプロセス及び／又は実行スレッド
内に常駐することができ、１つのコンポーネントを１つのコンピュータ上に配置し、及び
／又は２つ以上のコンピュータ間に分散することができる。更に、これらのコンポーネン
トは、様々なデータ構造を記憶している様々なコンピュータ可読媒体から実行することが
できる。これらのコンポーネントは、ローカルシステム、分散システム、及び／又は他の
システムを用いるインターネットなどのネットワーク全体の中の別のコンポーネントと信
号を介して対話する１つのコンポーネントからのデータなど、１つ以上のデータパケット
を有する信号によるなど、ローカルプロセス及び／又はリモートプロセスを介して通信す
ることができる。
【００６８】
　更に、本明細書では、ワイヤード端末又はワイヤレス端末とすることができる端末に関
する様々な態様について説明する。端末は、システム、機器、加入者ユニット、加入者局
、移動局、モバイル、モバイル機器、リモート局、リモート端末、アクセス端末、ユーザ
端末、端末、通信機器、ユーザエージェント、ユーザ機器、又はユーザ機器（ＵＥ）と呼
ばれることもある。ワイヤレス端末は、セルラー電話、衛星電話、コードレス電話、セッ
ション開始プロトコル（ＳＩＰ）電話、ワイヤレスローカルループ（ＷＬＬ）局、携帯情
報端末（ＰＤＡ）、ワイヤレス接続機能を有するハンドヘルド機器、コンピューティング
機器、又はワイヤレスモデムに接続された他の処理機器とすることができる。更に、本明
細書では基地局に関する様々な態様について説明する。基地局は、（１つ以上の）ワイヤ
レス端末と通信するために利用でき、アクセスポイント、ノードＢ、又は何らかの他の用
語で呼ばれることもある。
【００６９】
　更に、「又は」という用語は、排他的な「又は」ではなく、包括的な「又は」を意味す
るものとする。すなわち、別段の規定がない限り、又は文脈から明白でない限り、「Ｘは
Ａ又はＢを使用する」という句は、自然な包括的置換のいずれかを意味するものとする。
つまり、「ＸはＡ又はＢを使用する」という句は、ＸがＡを使用する場合、ＸがＢを使用
する場合、又はＸがＡとＢの両方を使用する場合のいずれによっても満たされる。更に、
本出願及び添付の特許請求の範囲で使用する冠詞「ａ」及び「ａｎ」は、別段の規定がな
い限り、又は単数形を示すことが文脈から明白でない限り、概して「１つ以上」を意味す
るものと解釈すべきである。
【００７０】
　本明細書で説明する技法は、ＣＤＭＡ、ＴＤＭＡ、ＦＤＭＡ、ＯＦＤＭＡ、ＳＣ－ＦＤ
ＭＡ、ＷｉＦｉ（登録商標）、ＬＴＥ、ＷｉＭａｘ、及び他のシステムなど、様々なワイ
ヤレス通信システムに使用でき得る。「システム」及び「ネットワーク」という用語は、
しばしば互換的に使用される。ＣＤＭＡシステムは、Universal Terrestrial Radio Acce
ss（ＵＴＲＡ）、ｃｄｍａ２０００などの無線技術を実装することができる。ＵＴＲＡは
、Ｗｉｄｅｂａｎｄ－ＣＤＭＡ（Ｗ－ＣＤＭＡ（登録商標））及びＣＤＭＡの他の変形態
を含む。更に、ｃｄｍａ２０００は、ＩＳ－２０００、ＩＳ－９５及びＩＳ－８５６規格
をカバーする。ＴＤＭＡシステムは、グローバル・システム・フォー・モバイル・コミュ
ニケーションズ（ＧＳＭ）などの無線技術を実装することができる。ＯＦＤＭＡシステム
は、Evolved UTRA（Ｅ－ＵＴＲＡ）、ウルトラモバイルブロードバンド（ＵＭＢ）、ＩＥ
ＥＥ８０２．１１（ＷｉＦｉ）、ＩＥＥＥ８０２．１６（ＷｉＭＡＸ（登録商標））、Ｉ
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ＥＥＥ８０２．２０、Ｆｌａｓｈ－ＯＦＤＭなどの無線技術を実装することができる。Ｕ
ＴＲＡ及びＥ－ＵＴＲＡは、ユニバーサル・モバイル・テレコミュニケーション・システ
ム（ＵＭＴＳ）の一部である。３ＧＰＰ ロング・ターム・エボリューション（ＬＴＥ）
は、ダウンリンク上ではＯＦＤＭＡを採用し、アップリンク上ではＳＣ－ＦＤＭＡを採用
するＥ－ＵＴＲＡを使用するＵＭＴＳのリリースである。ＵＴＲＡ、Ｅ－ＵＴＲＡ、ＵＭ
ＴＳ、ＬＴＥ及びＧＳＭは、「第三世代提携プロジェクト」（３ＧＰＰ）と称する組織か
らの文書に記載されている。更に、ｃｄｍａ２０００及びＵＭＢは、「第三世代提携プロ
ジェクト２」（３ＧＰＰ２）と称する組織からの文書に記載されている。更に、そのよう
なワイヤレス通信システムは、不対無資格スペクトル、８０２．ｘｘワイヤレスＬＡＮ、
ＢＬＵＥＴＯＯＴＨ(登録商標)及び任意の他の短距離又は長距離ワイヤレス通信技法をし
ばしば使用するピアツーピア（例えば、モバイルツーモバイル）アドホックネットワーク
システムを更に含むことができる。
【００７１】
　様々な態様又は特徴は、幾つかの機器、コンポーネント、モジュールなどを含むことが
できるシステムに関して提示される。様々なシステムは、追加の機器、コンポーネント、
モジュールなどを含んでもよく、及び／又は各図に関連して論じる機器、コンポーネント
、モジュールなどのすべてを含まなくてもよいことを理解及び諒解されたい。これらの手
法の組合せを使用することもできる。一態様では、ユーザは、コンテキストコンテンツサ
ーバと通信するＷＣＤと直接インターフェースしないことがあることに更に留意されたい
。ユーザは、追加又は代替として、ユーザのためのインターフェース及びディスプレイユ
ニットとして働くことができる個別のディスプレイユニット（例えば、壁上、自動車ダッ
シュボード上、ＰＣ、パーソナルナビゲーション機器（ＰＮＤ）上など）とインターフェ
ースすることができる。そのような態様では、この機器が、今度は、限定はしないが、Ｂ
ｌｕｅｔｏｏｔｈ（登録商標）、Ｚｉｇｂｅｅ（登録商標）など、短距離ワイヤレス技術
にわたってＷＣＤと通信することができる。更に、そのような短距離ワイヤレスインター
フェースは、インターフェース機器とＷＣＤとの間でコンテキストコンテンツを搬送する
ことができる。
【００７２】
　本明細書で開示した態様に関して説明した様々な例示的な論理、論理ブロック、モジュ
ール、及び回路は、汎用プロセッサ、デジタル信号プロセッサ（ＤＳＰ）、特定用途向け
集積回路（ＡＳＩＣ）、フィールドプログラマブルゲートアレイ（ＦＰＧＡ）又は他のプ
ログラマブル論理機器、個別ゲート又はトランジスタ論理、個別ハードウェアコンポーネ
ント、若しくは本明細書で説明した機能を実行するように設計されたそれらの任意の組合
せを用いて実装又は実行できる。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、代替として、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、又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機器の
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つ以上のマイクロプロセッサ、若しくは任意の他のそのような構
成として実装することもできる。更に、少なくとも１つのプロセッサは、上述のステップ
及び／又はアクションの１つ以上を実行するように動作可能な１つ以上のモジュールを備
えることができる。
【００７３】
　更に、本明細書で開示された態様に関して説明した方法又はアルゴリズムのステップ及
び／又はアクションは、直接ハードウェアで実施するか、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で実施するか、又はその２つの組合せで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、ＥＰＲＯ
Ｍメモリ、ＥＥＰＲＯＭメモリ、レジスタ、ハードディスク、リムーバブルディスク、Ｃ
Ｄ－ＲＯＭ、又は当技術分野で知られている他の形態の記憶媒体中に常駐することができ
る。例示的な記憶媒体は、プロセッサが記憶媒体から情報を読むことができ、記憶媒体に
情報を書き込むことができるようにプロセッサに結合できる。代替として、記憶媒体はプ
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ロセッサに一体化することができる。更に、幾つかの態様では、プロセッサ及び記憶媒体
はＡＳＩＣ中に常駐することができる。更に、ＡＳＩＣはユーザ端末中に常駐することが
できる。代替として、プロセッサ及び記憶媒体は、ユーザ端末内に個別コンポーネントと
して常駐することもできる。更に、幾つかの態様では、方法又はアルゴリズムのステップ
及び／又はアクションは、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
読媒体及び／又はコンピュータ可読媒体上のコード及び／又は命令の１つ又は任意の組合
せ、若しくはそのセットとして常駐することができる。
【００７４】
　１つ以上の態様では、説明する機能は、ハードウェア、ソフトウェア、ファームウェア
、又はそれらの組合せで実装することができる。ソフトウェアで実装する場合、機能は、
１つ以上の命令又はコードとしてコンピュータ可読媒体上に記憶するか、若しくはコンピ
ュータ可読媒体上で送信することができる。コンピュータ可読媒体は、ある場所から別の
場所へのコンピュータプログラムの転送を可能にする任意の媒体を含む、コンピュータ記
憶媒体と通信媒体の両方を含む。記憶媒体は、コンピュータによってアクセスできる任意
の利用可能な媒体とすることができる。限定ではなく例として、そのようなコンピュータ
可読媒体は、ＲＡＭ、ＲＯＭ、ＥＥＰＲＯＭ、ＣＤ－ＲＯＭ、又は他の光ディスクストレ
ージ、磁気ディスクストレージ又は他の磁気記憶機器、若しくは命令又はデータ構造の形
態の所望のプログラムコードを搬送又は記憶するために使用でき、コンピュータによって
アクセスできる任意の他の媒体を備えることができる。また、どんな接続でもコンピュー
タ可読媒体と呼ばれることがある。例えば、ソフトウェアが、同軸ケーブル、光ファイバ
ケーブル、ツイストペア、デジタル加入者回線（ＤＳＬ）、又は赤外線、無線、及びマイ
クロ波などのワイヤレス技術を使用して、ウェブサイト、サーバ、又は他のリモートソー
スから送信される場合、同軸ケーブル、光ファイバケーブル、ツイストペア、ＤＳＬ、又
は赤外線、無線、及びマイクロ波などのワイヤレス技術は、媒体の定義に含まれる。本明
細書で使用するディスク（disk）及びディスク（disc）は、コンパクトディスク（disc）
（ＣＤ）、レーザーディスク（登録商標）（disc）、光ディスク（disc）、デジタル多用
途ディスク（disc）（ＤＶＤ）、フロッピー（登録商標）ディスク（disk）及びブルーレ
イディスク（disc）を含み、ディスク（disk）は、通常、データを磁気的に再生し、ディ
スク（disc）は、通常、データをレーザで光学的に再生する。上記の組合せもコンピュー
タ可読媒体の範囲内に含めるべきである。
【００７５】
　上記の開示は例示的な態様及び／又は態様について論じたが、添付の特許請求の範囲に
よって定義された、説明した態様及び／又は態様の範囲から逸脱することなく、様々な変
更及び修正を本明細書で行うことができること留意されたい。更に、説明した態様及び／
又は態様の要素が単数形で説明又は請求されていることがあるが、単数形に限定すること
が明示的に述べられていない限り、複数形が企図される。更に、態様及び／又は態様の全
部又は一部は、別段の記述がない限り、他の態様及び／又は態様の全部又は一部とともに
利用できる。
　　［Ｃ１］　ワイヤレス通信機器によって文脈的関連コンテンツを取得する方法であっ
て、
　ワイヤレス通信機器（ＷＣＤ）によって宛先機器識別アイテムを取得すること、
　前記宛先機器識別アイテムをコンテキストコンテンツサーバに送信すること、
　前記コンテキストコンテンツサーバから、１つ以上の前記文脈的関連コンテンツアイテ
ムのうちの少なくとも１つを受信すること、を含み、
　前記コンテキストコンテンツサーバが、受信された前記宛先機器識別アイテムを処理す
ることによって１つ以上の文脈的関連コンテンツアイテムを決定する、方法。
　　［Ｃ２］　前記コンテキストコンテンツサーバが、ＷＣＤロケーション値と、前記宛
先機器識別アイテムに関連するロケーションと、前記宛先機器識別アイテムから構文解析
されたテキストコンテンツと、前記宛先機器識別アイテムに関連する企業又は企業カテゴ
リーと、広告サーバから取得された情報と、勧告サーバから取得された情報と、ロケーシ
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ョンサーバから取得された情報と、前記ＷＣＤに関連するモバイル事業者から取得された
情報とのうちの少なくとも１つに関する、１つ以上の前記文脈的関連コンテンツアイテム
の関連性を決定する、Ｃ１に記載の方法。
　　［Ｃ３］　前記ＷＣＤロケーション値に関して決定された１つ以上の前記文脈的関連
コンテンツアイテムが、気象情報と、ローカルニュースフィードと、ローカルイベントと
、ローカル時間と、現地国固有の為替レートと、現地国固有の株価指数トリガと、前記Ｗ
ＣＤのユーザに関連する１つ以上のソーシャルネットワーキングサイトフィードと、前記
ＷＣＤロケーション値から予め定義された距離内の、前記宛先機器識別アイテムの前記企
業カテゴリーに関連する１つ以上の当該地点と、地図情報と、前記１つ以上の当該地点の
うちの少なくとも１つについての地図情報と、他の企業のための１つ以上の勧告と、クー
ポンと、前記宛先機器識別アイテムに関連する前記ロケーションまでの道順とのうちの少
なくとも１つを含む、Ｃ２に記載の方法。
　　［Ｃ４］　前記宛先機器識別アイテムに関連する前記ロケーションに関して決定され
た１つ以上の前記文脈的関連コンテンツアイテムが、気象情報と、ローカルニュースフィ
ードと、企業名と、企業アドレスと、企業カテゴリーと、予め定義された距離内の、前記
企業カテゴリーに関連する１つ以上の当該地点と、地図情報と、前記企業カテゴリーに関
連する前記１つ以上の当該地点のうちの少なくとも１つについての地図情報と、前記企業
カテゴリーに関係する１つ以上の企業と、前記企業カテゴリーに関係する前記１つ以上の
企業のための勧告と、前記企業カテゴリーに関係する前記１つ以上の企業のうちの少なく
とも１つまでの道順と、前記ＷＣＤロケーション値から前記宛先機器識別アイテムに関連
する前記ロケーションまでの道順とのうちの少なくとも１つを含む、Ｃ２に記載の方法。
　　［Ｃ５］　前記企業又は企業カテゴリー宛先機器識別アイテムに関して決定された１
つ以上の前記文脈的関連コンテンツアイテムが、前記企業宛先機器識別アイテムから英数
字表現を抽出することと、前記企業カテゴリー又は少なくとも１つの関係する企業を決定
するために前記抽出された英数字表現を使用することとによって決定された１つ以上の前
記文脈的関連コンテンツアイテムを含む、Ｃ２に記載の方法。
　　［Ｃ６］　前記広告サーバに関して決定された１つ以上の前記文脈的関連コンテンツ
アイテムが、前記宛先機器識別アイテムに関連する企業と、前記宛先機器識別アイテムに
関連するロケーションと、前記ＷＣＤロケーション値と前記宛先機器識別アイテムに関連
する前記ロケーションとの間のロケーション関係とのうちの少なくとも１つに基づく、Ｃ
２に記載の方法。
　　［Ｃ７］　前記ＷＣＤに関連する前記モバイル事業者に関して決定された１つ以上の
前記文脈的関連コンテンツアイテムが、前記モバイル事業者に関連する１つ以上の広告と
、前記モバイル事業者に関連する１つ以上のコンテンツプロバイダからの１つ以上の広告
と、前記宛先機器識別アイテムの企業カテゴリーに関連する１つ以上の広告と、前記ＷＣ
Ｄに関連するユーザのユーザプロファイルに関連する１つ以上の広告とのうちの少なくと
も１つを含む、Ｃ２に記載の方法。
　　［Ｃ８］　前記コンテキストコンテンツサーバが、前記モバイル事業者と、前記広告
サーバと、前記勧告サーバとのうちの少なくとも１つに関連する、Ｃ２に記載の方法。
　　［Ｃ９］　前記宛先機器識別アイテムを前記取得することが、
　前記ＷＣＤに関連するユーザインターフェースから、ユーザが入力した電話番号を受信
することと、
　前記ＷＣＤに関連するアドレス帳から、ユーザが入力した電話番号を受信することと、
　モバイル事業者が提供した複数の値から、ユーザが入力した値を受信することと、
　前記着信呼から前記宛先機器識別アイテムを受信することと
のうちの少なくとも１つを更に含む、Ｃ１に記載の方法。
　　［Ｃ１０］　前記ＷＣＤロケーション情報が、
　前記ＷＣＤに関連するロケーションセンサから前記ＷＣＤロケーション値を受信するこ
とと、
　ユーザ入力から前記ＷＣＤロケーション情報を受信することと、
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　前記ＷＣＤに関連する電話番号の市外局番から前記ＷＣＤロケーション情報を受信する
ことと、
　ロケーションサーバから前記ＷＣＤロケーション情報を受信することと
のうちの少なくとも１つによって取得される、Ｃ３に記載の方法。
　　［Ｃ１１］　前記受信することが、
前記ＷＣＤに関連する１つ以上の動作間隔中に１つ以上の前記文脈的関連コンテンツアイ
テムのうちの少なくとも１つを受信することであって、１つ以上の前記動作間隔が、前記
宛先機器識別アイテムとの通信接続を開始するより前の間隔と、前記宛先機器識別アイテ
ムへの通信接続が完了するより前の間隔と、前記通信接続が確立された後の通信中の間隔
と、前記通信接続が終了した後の間隔とのうちの少なくとも１つを含む、受信することを
更に含む、Ｃ１に記載の方法。
　　［Ｃ１２］　前記宛先機器識別アイテムとの通信接続を開始するより前の前記間隔中
に前記受信することが、
　１つ以上の非文脈的関連コンテンツアイテムを表示するアプリケーションに関連するユ
ーザ入力に応答して１つ以上の前記文脈的関連コンテンツアイテムを表示することを更に
含む、Ｃ１１に記載の方法。
　　［Ｃ１３］　前記宛先機器識別アイテムを送信することが、
　ショートメッセージサービス（ＳＭＳ）プロトコルと、
　拡張メッセージングサービス（ＥＭＳ）プロトコルと、
　マルチメディアメッセージサービス（ＭＭＳ）プロトコルと、
　インターネットプロトコル（ＩＰ）ソケットプロトコルと、
　符号分割多重アクセス（ＣＤＭＡ）ベースのプロトコルと、
　グローバル・システム・フォー・モバイル・コミュニケーションズ（ＧＳＭ）ベースの
プロトコルと
のうちの少なくとも１つを使用して前記宛先機器識別アイテムを送信することを更に含む
、Ｃ１に記載の方法。
　　［Ｃ１４］　前記宛先機器識別アイテムを送信することが、
　ショートメッセージサービス（ＳＭＳ）通信データパケットと、
　宛先機器電話番号と
のうちの少なくとも１つとして前記宛先機器識別アイテムを送信することを更に含む、Ｃ
１に記載の方法。
　　［Ｃ１５］　ワイヤレス通信機器によって文脈的関連コンテンツを取得するように構
成された少なくとも１つのプロセッサであって、
　ワイヤレス通信機器（ＷＣＤ）によって宛先機器識別アイテムを取得するための第１の
モジュールと、
　前記宛先機器識別アイテムをコンテキストコンテンツサーバに送信するための第２のモ
ジュールと、
　前記コンテキストコンテンツサーバから、１つ以上の前記文脈的関連コンテンツアイテ
ムのうちの少なくとも１つを受信するための第３のモジュールと、
を備え、前記コンテキストコンテンツサーバが、受信された前記宛先機器識別アイテムを
処理することによって１つ以上の文脈的関連コンテンツアイテムを決定する、プロセッサ
。
　　［Ｃ１６］　コンピュータに、ワイヤレス通信機器（ＷＣＤ）によって宛先機器識別
アイテムを取得させるためのコードの第１のセットと、
　前記コンピュータに、前記宛先機器識別アイテムをコンテキストコンテンツサーバに送
信させるためのコードの第２のセットと、
　前記コンピュータに、前記コンテキストコンテンツサーバから、１つ以上の前記文脈的
関連コンテンツアイテムのうちの少なくとも１つを受信させるためのコードの第３のセッ
トと、
を備え、前記コンテキストコンテンツサーバが、受信された前記宛先機器識別アイテムを
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処理することによって１つ以上の文脈的関連コンテンツアイテムを決定する、コンピュー
タ可読媒体を備える、コンピュータプログラム製品。
　　［Ｃ１７］　ワイヤレス通信機器（ＷＣＤ）によって宛先機器識別アイテムを取得す
るための手段と、
　前記宛先機器識別アイテムをコンテキストコンテンツサーバに送信するための手段と、
　前記コンテキストコンテンツサーバから、１つ以上の前記文脈的関連コンテンツアイテ
ムのうちの少なくとも１つを受信するための手段と、
を備え、前記コンテキストコンテンツサーバが、受信された前記宛先機器識別アイテムを
処理することによって１つ以上の文脈的関連コンテンツアイテムを決定する、装置。
　　［Ｃ１８］　ワイヤレス通信機器（ＷＣＤ）によって宛先機器識別アイテムを取得す
ること、
　前記宛先機器識別アイテムをコンテキストコンテンツサーバに送信すること、
　前記コンテキストコンテンツサーバから、１つ以上の文脈的関連コンテンツアイテムの
うちの少なくとも１つを受信すること、
を行うように動作可能な通信モジュールを備え、前記コンテキストコンテンツサーバが、
受信された前記宛先機器識別アイテムを処理することによって１つ以上の前記文脈的関連
コンテンツアイテムを決定する、ワイヤレス通信機器（ＷＣＤ）。
　　［Ｃ１９］　前記コンテキストコンテンツサーバが、ＷＣＤロケーション値と、前記
宛先機器識別アイテムに関連するロケーションと、前記宛先機器識別アイテムから構文解
析されたテキストコンテンツと、前記宛先機器識別アイテムに関連する企業又は企業カテ
ゴリーと、広告サーバから取得された情報と、勧告サーバから取得された情報と、ロケー
ションサーバから取得された情報と、前記ＷＣＤに関連するモバイル事業者から取得され
た情報とのうちの少なくとも１つに関する、１つ以上の前記文脈的関連コンテンツアイテ
ムの関連性を決定する、Ｃ１８に記載のＷＣＤ。
　　［Ｃ２０］　前記ＷＣＤロケーション値に関して決定された１つ以上の前記文脈的関
連コンテンツアイテムが、気象情報と、ローカルニュースフィードと、ローカルイベント
と、ローカル時間と、現地国固有の為替レートと、現地国固有の株価指数トリガと、前記
ＷＣＤのユーザに関連する１つ以上のソーシャルネットワーキングサイトフィードと、前
記ＷＣＤロケーション値から予め定義された距離内の、前記宛先機器識別アイテムの前記
企業カテゴリーに関連する１つ以上の当該地点と、地図情報と、前記１つ以上の当該地点
のうちの前記少なくとも１つについての地図情報と、他の企業のための１つ以上の勧告と
、クーポンと、前記宛先機器識別アイテムに関連する前記ロケーションまでの道順とのう
ちの少なくとも１つを含む、Ｃ１９に記載のＷＣＤ。
　　［Ｃ２１］　前記宛先機器識別アイテムに関連する前記ロケーションに関して決定さ
れた１つ以上の前記文脈的関連コンテンツアイテムが、気象情報と、ローカルニュースフ
ィードと、企業名と、企業アドレスと、企業カテゴリーと、予め定義された距離内の、前
記企業カテゴリーに関連する１つ以上の当該地点と、地図情報と、前記企業カテゴリーに
関連する前記１つ以上の当該地点のうちの少なくとも１つについての地図情報と、前記企
業カテゴリーに関係する１つ以上の企業と、前記企業カテゴリーに関係する前記１つ以上
の企業のための勧告と、前記企業カテゴリーに関係する前記１つ以上の企業のうちの少な
くとも１つまでの道順と、前記ＷＣＤロケーション値から前記宛先機器識別アイテムに関
連する前記ロケーションまでの道順とのうちの少なくとも１つを含む、Ｃ１９に記載のＷ
ＣＤ。
　　［Ｃ２２］　前記企業又は企業カテゴリー宛先機器識別アイテムに関して決定された
１つ以上の前記文脈的関連コンテンツアイテムが、前記企業宛先機器識別アイテムから英
数字表現を抽出することと、企業カテゴリー又は少なくとも１つの関係する企業を決定す
るために前記抽出された英数字表現を使用することとによって決定された１つ以上の文脈
的関連コンテンツアイテムを含む、Ｃ１９に記載のＷＣＤ。
　　［Ｃ２３］　前記広告サーバに関して決定された１つ以上の前記文脈的関連コンテン
ツアイテムが、前記宛先機器識別アイテムに関連する企業と、前記宛先機器識別アイテム
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に関連するロケーションと、前記ＷＣＤロケーション値と前記宛先機器識別アイテムに関
連する前記ロケーションとの間のロケーション関係とのうちの少なくとも１つに基づく、
Ｃ１９に記載のＷＣＤ。
　　［Ｃ２４］　前記ＷＣＤに関連する前記モバイル事業者に関して決定された１つ以上
の前記文脈的関連コンテンツアイテムが、前記モバイル事業者に関連する１つ以上の広告
と、前記モバイル事業者に関連する１つ以上のコンテンツプロバイダからの１つ以上の広
告と、前記宛先機器識別アイテムの企業カテゴリーに関連する１つ以上の広告と、前記Ｗ
ＣＤに関連するユーザのユーザプロファイルに関連する１つ以上の広告とのうちの少なく
とも１つを含む、Ｃ１９に記載のＷＣＤ。
　　［Ｃ２５］　前記コンテキストコンテンツサーバが、前記モバイル事業者と、前記広
告サーバと、前記勧告サーバとのうちの少なくとも１つに関連する、Ｃ１９に記載のＷＣ
Ｄ。
　　［Ｃ２６］　前記通信モジュールが、
　前記ＷＣＤに関連するユーザインターフェースから、ユーザが入力した電話番号を受信
することと、
　前記ＷＣＤに関連するアドレス帳から、ユーザが入力した電話番号を受信することと、
　モバイル事業者が提供した複数の値から、ユーザが入力した値を受信することと、
　前記着信呼から前記宛先機器識別アイテムを受信することと
を行うように更に動作可能である、Ｃ１８に記載のＷＣＤ。
　　［Ｃ２７］　前記通信モジュールが、
　前記ＷＣＤに関連するロケーションセンサから前記ＷＣＤロケーション値を受信するこ
とと、
　ユーザ入力から前記ＷＣＤロケーション情報を受信することと、
　前記ＷＣＤに関連する電話番号の市外局番から前記ＷＣＤロケーション情報を受信する
ことと、
　ロケーションサーバから前記ＷＣＤロケーション情報を受信することと
を行うように更に動作可能である、Ｃ２０に記載のＷＣＤ。
　　［Ｃ２８］　前記通信モジュールが、
　前記ＷＣＤに関連する１つ以上の動作間隔中に１つ以上の前記文脈的関連コンテンツア
イテムのうちの少なくとも１つを受信するように更に動作可能であり、前記１つ以上の動
作間隔が、前記宛先機器識別アイテムとの通信接続を開始するより前の間隔と、前記宛先
機器識別アイテムへの通信接続が完了するより前の間隔と、前記通信接続が確立された後
の通信中の間隔と、前記通信接続が終了した後の間隔とのうちの少なくとも１つを含む、
Ｃ１８に記載のＷＣＤ。
　　［Ｃ２９］　１つ以上の非文脈的関連コンテンツアイテムを表示するためのアプリケ
ーションモジュールを更に備え、
　前記通信モジュールが、
　１つ以上の前記非文脈的関連コンテンツアイテムを表示する前記アプリケーションモジ
ュールに関連するユーザ入力に応答して１つ以上の前記文脈的関連コンテンツアイテムを
表示するように更に動作可能である、Ｃ２８に記載のＷＣＤ。
　　［Ｃ３０］　前記通信モジュールが、
　ショートメッセージサービス（ＳＭＳ）プロトコルと、
　拡張メッセージングサービス（ＥＭＳ）プロトコルと、
　マルチメディアメッセージサービス（ＭＭＳ）プロトコルと、
　インターネットプロトコル（ＩＰ）ソケットプロトコルと、
　符号分割多重アクセス（ＣＤＭＡ）ベースのプロトコルと、
　グローバル・システム・フォー・モバイル・コミュニケーションズ（ＧＳＭ）ベースの
プロトコルと
のうちの少なくとも１つを使用して前記宛先機器識別アイテムを送信するように更に動作
可能である、Ｃ１８に記載のＷＣＤ。
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　　［Ｃ３１］　前記通信モジュールが、
　ショートメッセージサービス（ＳＭＳ）通信データパケットと、
　宛先機器電話番号と
のうちの少なくとも１つとして前記宛先機器識別アイテムを送信するように更に動作可能
である、Ｃ１８に記載のＷＣＤ。
　　［Ｃ３２］　ワイヤレス通信機器（ＷＣＤ）に文脈的関連コンテンツを提供するため
の方法であって、前記方法が、
　コンテキストコンテンツサーバによってＷＣＤから宛先機器識別アイテムを受信するこ
とと、
　受信された前記宛先機器識別アイテムを処理することによって１つ以上の文脈的関連コ
ンテンツアイテムを決定することと、
　１つ以上の前記文脈的関連コンテンツアイテムのうちの少なくとも１つを前記ＷＣＤに
送信することと
を備える、方法。
　　［Ｃ３３］　前記決定することが、
　ＷＣＤロケーション値と、前記宛先機器識別アイテムに関連するロケーションと、前記
宛先機器識別アイテムから構文解析されたテキストコンテンツと、前記宛先機器識別アイ
テムに関連する企業又は企業カテゴリーと、広告サーバから取得された情報と、勧告サー
バから取得された情報と、ロケーションサーバから取得された情報と、前記ＷＣＤに関連
するモバイル事業者から取得された情報とのうちの少なくとも１つに関する、１つ以上の
前記文脈的関連コンテンツアイテムの関連性を決定すること
を更に備える、Ｃ３２に記載の方法。
　　［Ｃ３４］　前記ＷＣＤロケーション値に関して決定された１つ以上の前記文脈的関
連コンテンツアイテムが、気象情報と、ローカルニュースフィードと、ローカルイベント
と、ローカル時間と、現地国固有の為替レートと、現地国固有の株価指数トリガと、前記
ＷＣＤのユーザに関連する１つ以上のソーシャルネットワーキングサイトフィードと、前
記ＷＣＤロケーション値から予め定義された距離内の、前記宛先機器識別アイテムの前記
企業カテゴリーに関連する１つ以上の当該地点と、地図情報と、前記１つ以上の当該地点
のうちの少なくとも１つについての地図情報と、他の企業のための１つ以上の勧告と、ク
ーポンと、前記宛先機器識別アイテムに関連する前記ロケーションまでの道順とのうちの
少なくとも１つを含む、Ｃ３３に記載の方法。
　　［Ｃ３５］　前記宛先機器識別アイテムに関連する前記ロケーションに関して決定さ
れた１つ以上の前記文脈的関連コンテンツアイテムが、気象情報と、ローカルニュースフ
ィードと、企業名と、企業アドレスと、企業カテゴリーと、予め定義された距離内の、前
記企業カテゴリーに関連する１つ以上の当該地点と、地図情報と、前記企業カテゴリーに
関連する前記１つ以上の当該地点のうちの少なくとも１つについての地図情報と、前記企
業カテゴリーに関係する１つ以上の企業と、前記企業カテゴリーに関係する前記１つ以上
の企業のための勧告と、前記企業カテゴリーに関係する前記１つ以上の企業のうちの少な
くとも１つまでの道順と、前記ＷＣＤロケーション値から前記宛先機器識別アイテムに関
連する前記ロケーションまでの道順とのうちの少なくとも１つを含む、Ｃ３３に記載の方
法。
　　［Ｃ３６］　前記企業又は企業カテゴリー宛先機器識別アイテムに関して決定された
１つ以上の前記文脈的関連コンテンツアイテムが、前記企業宛先機器識別アイテムから英
数字表現を抽出することと、企業カテゴリー又は少なくとも１つの関係する企業を決定す
るために前記抽出された英数字表現を使用することとによって決定された１つ以上の前記
文脈的関連コンテンツアイテムを含む、Ｃ３３に記載の方法。
　　［Ｃ３７］　前記広告サーバに関して決定された１つ以上の前記文脈的関連コンテン
ツアイテムが、前記宛先機器識別アイテムに関連する企業と、前記宛先機器識別アイテム
に関連するロケーションと、前記ＷＣＤロケーション値と前記宛先機器識別アイテムに関
連する前記ロケーションとの間のロケーション関係とのうちの少なくとも１つに基づく、
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Ｃ３３に記載の方法。
　　［Ｃ３８］　前記ＷＣＤに関連する前記モバイル事業者に関して決定された１つ以上
の前記文脈的関連コンテンツアイテムが、前記モバイル事業者に関連する１つ以上の広告
と、前記モバイル事業者に関連する１つ以上のコンテンツプロバイダからの１つ以上の広
告と、前記宛先機器識別アイテムの企業カテゴリーに関連する１つ以上の広告と、前記Ｗ
ＣＤに関連するユーザのユーザプロファイルに関連する１つ以上の広告とのうちの少なく
とも１つを含む、Ｃ３３に記載の方法。
　　［Ｃ３９］　前記コンテキストコンテンツサーバが、前記モバイル事業者と、前記広
告サーバと、前記勧告サーバとのうちの少なくとも１つに関連する、Ｃ３３に記載の方法
。
　　［Ｃ４０］　前記ＷＣＤと前記宛先機器識別アイテムに関連する機器との間の通信経
路を確立することを更に含み、
　前記送信することが、前記ＷＣＤに関連する１つ以上の動作間隔中に１つ以上の前記文
脈的関連コンテンツアイテムのうちの少なくとも１つを送信することを更に備え、前記１
つ以上の動作間隔が、前記宛先機器識別アイテムとの通信接続を開始するより前の間隔と
、前記宛先機器識別アイテムへの通信接続が完了するより前の間隔と、前記通信接続が確
立された後の通信中の間隔と、前記通信接続が終了した後の間隔とのうちの少なくとも１
つを含む、Ｃ３２に記載の方法。
　　［Ｃ４１］　前記ＷＣＤからユーザプロファイル情報を受信することであって、前記
ユーザプロファイル情報が、前に送信された文脈的関連コンテンツアイテムへの１つ以上
のユーザ応答と、前に送信された文脈的関連コンテンツアイテムからのスパムの１つ以上
の報告と、前記ＷＣＤのモデルに関連する属性の説明とのうちの少なくとも１つを含む、
受信することと、
　前記受信されたユーザプロファイル情報と前記宛先機器識別アイテムとの少なくとも一
部分を記憶することと、
　複数のユーザについての記憶されたユーザプロファイル情報と宛先機器識別アイテムと
を処理することから、１つ以上の改良された文脈的関連コンテンツアイテムを生成するこ
とと
を更に含む、Ｃ３３に記載の方法。
　　［Ｃ４２］　１つ以上の改良された前記文脈的関連コンテンツアイテムが、前記ＷＣ
Ｄの前記モデルに関連する前記属性に基づく１つ以上の広告と、前記複数のユーザからの
勧告に基づく関係する企業のための１つ以上の広告とのうちの少なくとも１つを含む、Ｃ
４１に記載の方法。
　　［Ｃ４３］　前記受信することと、前記送信することとのうちの少なくとも１つが、
　ショートメッセージサービス（ＳＭＳ）プロトコルと、
　拡張メッセージングサービス（ＥＭＳ）プロトコルと、
　マルチメディアメッセージサービス（ＭＭＳ）プロトコルと、
　インターネットプロトコル（ＩＰ）ソケットプロトコルと、
　符号分割多重アクセス（ＣＤＭＡ）ベースのプロトコルと、
　グローバル・システム・フォー・モバイル・コミュニケーションズ（ＧＳＭ）ベースの
プロトコルと
のうちの少なくとも１つを使用して前記宛先機器識別アイテムを受信又は送信することを
更に含む、Ｃ３２に記載の方法。
　　［Ｃ４４］　前記受信することと、前記送信することとのうちの少なくとも１つが、
　ショートメッセージサービス（ＳＭＳ）通信データパケットと、
　宛先機器電話番号と
のうちの少なくとも１つとして前記宛先機器識別アイテムを受信又は送信することを更に
含む、Ｃ３２に記載の方法。
　　［Ｃ４５］　ワイヤレス通信機器に文脈的関連コンテンツを提供するように構成され
た少なくとも１つのプロセッサであって、
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　コンテキストコンテンツサーバによってＷＣＤから宛先機器識別アイテムを受信するた
めの第１のモジュールと、
　受信された前記宛先機器識別アイテムを処理することによって１つ以上の文脈的関連コ
ンテンツアイテムを決定するための第２のモジュールと、
　１つ以上の前記文脈的関連コンテンツアイテムのうちの少なくとも１つを前記ＷＣＤに
送信するための第３のモジュールと
を備えるプロセッサ。
　　［Ｃ４６］　コンピュータに、コンテキストコンテンツサーバによってＷＣＤから宛
先機器識別アイテムを受信させるためのコードの第１のセットと、
　前記コンピュータに、受信された前記宛先機器識別アイテムを処理することによって１
つ以上の文脈的関連コンテンツアイテムを決定させるためのコードの第２のセットと、
　前記コンピュータに、１つ以上の前記文脈的関連コンテンツアイテムのうちの少なくと
も１つを前記ＷＣＤに送信させるためのコードの第３のセットと
を含むコンピュータ可読媒体を備えるコンピュータプログラム製品。
　　［Ｃ４７］　コンテキストコンテンツサーバによってＷＣＤから宛先機器識別アイテ
ムを受信するための手段と、
　受信された前記宛先機器識別アイテムを処理することによって１つ以上の文脈的関連コ
ンテンツアイテムを決定するための手段と、
　１つ以上の前記文脈的関連コンテンツアイテムのうちの少なくとも１つを前記ＷＣＤに
送信するための手段と
を備える装置。
　　［Ｃ４８］　　コンテキストコンテンツサーバによってＷＣＤから宛先機器識別アイ
テムを受信するように動作可能である通信モジュールと、
　　受信された前記宛先機器識別アイテムを処理することによって１つ以上の文脈的関連
コンテンツアイテムを決定するように動作可能であるコンテキストコンテンツモジュール
と、を備え、
　前記通信モジュールが、
　　１つ以上の前記文脈的関連コンテンツアイテムのうちの少なくとも１つを前記ＷＣＤ
に送信するように更に動作可能である、コンテキストコンテンツサーバ。
　　［Ｃ４９］　前記コンテキストコンテンツモジュールが、
　ＷＣＤロケーション値と、前記宛先機器識別アイテムに関連するロケーションと、前記
宛先機器識別アイテムから構文解析されたテキストコンテンツと、前記宛先機器識別アイ
テムに関連する企業又は企業カテゴリーと、広告サーバから取得された情報と、勧告サー
バから取得された情報と、ロケーションサーバから取得された情報と、前記ＷＣＤに関連
するモバイル事業者から取得された情報とのうちの少なくとも１つに関する、１つ以上の
前記文脈的関連コンテンツアイテムの関連性を決定するように更に動作可能である、Ｃ４
８に記載のコンテキストコンテンツサーバ。
　　［Ｃ５０］　前記ＷＣＤロケーション値に関して決定された１つ以上の前記文脈的関
連コンテンツアイテムが、気象情報と、ローカルニュースフィードと、ローカルイベント
と、ローカル時間と、現地国固有の為替レートと、現地国固有の株価指数トリガと、前記
ＷＣＤのユーザに関連する１つ以上のソーシャルネットワーキングサイトフィードと、前
記ＷＣＤロケーション値から予め定義された距離内の、前記宛先機器識別アイテムの前記
企業カテゴリーに関連する１つ以上の当該地点と、地図情報と、前記１つ以上の当該地点
のうちの少なくとも１つについての地図情報と、他の企業のための１つ以上の勧告と、ク
ーポンと、前記宛先機器識別アイテムに関連する前記ロケーションまでの道順とのうちの
少なくとも１つを含む、Ｃ４９に記載のコンテキストコンテンツサーバ。
　　［Ｃ５１］　前記宛先機器識別アイテムに関連する前記ロケーションに関して決定さ
れた１つ以上の前記文脈的関連コンテンツアイテムが、気象情報と、ローカルニュースフ
ィードと、企業名と、企業アドレスと、企業カテゴリーと、予め定義された距離内の、前
記企業カテゴリーに関連する１つ以上の当該地点と、地図情報と、前記企業カテゴリーに



(34) JP 6320971 B2 2018.5.9

10

20

30

40

50

関連する前記１つ以上の当該地点のうちの少なくとも１つについての地図情報と、前記企
業カテゴリーに関係する１つ以上の企業と、前記企業カテゴリーに関係する前記１つ以上
の企業のための勧告と、前記企業カテゴリーに関係する前記１つ以上の企業のうちの少な
くとも１つまでの道順と、前記ＷＣＤロケーション値から前記宛先機器識別アイテムに関
連する前記ロケーションまでの道順とのうちの少なくとも１つを含む、Ｃ４９に記載のコ
ンテキストコンテンツサーバ。
　　［Ｃ５２］　前記企業又は企業カテゴリー宛先機器識別アイテムに関して決定された
１つ以上の前記文脈的関連コンテンツアイテムが、前記企業宛先機器識別アイテムから英
数字表現を抽出することと、企業カテゴリー又は少なくとも１つの関係する企業を決定す
るために前記抽出された英数字表現を使用することとによって決定された１つ以上の前記
文脈的関連コンテンツアイテムを含む、Ｃ４９に記載のコンテキストコンテンツサーバ。
　　［Ｃ５３］　前記広告サーバに関して決定された１つ以上の前記文脈的関連コンテン
ツアイテムが、前記宛先機器識別アイテムに関連する企業と、前記宛先機器識別アイテム
に関連するロケーションと、前記ＷＣＤロケーション値と前記宛先機器識別アイテムに関
連する前記ロケーションとの間のロケーション関係とのうちの少なくとも１つに基づく、
Ｃ４に記載のコンテキストコンテンツサーバ。
　　［Ｃ５４］　前記ＷＣＤに関連する前記モバイル事業者に関して決定された１つ以上
の前記文脈的関連コンテンツアイテムが、前記モバイル事業者に関連する１つ以上の広告
と、前記モバイル事業者に関連する１つ以上のコンテンツプロバイダからの１つ以上の広
告と、前記宛先機器識別アイテムの企業カテゴリーに関連する１つ以上の広告と、前記Ｗ
ＣＤに関連するユーザのユーザプロファイルに関連する１つ以上の広告とのうちの少なく
とも１つを含む、Ｃ４９に記載のコンテキストコンテンツサーバ。
　　［Ｃ５５］　前記コンテキストコンテンツサーバが、前記モバイル事業者と、前記広
告サーバと、前記勧告サーバとのうちの少なくとも１つに関連する、Ｃ４９に記載のコン
テキストコンテンツサーバ。
　　［Ｃ５６］　前記通信モジュールが、
　前記ＷＣＤと前記宛先機器識別アイテムに関連する機器との間の通信経路を確立するよ
うに更に動作可能であり、
　前記送信することが、前記ＷＣＤに関連する１つ以上の動作間隔中に１つ以上の前記文
脈的関連コンテンツアイテムのうちの少なくとも１つを送信することを更に含み、前記１
つ以上の動作間隔が、前記宛先機器識別アイテムとの通信接続を開始するより前の間隔と
、前記宛先機器識別アイテムへの通信接続が完了するより前の間隔と、前記通信接続が確
立された後の通信中の間隔と、前記通信接続が終了した後の間隔とのうちの少なくとも１
つを含む、Ｃ４８に記載のコンテキストコンテンツサーバ。
　　［Ｃ５７］　前記通信モジュールが、
　前記ＷＣＤからユーザプロファイル情報を受信するように更に動作可能であり、前記ユ
ーザプロファイル情報が、前に送信された文脈的関連コンテンツアイテムへの１つ以上の
ユーザ応答と、前に送信された文脈的関連コンテンツアイテムからのスパムの１つ以上の
報告と、前記ＷＣＤの前記モデルに関連する属性の説明とのうちの少なくとも１つを含み
、
　前記受信されたユーザプロファイル情報と前記宛先機器識別アイテムとの少なくとも一
部分を記憶するように動作可能である記憶モジュールを更に備え、
　前記コンテキストコンテンツモジュールが、
　複数のユーザについての記憶されたユーザプロファイル情報と宛先機器識別アイテムと
を処理することから、１つ以上の改良された文脈的関連コンテンツアイテムを生成するよ
うに更に動作可能である、Ｃ４８に記載のコンテキストコンテンツサーバ。
　　［Ｃ５８］　前記１つ以上の改良された文脈的関連コンテンツアイテムが、前記ＷＣ
Ｄの前記モデルに関連する前記属性に基づく１つ以上の広告と、前記複数のユーザからの
勧告に基づく関係する企業のための１つ以上の広告とのうちの少なくとも１つを含む、Ｃ
５７に記載のコンテキストコンテンツサーバ。
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　　［Ｃ５９］　前記通信モジュールが、
　ショートメッセージサービス（ＳＭＳ）プロトコルと、
　拡張メッセージングサービス（ＥＭＳ）プロトコルと、
　マルチメディアメッセージサービス（ＭＭＳ）プロトコルと、
　インターネットプロトコル（ＩＰ）ソケットプロトコルと、
　符号分割多重アクセス（ＣＤＭＡ）ベースのプロトコルと、
　グローバル・システム・フォー・モバイル・コミュニケーションズ（ＧＳＭ）ベースの
プロトコルと
のうちの少なくとも１つを使用して前記宛先機器識別アイテムを送信するように更に動作
可能である、Ｃ４８に記載のコンテキストコンテンツサーバ。
　　［Ｃ６０］　前記通信モジュールが、
　ショートメッセージサービス（ＳＭＳ）通信データパケットと、
　宛先機器電話番号と
のうちの少なくとも１つとして前記宛先機器識別アイテムを送信するように更に動作可能
である、Ｃ４８に記載のコンテキストコンテンツサーバ。

【図１】 【図２】
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【図３Ｂ】

【図４】

【図５】 【図６】
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【図９】
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