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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　システム上でマルチプレーヤゲーミングアプリケーションを開始する段階と、
　前記マルチプレーヤゲーミングアプリケーションをプレーするよう招待するためにユー
ザの友達の１人または複数を識別するデータを受信する段階と、
　オートマッチ機能に基づいて、前記マルチプレーヤゲーミングアプリケーションをプレ
ーするために１人または複数のオートマッチプレーヤのためのデータを受信する段階と、
　前記システムのグラフィカルユーザインターフェース上に提示するためのデータを生成
する段階であって、前記データは、関連する友達招待ポジション及び前記マルチプレーヤ
ゲーミングアプリケショーンの最小要件を満たすための１つまたは複数のオートマッチプ
レーヤポジションとともに１人または複数の招待された友達のリストを含み、前記グラフ
ィカルユーザインターフェース上に提示される少なくとも１つのオートマッチプレーヤポ
ジションのためのデータは前記少なくとも１つのオートマッチプレーヤポジションのため
に選択可能な友達招待ポジションを提示するためのデータを含み、前記オートマッチプレ
ーヤポジションについて友達招待オプションが選択された場合、前記少なくとも１つのオ
ートマッチプレーヤポジションの代わりに前記友達招待ポジションを提示するために前記
招待された友達に関連付けられた友達招待ポジションのためのデータが自動的に生成され
る、段階とを含むコンピュータ実施方法。
【請求項２】
　１つまたは複数の友達招待ポジションはそれぞれ前記招待ステータス情報を含み、当該
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招待ステータス情報は、待機および準備完了のうちの１つを含む、請求項１に記載のコン
ピュータ実施方法。
【請求項３】
　待機ステータスを有するそれぞれの友達招待ポジションも、プレーヤ招待解除オプショ
ンを有する請求項２に記載のコンピュータ実施方法。
【請求項４】
　前記友達招待ポジションに関連付けられている前記すでに招待されている友達の招待を
解除するために友達招待ポジションに関連付けられているプレーヤ招待解除オプションの
選択を受け取ることをさらに含む請求項３に記載のコンピュータ実施方法。
【請求項５】
　１つまたは複数のオートマッチポジションはそれぞれが友達招待オプションに関連付け
られる、請求項１に記載のコンピュータ実施方法。
【請求項６】
　前記オートマッチポジションを前記友達招待ポジションで置き換えるために、友達オー
トマッチポジションに関連付けられている友達招待オプションの選択を受け取ることをさ
らに含む請求項５に記載のコンピュータ実施方法。
【請求項７】
　待機ステータスを有する１人の招待された友達から招待の辞退を受信するか、または、
所定の期間内に前記１人の招待された友達から受諾された招待の受信に失敗する段階と、
　前記グラフィカルユーザインターフェースに提示するデータを生成する段階であって、
前記データは一瞬光る友達招待ポジションを示す、段階と、
　前記グラフィカルユーザインターフェースに提示するデータを生成する段階であって、
前記データは前記友達によって辞退された前記友達招待ポジションを置き換えるオートマ
ッチポジション、または、前記所定の期間内に前記招待を受諾しなかったことを示す、請
求項２に記載のコンピュータ実施方法。
【請求項８】
　コンピューティングシステムにより実行された場合に請求項１から７までのいずれか１
項に記載のコンピュータ実施方法を前記システムに実行させる実行可能コンピュータプロ
グラム命令を格納するコンピュータ可読媒体。
【請求項９】
　請求項８に記載のコンピュータ可読媒体を有するデータ処理システム。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
優先権主張
　本出願は、参照により本明細書に組み込まれている、Ｍａｒｃｅｌ　ｖａｎ　Ｏｓによ
って２０１０年４月７日に出願された同一出願人による米国特許出願第６１／３２１，８
６１号、名称「ＳＹＳＴＥＭＳ　ＡＮＤ　ＭＥＴＨＯＤＳ　ＦＯＲ　ＰＲＯＶＩＤＩＮＧ
　Ａ　ＧＡＭＥ　ＣＥＮＴＥＲ」、およびＭａｒｃｅｌ　ｖａｎ　Ｏｓによって２０１０
年８月３１日に出願された同一出願人による米国特許出願第６１／３７８，８８６号、名
称「ＭＥＴＨＯＤＳ　ＡＮＤ　ＳＹＳＴＥＭＳ　ＦＯＲ　ＰＲＯＶＩＤＩＮＧ　Ａ　ＧＡ
ＭＥ　ＣＥＮＴＥＲ」の利益を主張するものである。
　本出願において開示され、請求されるべき発明は、未完成であり、Ａｐｐｌｅ社のｉＰ
ｈｏｎｅ４のプロトタイプが２０１０年３月２５日にＡｐｐｌｅ社の技術者から明らかに
盗まれたときにＡｐｐｌｅ社の許可なく、公衆に開示された。本出願が基づく米国優先出
願は、明らかな盗難の前には提出されていなかった。
　本発明の実施形態は、ゲーミングアプリケーション（gaming applications）のための
プレーヤ特有のオプションおよび統計量を有するゲームセンタを実現するシステムおよび
方法に関する。
【背景技術】
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【０００２】
　このような電子デバイス、コンピューティングデバイス、ポータブルデバイス、および
ハンドヘルドデバイスなどのさまざまなデバイスは、ソフトウェアによるゲーミングアプ
リケーションを有する。これらのデバイス同士をネットワークで接続して、マルチプレー
ヤゲーミング体験を達成することができる。
　従来のゲーミングデバイスの１つでは、プレーヤ同士がオンラインでやり取りすること
ができる。このゲーミングデバイスでは、ゲームと成績をプレーヤ間で共有することがで
きる。ゲーム機を持つユーザは、オンラインゲームサービスにアクセスして、他のプレー
ヤとのゲーミング体験を共有する。
　しかし、この従来のアプローチは、プレーヤを接続すること、他のプレーヤとゲームを
プレーすること、およびプレーヤの実績を追跡することに関して制限がある。
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００３】
　本明細書で説明されているのは、ゲームセンタを実現するための方法およびシステムで
ある。例えば、少なくともいくつかの実施形態では、ゲームセンタモジュールは、プレー
ヤ特有のオプションおよび統計量を有するゲームセンタを構成する。ゲームセンタモジュ
ールは、ユーザが友達のリストを表示し、そこから選択できるように友達オプションを備
えることができる。ゲームセンタモジュールは、ユーザと選択された友達との間で一緒に
プレーしたゲームのリストおよびユーザと選択された友達との間で共通である他のゲーム
の別のリストを含む選択された友達の友達詳細を与えることができる。
【課題を解決するための手段】
【０００４】
　一実施形態では、一緒にプレーしたゲームのリストは、それぞれのオプションが各ゲー
ム名および各ゲームに対するユーザのランキングと選択された友達のランキングとの比較
を示すオプションのリストを含む。共通の他のゲームのリストは、それぞれのオプション
が各ゲーム名および各ゲームに対するユーザのランキングと選択された友達のランキング
との比較を示すオプションのリストを含む。一緒にプレーしたゲームのリストまたは共通
のゲームのリストの選択の後、ゲームセンタモジュールは選択されたゲームおよびリーダ
ボードオプションに関するゲーム詳細を提示することができる。リーダボードオプション
を選択すると、最上位プレーヤ、ユーザ、および適宜、選択されたゲームに対する選択さ
れた友達のランキングを含むリーダボードが生成される。
【０００５】
　本開示は、方法およびこれらの方法を実行するデータ処理システムを含む、これらの方
法を実行するデバイス、およびデータ処理システム上で実行されたときにシステムにこれ
らの方法を実行させる機械可読媒体を含む。
【０００６】
　本発明は、例を用いて、限定することなく添付図面の図に示される。
【図面の簡単な説明】
【０００７】
【図１】本発明の一実施形態におけるゲームセンタを管理するためのゲームセンタモジュ
ールを示す機能ブロック図である。
【図２】本発明の一実施形態におけるクライアントシステム上に配置されているゲームセ
ンタモジュールが備える例示的なゲーミングオプションの例示的な概要を示す図である。
【図３】カスタマイズされたプレーヤ特有のオプションおよび統計量を有するゲームセン
タモジュールとともにクライアントシステム上にゲームセンタを構成するコンピュータ実
施方法３００に対する本発明の一実施形態における流れ図である。
【図４】カスタマイズされたゲーム達成オプションを有するゲームセンタモジュールとと
もにクライアントシステム上にゲームセンタを構成するコンピュータ実施方法４００に対
する本発明の一実施形態における流れ図である。
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【図５】友達オプションまたはゲームオプションを介してアクセスされることに基づきカ
スタマイズされたゲーム詳細を有するゲームセンタモジュールとともにクライアントシス
テム上にゲームセンタを構成するコンピュータ実施方法５００に対する本発明の一実施形
態における流れ図である。
【図６】最近ゲームを一緒にプレーしたプレーヤとマッチングするコンピュータ実施方法
６００に対する本発明の一実施形態における流れ図である。
【図７】友達またはゲームサービスとのオートマッチングプレーヤのユーザのリストに基
づきプレーヤを招待するマルチプレーヤゲーム招待を行うコンピュータ実施方法７００に
対する本発明の一実施形態における流れ図である。
【図８】クライアントシステムによるゲーミング招待を受けるコンピュータ実施方法８０
０に対する本発明の一実施形態における流れ図である。
【図９Ａ】本発明の一実施形態におけるゲームセンタモジュールの起動後に生成される例
示的なユーザインターフェース９００を示す図である。
【図９Ｂ】本発明の一実施形態におけるプロファイルオプション９１０を選択した後に生
成される例示的なユーザインターフェース９２５を示す図である。
【図９Ｃ】本発明の一実施形態におけるアカウント情報オプションを有する例示的なユー
ザインターフェース９６０を示す図である。
【図９Ｄ】本発明の一実施形態におけるプロファイルオプション９１０を選択した後に生
成される例示的なユーザインターフェース９７０を示す図である。
【図１０】本発明の一実施形態における友達のリスト１０５０を有する例示的なユーザイ
ンターフェース１０００を示す図である。
【図１１Ａ】本発明の一実施形態における特定の友達の友達詳細を有する例示的なユーザ
インターフェース１１００を示す図である。
【図１１Ｂ】本発明の一実施形態における特定の友達の友達詳細を有する例示的なユーザ
インターフェース１１９１を示す図である。
【図１２】本発明の一実施形態におけるゲームのリスト１２５０を有する例示的なユーザ
インターフェース１２００を示す図である。
【図１３】本発明の一実施形態における特定のゲームのゲーミング詳細を有する例示的な
ユーザインターフェース１３００を示す図である。
【図１４Ａ】本発明の一実施形態におけるリーダボードを有する例示的なユーザインター
フェース１４００を示す図である。
【図１４Ｂ】本発明の一実施形態におけるリーダボードを有する例示的なユーザインター
フェース１４９１を示す図である。
【図１５Ａ】本発明の一実施形態における特定のゲームに対するゲーム詳細を有する例示
的なユーザインターフェース１５００を示す図である。
【図１５Ｂ】本発明の一実施形態における特定のゲームに対するゲーム詳細を有する例示
的なユーザインターフェース１５８２を示す図である。
【図１６Ａ】本発明の一実施形態におけるリーダボードを有する例示的なユーザインター
フェース１６００を示す図である。
【図１６Ｂ】本発明の一実施形態におけるリーダボードを有する例示的なユーザインター
フェース１６９１を示す図である。
【図１７】本発明の一実施形態における達成を有する例示的なユーザインターフェース１
７００を示す図である。
【図１８Ａ】本発明の一実施形態における達成を有する例示的なユーザインターフェース
１８００を示す図である。
【図１８Ｂ】本発明の一実施形態における達成を有する例示的なユーザインターフェース
１８５０を示す図である。
【図１９】本発明の一実施形態におけるユーザとの最近のマッチからの最近のプレーヤを
有する例示的なユーザインターフェース１９００を示す図である。
【図２０】本発明の一実施形態における最近のマッチからのプレーヤに対する詳細を有す
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る例示的なユーザインターフェース２０００を示す図である。
【図２１】本発明の一実施形態における通知（例えば、友達要求、更新）のリストを有す
る例示的なユーザインターフェース２１００を示す図である。
【図２２】本発明の一実施形態における受信した友達要求に対する詳細を有する例示的な
ユーザインターフェース２２００を示す図である。
【図２３】本発明の一実施形態における友達要求通信を有する例示的なユーザインターフ
ェース２３００を示す図である。
【図２４】本発明の一実施形態におけるアラートメッセージを示す図である。
【図２５】本発明の一実施形態においてマルチプレーヤゲーミングを体験しているときに
ゲームセンタモジュールによっても提供されるユーザインターフェースを示す図である。
【図２６】本発明の一実施形態においてマルチプレーヤゲーミングを体験しているときに
ゲームセンタモジュールによっても提供されるユーザインターフェースを示す図である。
【図２７】本発明の一実施形態においてマルチプレーヤゲーミングを体験しているときに
ゲームセンタモジュールによっても提供されるユーザインターフェースを示す図である。
【図２８】本発明の一実施形態においてユーザインターフェース２８００上をスライドす
る例示的な歓迎アラート２８１０を示す図である。
【図２９】本発明の一実施形態においてユーザインターフェース２９００上をスライドす
る例示的な達成賞２９１０を示す図である。
【図３０】本発明の一実施形態における有線もしくはワイヤレス通信チャネル３００２を
介してコンピューティングシステム３００３と相互にやり取りするためのタッチ入力を受
け付けることができるタッチＩ／Ｏシステム３００１を示す図である。
【図３１】本発明の一実施形態におけるワイヤレス通信の機能を備えるワイヤレスシステ
ムを示す図である。
【図３２】本発明の一実施形態において使用されうる、例示的なＡＰＩアーキテクチャを
示すブロック図である。
【図３３】アプリケーションが複数のサービスＡＰＩを使用してサービスＡまたはＢを、
また複数のＯＳ　ＡＰＩを使用してオペレーティングシステム（ＯＳ）を呼び出すことが
できる、本発明の一実施形態における、「ソフトウェアスタック」の図である。
【図３４】本発明の一実施形態においてゲーム招待を受けた後にユーザインターフェース
に提示される例示的なアラートまたは通知を示す図である。
【図３５】本発明の一実施形態においてゲーム招待を受けた後にユーザインターフェース
に提示される例示的なアラートまたは通知を示す図である。
【図３６】本発明の一実施形態においてゲーム招待を受けた後にユーザインターフェース
に提示される例示的なアラートまたは通知を示す図である。
【図３７】本発明の一実施形態におけるいくつかのシステムに合わせて設計された例示的
なユーザインターフェースを示す図である。
【図３８】本発明の一実施形態におけるいくつかのシステムに合わせて設計された例示的
なユーザインターフェースを示す図である。
【図３９】本発明の一実施形態におけるいくつかのシステムに合わせて設計された例示的
なユーザインターフェースを示す図である。
【図４０】本発明の一実施形態におけるいくつかのシステムに合わせて設計された例示的
なユーザインターフェースを示す図である。
【図４１】本発明の一実施形態におけるいくつかのシステムに合わせて設計された例示的
なユーザインターフェースを示す図である。
【図４２】本発明の一実施形態におけるいくつかのシステムに合わせて設計された例示的
なユーザインターフェースを示す図である。
【図４３】本発明の一実施形態においてテクスチャを有する所望のオブジェクト４３００
を示す図である。
【図４４】本発明の一実施形態におけるテンプレートオブジェクト４４００を示す図であ
る。
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【図４５】本発明の一実施形態におけるさまざまな入力フィールド４５１０～４５１４を
持つ例示的なフォーム４５００を有する例示的なユーザインターフェースを示す図である
。
【図４６】本発明の一実施形態におけるユーザインターフェースのオブジェクトにテクス
チャを追加するための例示的なコンピュータ実施方法を示す図である。
【発明を実施するための形態】
【０００８】
　本明細書で説明されているのは、プレーヤ特有のオプションおよび統計量を有するゲー
ムセンタを実現するための方法およびシステムである。例えば、少なくともいくつかの実
施形態では、システム上に配置されているゲームセンタモジュールは、ゲームセンタを構
成する。ゲームセンタは、多数のゲーム、クライアント、プレーヤなど、またはこれらの
任意の組み合わせに対する情報を提供するゲーミングシステム内の中央領域とすることが
できる。ゲームは、教育的であるか、または実用性があるか、または娯楽をもたらすもの
であるか、またはアプリケーションサービス（例えば、アプリケーションストア）によっ
て提供される任意のカテゴリのソフトウェアアプリケーションとすることができる。
【０００９】
　ゲームセンタモジュールは、ユーザが友達のリストを表示し、そこから選択できるよう
に友達オプションを備えることができる。ゲームセンタモジュールは、ユーザと選択され
た友達との間で一緒にプレーしたゲームのリストおよびユーザと選択された友達との間で
共通である他のゲームの別のリストを含む選択された友達の友達詳細を与えることができ
る。
【００１０】
　一実施形態では、一緒にプレーしたゲームのリストは、それぞれのオプションが各ゲー
ム名および各ゲームに対するユーザのランキングと選択された友達のランキングとの比較
を示すオプションのリストを含む。共通の他のゲームのリストは、それぞれのオプション
が各ゲーム名および各ゲームに対するユーザのランキングと選択された友達のランキング
との比較を示すオプションのリストを含む。一緒にプレーしたゲームのリストまたは共通
のゲームのリストの選択の後、ゲームセンタモジュールは選択されたゲームおよびリーダ
ボードオプションに関するゲーム詳細を提示することができる。リーダボードオプション
を選択すると、最上位プレーヤ、ユーザ、および適宜、選択されたゲームに対する選択さ
れた友達のランキングを含むリーダボードが生成される。
【００１１】
　図１に例示されているように、本発明の一実施形態において実装される一般的ネットワ
ークトポロジーは、「クライアント」または「ピア」コンピューティングシステム１２０
～１２３のグループを含むものとしてよく、これらはそれぞれネットワーク１３０上で互
いに、また１つまたは複数のサービス１０９～１１４と通信する。図１に単一のネットワ
ーククラウドとして例示されているけれども、「ネットワーク」１３０は、ローカルＷｉ
－Ｆｉネットワーク（例えば、８０２．１１ｎホームワイヤレスネットワークまたはワイ
ヤレスホットスポット）、ローカルエリアイーサネット（登録商標）ネットワーク、セル
ラデータネットワーク、およびＷｉＭＡＸネットワーク、さらに同様のものなど、インタ
ーネットおよびプライベートネットワークなどの公衆ネットワークを含むさまざまな異な
るコンポーネントで構成されうる。例えば、システム１２０は、ネットワークリンク１２
５によって表されているホームＷｉ－Ｆｉネットワークに接続することができ、システム
１２１は、ネットワークリンク１２６によって表されている３Ｇネットワーク（例えば、
ユニバーサルモバイル通信システム（「ＵＭＴＳ」）、高速上りパケットアクセス（「Ｈ
ＳＵＰＡ」）など）に接続することができ、システム１２２は、ネットワークリンク１２
７によって表されているＷｉＭＡＸネットワークに接続することができ、システム１２３
は、ネットワークリンク１２８によって表されている公衆Ｗｉ－Ｆｉネットワークに接続
することができる。システム１２０～１２３を接続する際に使用されるローカルネットワ
ークリンク１２５～１２８のそれぞれを、インターネットなどの公衆ネットワークに結合
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することができ、これにより、公衆ネットワークを介してさまざまなシステム１２０～１
２３間で通信することが可能である。しかし、２つのシステムが同じローカルもしくはプ
ライベートネットワーク（例えば、同じＷｉ－Ｆｉネットワーク）上にある場合、これら
２つのシステムは、公衆ネットワークをバイパスして、そのローカル／プライベートネッ
トワーク上で直接通信することができる。もちろん、本開示の基礎となる原理は、ネット
ワークタイプまたはネットワークトポロジーの特定の群に制限されないことに留意された
い。
【００１２】
　図１に例示されているシステム１２０～１２３のそれぞれは、協調サービス１０９（例
えば、ゲームサービス、音楽制作サービス、文書作成サービス）、接続データ交換（ＣＤ
Ｘ）サービス１１０、マッチメーカサービス１１１、招待サービス１１２、アカウントサ
ービス１１３、およびアプリケーションサービス１１４を含みうるデータサービス１００
と通信することができる。一実施形態では、協調サービス１０９を使用することで、ユー
ザは、協調アプリケーションと協調することができる。例えば、協調サービス１０９は、
ユーザがマルチプレーヤゲーミングアプリケーションに対して協調することを可能にする
ゲームサービスであってよい。ゲームサービスは、ゲームセンタを提供するためのサービ
ス１１０～１１４のうちのどれかを含むか、またはアクセスすることができる。ゲームサ
ービスは、サービス１１０～１１４のうちのどれかを含むか、またはアクセスすることが
できる。例えば、ゲームサービスは、サービス１１１および１１２を含むことができる。
　サービス１０９～１１４は、サーバなどの１つまたは複数の物理的コンピューティング
システムにまたがって実行されるソフトウェアとして実装されうる。図１に示されている
ように、一実施形態では、サービスは、同じエンティティ（例えば、同じ会社）によって
管理され、ネットワーク１３０上でシステム１２０～１２３のそれぞれによってアクセス
可能なより大きなデータサービス１００の背景状況において実装されうる。データサービ
ス１００は、さまざまな種類のサーバ、ストレージエリアネットワーク（「ＳＡＮ」）、
およびデータベースを接続するローカルエリアネットワーク（例えば、イーサネット（登
録商標）ベースのＬＡＮ）を備えることができる。一実施形態では、データベースは、ユ
ーザシステム（例えば、クライアントシステム、コンピュータシステム、モバイルシステ
ム）１２０～１２３およびそれらのシステムのユーザに関係するデータ（例えば、ユーザ
アカウントデータ、システムアカウントデータ、ユーザアプリケーションデータなど）を
格納し、管理する。
【００１３】
　一実施形態では、ゲームセンタモジュール１３０～１３３は、それぞれのシステム１２
０～１２３上に配置される。ゲームセンタモジュールは、ゲームサービスと連携してゲー
ムセンタを管理するゲームセンタソフトウェアアプリケーションに関連付けられる。ゲー
ムセンタモジュールは、ゲームセンタを管理し、マルチプレーヤゲーミングのゲーミング
体験を提供するためのサブモジュール（例えば、プロファイル、友達、ゲーム、通知）を
備える。
【００１４】
　一実施形態では、ゲームセンタモジュール１３０～１３３は、ゲームフレームワーク上
に実装され、このようなゲームフレームワークとしては、Ｍｉｋｅ　Ｌａｍｐｅｌｌによ
って２０１０年４月７日に出願された同時係属出願である米国特許出願第６１／３２１，
８５４号、名称「ＡＰＰＬＩＣＡＴＩＯＮ　ＰＲＯＧＲＡＭＭＩＮＧ　ＩＮＴＥＲＦＡＣ
Ｅ，　ＳＹＳＴＥＭ　ＡＮＤ　ＭＥＴＨＯＤ　ＦＯＲ　ＣＯＬＬＡＢＯＲＡＴＩＶＥ　Ｏ
ＮＬＩＮＥ　ＡＰＰＬＩＣＡＴＩＯＮＳ」（整理番号Ｐ９２０３Ｚ）、Ｊｅｒｅｍｙ　Ｗ
ｅｒｎｅｒ、Ｐｈｉｌｌｉｐ　Ｓｍｉｔｈ、Ａｎｄｒｅｗ　Ｈ．　Ｖｙｒｒｏｓによって
２０１０年４月７日に出願された米国特許出願第６１／３２１，８４２号、名称「ＡＰＰ
ＡＲＡＴＵＳ　ＡＮＤ　ＭＥＴＨＯＤ　ＦＯＲ　ＭＡＴＣＨＩＮＧ　ＵＳＥＲＳ　ＦＯＲ
　ＯＮＬＩＮＥ　ＳＥＳＳＩＯＮＳ」（整理番号Ｐ８５４９Ｚ）、Ａｎｄｒｅｗ　Ｈ．　
Ｖｙｒｒｏｓ、Ｊｅｒｅｍｙ　Ｗｅｒｎｅｒ、およびＰａｔｒｉｃｋ　Ｇａｔｅｓによっ
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て２０１０年４月７日に出願された米国特許出願第６１／３２１，８３２号、名称「ＡＰ
ＰＡＲＡＴＵＳ　ＡＮＤ　ＭＥＴＨＯＤ　ＦＯＲ　ＩＮＶＩＴＩＮＧ　ＵＳＥＲＳ　ＴＯ
　ＯＮＬＩＮＥ　ＳＥＳＳＩＯＮＳ」（整理番号Ｐ８５４７Ｚ）、Ｊｅｆｆ　Ｔｕｎｇ、
Ｂａｒｒｙ　Ａ．　Ｗｈｉｔｅｂｏｏｋ、Ｊｏｅ　Ａｂｕａｎ、Ｈｙｅｏｎｋｕｋ　Ｊｅ
ｏｎｇ、Ａｎｄｙ　Ｙａｎｇ、およびＲｏｂｅｒｔｏ　Ｇａｒｃｉａによって２０１０年
４月７日に出願された米国特許出願第６１／３２１，８４１号、名称「ＡＰＰＡＲＡＴＵ
Ｓ　ＡＮＤ　ＭＥＴＨＯＤ　ＦＯＲ　ＥＳＴＡＢＬＩＳＨＩＮＧ　ＡＮＤ　ＵＴＩＬＩＺ
ＩＮＧ　ＢＡＣＫＵＰ　ＣＯＭＭＵＮＩＣＡＴＩＯＮ　ＣＨＡＮＮＥＬＳ」（整理番号Ｐ
９１６２Ｚ）、およびＪｏｅ　Ａｂｕａｎ、Ｊｅｆｆ　Ｔｕｎｇ、Ｒｏｂｅｒｔ　Ｑｕａ
ｔｔｌｅｂａｕｍ、Ｂａｒｒｙ　Ａ．　Ｗｈｉｔｅｂｏｏｋ、およびＲｏｂｅｒｔｏ　Ｇ
ａｒｃｉａによって２０１０年４月７日に出願された米国特許出願第６１／３２１，８５
１号、名称「ＡＰＰＡＲＡＴＵＳ　ＡＮＤ　ＭＥＴＨＯＤ　ＦＯＲ　ＥＦＦＩＣＩＥＮＴ
ＬＹ　ＡＮＤ　ＳＥＣＵＲＥＬＹ　ＥＸＣＨＡＮＧＩＮＧ　ＣＯＮＮＥＣＴＩＯＮ　ＤＡ
ＴＡ」（整理番号Ｐ９１６４Ｚ）（これ以降「同時係属出願」と称する）において説明さ
れているものなどがあり、これらの特許文献は本出願の譲受人に譲渡され、参照により本
明細書に組み込まれている。しかし、これらの同時係属出願において説明されているゲー
ムフレームワークは、本発明の基礎となる原理に従うのに必要なものではないことに留意
されたい。それに加えて、一実施形態では、本明細書で説明されている友達サービスオペ
レーション（例えば、友達リストの表示、友達要求の送信／受信など）は、参照により本
明細書に組み込まれている、Ａｍｏｌ　Ｐａｔｔｅｋａｒ、Ｊｅｒｅｍｙ　Ｗｅｒｎｅｒ
、およびＰａｔｒｉｃｋ　Ｇａｔｅｓによって２０１０年４月７日に出願された同時係属
出願である米国特許出願第６１／３２１，８４８号、名称「ＡＰＰＡＲＡＴＵＳ　ＡＮＤ
　ＭＥＴＨＯＤ　ＦＯＲ　ＥＦＦＩＣＩＥＮＴＬＹ　ＭＡＮＡＧＩＮＧ　ＤＡＴＡ　ＩＮ
　Ａ　ＳＯＣＩＡＬ　ＮＥＴＷＯＲＫＩＮＧ　ＳＥＲＶＩＣＥ」（整理番号Ｐ９２４０Ｚ
）（これ以降「友達サービスアプリケーション」と称する）で説明されている友達サービ
スによって管理される。
【００１５】
　例えば、本発明の一実施形態では、それぞれのユーザは、固有宛先信号識別子（unique
 destination signaling identifier）（「ＤＳＩＤ」）または固有ハンドル（unique ha
ndle）のいずれかによって友達サービス内で識別される。一実施形態では、ＤＳＩＤは、
友達サービスにアカウントを有することが知られているユーザを識別するために使用され
る。これらのユーザは、「ネットワーク内ユーザ」と称されることがある。ハンドルは、
友達サービス１００にアカウントを有することが知られていないユーザを識別するために
使用することができる。これらのユーザは、「ネットワーク外ユーザ」と称されることが
ある。これは、友達サービスにアカウントをまだ登録していないユーザおよび／または友
達サービスにアカウントを有しているが、特定のハンドルをアカウントにまだ関連付けて
いないユーザを含みうる。
　「友達」は、別のユーザからのカウントに関連付けられているかまたはリンクされてい
るアカウントを有するユーザとして定義することができる。友達サービスオペレーション
および「友達」を定義することに関する詳細は、同時係属の友達サービスの出願において
説明されている。
【００１６】
　マッチメーカサービス１１１は、指定された条件群に基づき協調ピアツーピア（Ｐ２Ｐ
）セッションに対して２つまたはそれ以上のシステムをマッチすることができる。例えば
、これらのシステムのうちの２つまたはそれ以上のシステムのユーザは、特定のマルチプ
レーヤゲームをプレーすることに関心を持っている場合がある。このような場合、マッチ
メーカサービス１１１は、それぞれのユーザの経験レベル、それぞれのユーザの年齢、マ
ッチ要求のタイミング、マッチが要求される特定のゲーム、およびゲームに関連付けられ
ているゲーム特有の変数などの変数に基づきゲームに参加するシステムのグループを識別
することができる。例えば、限定はしないが、マッチメーカサービス１１１は、特定のゲ
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ームをプレーする技量が類似のレベルにあるユーザをマッチしようとすることができる。
　それに加えて、大人同士でマッチすることができ、また子供同士でマッチすることがで
きる。さらに、マッチメーカサービス１１１は、ユーザ要求を、それらの要求を受け取っ
た順序に基づき優先順位付けすることができる。本開示の基礎となる原理は、任意の特定
の一連のマッチング基準または特定の種類のＰ２Ｐアプリケーションに限定されない。マ
ッチメーカサービスに関する詳細は、同時係属の米国特許出願第６１／３２１，８４２号
において説明されている。
【００１７】
　マッチ要求に応答して、マッチメーカサービス１１１は、ＣＤＸサービス１１０と調整
して、すべてのマッチ参加者が効率よく、安全にＰ２Ｐセッションを確立するために必要
な接続データを受信することを確実にすることができる。
　一実施形態では、招待サービス１１２も、協調Ｐ２Ｐセッションに参加するシステムを
識別する。しかし、招待サービス１１２の場合、参加者のうちの少なくとも１人は、別の
参加者によって特に識別される。例えば、システム１２０のユーザは、システム１２１の
ユーザとの協調セッションを特に要求することができる。マッチメーカサービス１１１と
同様に、招待要求に応答して、招待サービス１１２は、その参加者群を識別し、ＣＤＸサ
ービス１１０と調整して、すべての参加者が効率よく、安全にＰ２Ｐセッションを確立す
るために必要な接続データを受信することを確実にすることができる。
【００１８】
　図２は、本発明の一実施形態におけるクライアントシステム上に配置されているゲーム
センタモジュールが備えるゲーミングオプションの例示的な概要を示している。ゲームセ
ンタモジュール２００は、ユーザプロファイル情報（例えば、ステータス情報、表現、ア
カウントデータ）を提供するためのプロファイルサブモジュール２１０、ユーザの友達に
関係する情報（例えば、友達のリスト、友達の編集、友達とプレーするゲーム）を提供す
るための友達サブモジュール２２０、ユーザによって所有されるゲームに対するゲーミン
グ情報提供するためのゲーミングサブモジュール２３０、およびさまざまな種類の通知（
例えば、要求、ゲーミング更新など）を行うための通知サブモジュール２４０を備える。
　これらのサブモジュールのそれぞれは、選択可能なオプションをユーザインターフェー
スに付けることができる。
【００１９】
　プロファイルオプションに関連付けられるプロファイルサブモジュール２１０は、ユー
ザのプロファイルエディタオプション２１２（例えば、アバターエディタオプション）お
よびアカウントデータオプション２１４へのアクセスを可能にする。アバターとは、コン
ピュータユーザまたはその分身の表現である。アバターは、コンピュータゲームで使用さ
れる三次元（３Ｄ）モデルまたはインターネットフォーラム、ソーシャルネットワーク、
および他のコミュニティ上で使用される二次元（２Ｄ）アイコンまたは写真または画像ま
たはクリップの形態をとることが多い。アバターは、オンラインインタラクティブゲーミ
ング環境を含む、ビデオゲームで使用することもできる。アバターエディタオプションは
、ユーザのアバターを作成し、編集することができる。アバター、アバター編集、および
アバターの特徴に関する詳細は、Ｍａｒｃｅｌ　Ｖａｎ　Ｏｓによって２０１０年４月７
日に出願された米国特許出願第＿＿＿号、名称「ＰＥＲＳＯＮＡＬＩＺＩＮＧ　ＣＯＬＯ
ＲＳ　ＯＦ　ＵＳＥＲ　ＩＮＴＥＲＦＡＣＥＳ」（整理番号Ｐ９１１３ＵＳＰ１（１８９
６２－０３１６Ｐ０１））、およびＭａｒｃｅｌ　Ｖａｎ　Ｏｓらによって２０１０年４
月７日に出願された米国特許出願第＿＿＿号、名称「ＡＶＡＴＡＲ　ＥＤＩＴＩＮＧ　Ｅ
ＮＶＩＲＯＮＭＥＮＴ」（整理番号Ｐ８８７８ＵＳ１　（１８９６２－０３１３００１）
）にいて説明されており、これらの特許はすべて参照により本明細書に組み込まれている
。
【００２０】
　友達オプションに関連付けられている友達サブモジュール２２０は、友達リストオプシ
ョン２２２へのアクセスを可能にする。これらの友達は、ユーザによる編集が可能である
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。友達のリストは、１つまたは複数のネットワーク（例えば、ゲームセンタネットワーク
）内の友人であってよい。それぞれの友達に関する特定の情報（例えば、名前、ステータ
ス、表現）が、友達のリストに含まれる。ユーザは、友達のうちの１人を選択することに
よって友達に関する追加情報を取得することができる。このユーザ選択によって、選択さ
れた友達に対する友達詳細オプション２２４が生成される。選択された友達に対するこれ
らの詳細は、表現（例えば、アバター）、ステータス、統計量、友達とプレーしたゲーム
のリスト、友達と共通の他のゲームのリスト、友達によって所有されているが、ユーザに
よって所有されていないゲームのリストなどを含むことができる。ユーザは、ユーザがプ
レーしたい相手である友達によって所有されているゲームのうちの１つを選択することが
できる。一実施形態では、ユーザがこのゲームを所有していない場合、ユーザは、アプリ
ケーションストアオプション２２６に自動的に誘導され、選択されたゲームにアクセスす
る。
【００２１】
　ゲーミングオプションに関連付けられているゲーミングサブモジュール２３０は、ゲー
ムリストオプション２３２へのアクセスを可能にする。ゲームは、ゲームのリストに追加
したり、またはゲームのリストから削除したりすることができる。それぞれのゲームに関
する特定の情報（例えば、ゲーム製造業者、ゲーム名、評価）が、ゲームのリストに含ま
れうる。ユーザは、ゲームのうちの１つを選択することによってゲームに関する追加情報
を取得することができる。このユーザ選択によって、選択されたゲームに対するゲーム詳
細オプション２３４が生成される。ゲーム詳細オプション２３４は、オプション２３２か
ら、さらにオプション２２４からアクセスすることができる。選択されたゲームに対する
これらのゲーム詳細は、リーダボードオプション２３５、達成オプション２３６、プレー
アプリケーション／ゲームオプション２３７、最近プレーしたゲームオプション２３８、
および友達に知らせる（ＴＡＦ）オプション２３９を含むものとしてよい。
【００２２】
　一実施形態では、ゲーム詳細２３４によって与えられるこれらのオプションは、ユーザ
がゲーム詳細オプション２３４にゲームリストオプション２３２からアクセスしたか、友
達詳細オプション２２４からアクセスしたかに応じて表示が異なりうる。例えば、オプシ
ョン２３４がオプション２３２を介してアクセスされた場合、リーダボードオプションお
よび達成オプションはユーザに関係する。オプション２３４がオプション２２４を介して
アクセスされた場合、リーダボードオプションおよび達成オプションはユーザおよび友達
ゲーミング統計量の比較を行う比較モードに関係する。
【００２３】
　通知オプションに関連付けられている通知サブモジュール２４０は、通知リストオプシ
ョン２４２へのアクセスを可能にする。これらの通知は、ユーザによる編集が可能である
。通知のリストは、送信される発信要求または１つまたは複数のネットワーク（例えば、
ゲームセンタネットワーク）内で受信されている着信要求であってよい。通知は、特定の
ゲームに対するゲーミング更新、ゲームの新しいリリースに関する通知、またはリリース
される新しいゲームなどを含むことができる。それぞれの要求に関する特定の情報（例え
ば、名前、ステータス、表現）が、通知のリストに含まれる。ユーザは、通知のうちの１
つを選択することによって通知に関する追加情報を取得することができる。このユーザ選
択によって、選択された通知に対する通知詳細オプション２４４が生成される。一実施形
態では、選択された通知（例えば、要求）に対するこれらの詳細は、友達への招待などを
含むことができる。ユーザは、新しい友人を招待するために招待オプション２４６を選択
することができる。新しい友達がオプション２４６で招待される場合、オプション２２２
がアクセスされる。他のオプションおよびこれらのオプション間の関係は、図２に例示さ
れているものに加えてゲームセンタモジュールにおいて規定されうる。図３～８は、ゲー
ムセンタにゲームセンタモジュールおよびゲームサービスを備えるさまざまなコンピュー
タ実施方法に対する例示的な流れ図を示している。
【００２４】
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　図３は、カスタマイズされたプレーヤ特有のオプションおよび統計量を有するゲームセ
ンタモジュールとともにクライアントシステム上にゲームセンタを構成するコンピュータ
実施方法３００に対する本発明の一実施形態における流れ図である。コンピュータ実施方
法３００は、ハードウェア（回路、専用ロジックなど）、ソフトウェア（汎用コンピュー
タシステムまたは専用マシンまたはシステム上で実行されるようなもの）、または両方の
組み合わせを備えることができる処理ロジックによって実行される。一実施形態では、コ
ンピュータ実施方法３００は、クライアントシステム上に配置されているゲームセンタモ
ジュール２００によって実行される。
【００２５】
　ブロック３０２で、処理ロジックは、ゲームセンタアプリケーションおよび関連するゲ
ームセンタモジュールを起動するユーザ選択を受け取る。ブロック３０４で、処理ロジッ
クは、グラフィカルユーザインターフェースにゲームセンタモジュールの選択可能オプシ
ョン（例えば、プロファイル、友達、ゲーム、通知）を自動的に表示することができる。
　ブロック３０６で、処理ロジックは、ゲームセンタモジュールの友達オプションのユー
ザ選択を受け取ることができる。ブロック３０８で、処理ロジックは、ユーザ選択に応答
してシステムのグラフィカルユーザインターフェースに自動的に提示されるデータを送信
することができる。データは、友達のリストを示す。ブロック３１０で、処理ロジックは
、友達のリストから友達のユーザ選択を受け取ることができる。処理ロジックは、グラフ
ィカルユーザインターフェースに自動的に提示されるデータを送信することができる。デ
ータは、ブロック３１２において、一緒にプレーしたゲームのリスト、共通の他のゲーム
のリスト、および友達によって所有されているが、ユーザによって所有されていないゲー
ムのリストを含む選択された友達の友達詳細を示す。
【００２６】
　一実施形態では、一緒にプレーしたゲームのリストは、それぞれのオプションが各ゲー
ム名および各ゲームをプレーしている間の友達に対する一連の達成を示すオプションのリ
ストを含む。それぞれのオプションは、各ゲームに対するユーザのランキングと選択され
た友達とのランキングの比較も示すことができる。ブロック３１４で、処理ロジックは、
ゲームのリストの１つからオプションのユーザ選択を受け取ることができる。ブロック３
１６で、処理ロジックは、一緒にプレーしたゲームからのゲームまたは共通リスト内のゲ
ームのユーザ選択を受け取るかどうかを決定することができる。ブロック３１８で、処理
ロジックは、グラフィカルユーザインターフェースに自動的に提示されるデータを送信す
ることができる。データは、一緒にプレーしたゲームのリストまたは共通のゲームのリス
トからのゲームを受け取る場合に選択されたゲームに対するゲーム詳細を示す。次いで、
ブロック３２０で、処理ロジックは、選択されたゲームのゲーム詳細からリーダボードオ
プションのユーザ選択を受け取ってもよい。リーダボードは、最上位プレーヤ、ユーザ、
および選択されたゲームに対する友達のランキングを含むことができる。あるいは、リー
ダボードは、最上位プレーヤおよびユーザに対するランキングを含むことができる。
【００２７】
　別の実施形態では、処理ロジックは、ブロック３１４で、友達によって所有され、ユー
ザリストには所有されていないゲームからのゲームのユーザ選択を受け取る。この場合、
ブロック３２２で、処理ロジックは、ユーザ選択に応答して、ユーザをアプリケーション
サービス（例えば、アプリケーションストア）に自動的に誘導し選択されたゲームを購入
させることができる。
【００２８】
　図４は、カスタマイズされたゲーム達成オプションを有するゲームセンタモジュールと
ともにクライアントシステム上にゲームセンタを構成するコンピュータ実施方法４００に
対する本発明の一実施形態における流れ図である。コンピュータ実施方法４００は、ハー
ドウェア（回路、専用ロジックなど）、ソフトウェア（汎用コンピュータシステムまたは
専用マシンまたはシステム上で実行されるようなもの）、または両方の組み合わせを備え
ることができる処理ロジックによって実行される。一実施形態では、コンピュータ実施方
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法４００は、クライアントシステム上に配置されているゲームセンタモジュール２００に
よって実行される。
【００２９】
　ゲームセンタモジュールは、起動されると、コンピュータ実施方法３００のブロック３
０２および３０４において説明されているように、選択可能なオプション（例えば、プロ
ファイル、友達、ゲーム、通知）を提示する。ブロック４０２で、処理ロジックは、シス
テムのグラフィカルユーザインターフェースに提示されるデータを生成することができる
。データは、ゲームセンタモジュール（例えば、ソフトウェアアプリケーション）に関連
付けられている選択されたゲームのゲーム詳細を示す。ゲーム詳細は、ゲーム詳細オプシ
ョン（例えば、ゲーム詳細オプション２３４）に関連付けられており、これは上で説明さ
れ図２に例示されているように友達オプションまたはゲームオプションを介してアクセス
することができる。ゲーム詳細は、選択されたゲームに対するユーザの一連の達成を示す
達成オプションを備える。ブロック４０４で、処理ロジックは、達成オプションのユーザ
選択を受け取る。ブロック４０６で、処理ロジックは、グラフィカルユーザインターフェ
ースに提示されるデータを生成することができる。データは、達成のリストおよび選択さ
れたゲームに対するこれらの達成の完遂ステータスを含む達成データを含む。
【００３０】
　一実施形態では、ゲーム詳細は、ゲームオプションを介してアクセスされる。この場合
、達成データは、完遂している達成の回数に基づくユーザのスコアを含む。達成データは
、達成がユーザによって完遂された場合に達成アイコンがそれぞれの達成に備える達成の
リストも含む。あるいは、達成が完遂していない場合に、完遂の量を示す進捗情報が与え
られる。
　別の実施形態では、ゲーム詳細は、友達オプションを介してアクセスされる。この場合
、処理ロジックは、達成オプションのユーザ選択を受け取る前に、友達のユーザ選択を受
け取る。達成オプションのユーザ選択に応答して生成される達成データは、ユーザによっ
て完遂された達成の回数に基づくユーザのスコアと友達によって完遂された達成の回数に
基づく友達のスコアとの比較を含む。達成データは、友達が達成リスト内のそれぞれの達
成を完遂したかどうかに関する友達に対する指示およびユーザが達成リスト内のそれぞれ
の達成を完遂したかどうかに関するユーザに対する別の指示も含む。
【００３１】
　図５は、友達オプションまたはゲームオプションを介してアクセスされることに基づき
カスタマイズされたゲーム詳細を有するゲームセンタモジュールとともにクライアントシ
ステム上にゲームセンタを構成するコンピュータ実施方法５００に対する本発明の一実施
形態における流れ図である。コンピュータ実施方法５００は、ハードウェア（回路、専用
ロジックなど）、ソフトウェア（汎用コンピュータシステムまたは専用マシンまたはシス
テム上で実行されるようなもの）、または両方の組み合わせを備えることができる処理ロ
ジックによって実行される。一実施形態では、コンピュータ実施方法５００は、クライア
ントシステム上に配置されているゲームセンタモジュール２００によって実行される。
【００３２】
　ゲームセンタアプリケーションおよび関連するモジュールは、起動されると、コンピュ
ータ実施方法３００のブロック３０２および３０４において説明されているように、選択
可能なオプション（例えば、プロファイル、友達、ゲーム、通知）を提示する。ブロック
５０２で、処理ロジックは、友達リストオプションの生成を行わせる友達オプションのユ
ーザ選択とその後に続く友達リストからの友達のユーザ選択を受け取るか、あるいは処理
ロジックは、ゲームオプションのユーザ選択を受け取ることができる。ブロック５０４で
、処理ロジックは、グラフィカルユーザインターフェースに提示されるデータを送信する
ことができる。データは、ブロック５０２で受け取った各ユーザ選択（複数可）に基づく
友達詳細またはゲームリストを示す。例えば、友達詳細は、友達リストオプションからの
友達のユーザ選択に応答して生成される。あるいは、ゲームオプションのユーザ選択に応
答してゲームリストが生成される。ブロック５０６で、処理ロジックは、選択された友達
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によって所有されるゲームのリストからのゲームのユーザ選択（つまり、友達詳細オプシ
ョンからのゲームのユーザ選択）またはユーザによって所有されるゲームのリストからの
ユーザ選択（つまり、ゲームリストオプションからのゲームのユーザ選択）を受け取るこ
とができる。ブロック５０８で、処理ロジックは、グラフィカルユーザインターフェース
に提示されるデータを送信することができる。データは、ゲームセンタモジュールに関連
付けられている選択されたゲームのゲーム詳細を示す。ゲーム詳細は、選択された友達お
よびユーザが友達詳細オプション（例えば、友達詳細オプション２２４）からゲーミング
詳細にアクセスした場合の選択されたゲームに対するユーザの比較情報を含む。あるいは
、ゲーム詳細は、ユーザがゲームリストオプション（例えば、ゲームリストオプション２
３２）からゲーミング詳細にアクセスした場合の選択されたゲームに対するユーザのみに
関するユーザ情報を含む。
【００３３】
　一実施形態では、比較情報は、選択されたゲームに対するユーザのランキングと選択さ
れた友達のランキングとの比較を示すリーダボードオプションを備える。比較情報は、選
択されたゲームに対するユーザの一連の達成と選択された友達の一連の達成との比較を示
す達成オプションをさらに備えることができる。
【００３４】
　別の実施形態では、ユーザ情報は、選択されたゲームに対するユーザのランキングを示
すリーダボードオプションおよび選択されたゲームに対するユーザの一連の達成を示す達
成オプションを備える。そのため、ゲーム詳細オプションは、友達詳細オプションを介し
てアクセスされた場合に比較モードで第１のオプション群を、ゲームリストオプションを
介してアクセスされた場合に非比較モードで第２のオプション群を提示する。
　図６は、クライアントシステムとともに最近ゲームを一緒にプレーしたプレーヤとマッ
チングするコンピュータ実施方法６００に対する本発明の一実施形態における流れ図であ
る。コンピュータ実施方法６００は、ハードウェア（回路、専用ロジックなど）、ソフト
ウェア（汎用コンピュータシステムまたは専用マシンまたはシステム上で実行されるよう
なもの）、または両方の組み合わせを備えることができる処理ロジックによって実行され
る。一実施形態では、コンピュータ実施方法６００は、クライアントシステム上に配置さ
れているゲームセンタモジュール２００によって実行される。
【００３５】
　ゲームセンタアプリケーションおよび関連するゲームセンタモジュールは、起動される
と、コンピュータ実施方法３００のブロック３０２および３０４において説明されている
ように、選択可能なオプション（例えば、プロファイル、友達、ゲーム、通知）を提示す
る。ユーザは、コンピュータ実施方法５００のブロック５０２、５０４、および５０６で
説明され、また図２にも例示されているように、特定のゲームに対するゲーム詳細オプシ
ョンにアクセスするために友達オプションまたはゲームオプションを選択することができ
る。ブロック６０２で、処理ロジックは、システムのグラフィカルユーザインターフェー
スに提示すべきデータを生成することができる。データは、ゲーミング詳細が最近のマッ
チオプションを有するゲームセンタモジュールに関連付けられている選択されたゲームの
ゲーム詳細を示す。ブロック６０４で、処理ロジックは、最近のマッチオプションのユー
ザ選択を受け取ることができる。ブロック６０６で、処理ロジックは、グラフィカルユー
ザインターフェースに提示すべきデータを生成することができる。データは、ユーザと１
人または複数の他のプレーヤとの間の最近のマッチを含む最近のマッチデータを含む。デ
ータは、その１人または複数の他のプレーヤとユーザが最近プレーしたゲームを含む。例
えば、データは、プレーヤおよびユーザと最近プレーした関連するゲームのリストを含む
ことができる。プレーヤは、友達、あるいは友達と友達でない人であってもよい。
【００３６】
　プレーヤのリストは、名前、ステータスメッセージ、表現（例えば、アバター）、およ
びユーザとの最後のマッチの日付などの、ユーザのそれぞれの友達に対するゲーミング情
報を含むことができる。ユーザのそれぞれの、友達でない人に対するゲーミング情報は、
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名前、表現（例えば、アバター）、およびユーザとの最後のマッチの日付を含むことがで
きる。プレーヤのリスト内のそれぞれのプレーヤは、選択可能なオプションに関連付けら
れている。
【００３７】
　ブロック６０８で、処理ロジックは、友達でない人に関連付けられている選択可能なオ
プションのユーザ選択を受け取ることができる。ブロック６１０で、処理ロジックは、グ
ラフィカルユーザインターフェース詳細に提示すべきデータを生成することができる。デ
ータは、通知（例えば、友達要求を送る）オプションおよび問題を報告オプションを含む
友達でない選択された人に関する詳細を含む。ブロック６１２で、処理ロジックは、友達
要求を送るオプションのユーザ選択を受け取ることができる。ブロック６１４で、処理ロ
ジックは、グラフィカルユーザインターフェースに提示すべきデータを生成することがで
きる。データは、ユーザとゲームを最近プレーした友達でない選択された人に送信する友
達要求を含む。したがって、ユーザは、ユーザとゲームを最近プレーしたプレーヤのリス
トに基づき友達でない人を友達となるように招待することができる。「友達」は、別のユ
ーザからのカウントに関連付けられているかまたはリンクされているアカウントを有する
ユーザとして定義することができる。友達サービスオペレーションおよび「友達」を定義
することに関するより詳細なことは、同時係属の友達サービスの出願において説明されて
いる。
【００３８】
　図７は、友達またはゲームサービスとのオートマッチングのユーザのリストに基づきプ
レーヤを招待するマルチプレーヤゲーム招待を行うコンピュータ実施方法７００に対する
本発明の一実施形態における流れ図である。コンピュータ実施方法７００は、ハードウェ
ア（回路、専用ロジックなど）、ソフトウェア（汎用コンピュータシステムまたは専用マ
シンまたはシステム上で実行されるようなもの）、または両方の組み合わせを備えること
ができる処理ロジックによって実行される。一実施形態では、コンピュータ実施方法７０
０は、クライアントシステム上に配置されているゲームセンタモジュール２００によって
実行される。
【００３９】
　ブロック７０２で、処理ロジックは、ユーザ選択に応答して、システム上でマルチプレ
ーヤゲーミングアプリケーションを起動する。ブロック７０４で、処理ロジックは、シス
テムのグラフィカルユーザインターフェースに提示すべきデータを生成することができる
。データは、マルチプレーヤゲーミングアプリケーションに対して１人または複数の友達
を招待することをできるようにするユーザの友達のリストを有するゲーミング招待を含む
。友達は、個別に、または同時に招待されてもよい。ブロック７０６で、処理ロジックは
、マルチプレーヤゲーミングアプリケーションをプレーするよう招待するユーザの友達の
うちの１人または複数を識別するデータを受信することができる（例えば、マルチプレー
ヤゲーミングアプリケーションをプレーするよう少なくとも１人の友達を招待するために
友達のリストから少なくとも１人の友達のユーザ選択を受け取る）。ブロック７０８で、
処理ロジックは、グラフィカルユーザインターフェースに提示すべきデータを生成するこ
とができる。データは、１人または複数の招待された友達および１人または複数のオート
マッチされるプレーヤに対する招待ステータス情報を含む。招待ステータス情報は、それ
ぞれのオートマッチされるプレーヤポジションが友達を招待オプションを有するマルチプ
レーヤゲーミングアプリケーションに対する最低プレーヤ要件を満たすのに必要な場合に
招待された友達ポジションおよび１人または複数のオートマッチされるプレーヤのプレー
ヤポジションのリストを含むことができる。マルチプレーヤゲーミングアプリケーション
は、典型的には、最小および最大数のプレーヤスロットまたはポジションを有する。埋め
られる必要がある、ユーザの友達によって埋められていない空のポジションは、ゲームセ
ンタモジュールのオートマッチング機能によって自動的に埋めることができる。一実施形
態では、ブロック７０６における友達のユーザ選択に応答して、一連の招待トランザクシ
ョンが、同時係属出願において説明されているような招待サービス１１２により実装され
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うる。それに加えて、一実施形態では、追加のプレーヤスロットまたはポジションを埋め
るために、一連のマッチメイキングトランザクションが、同時係属出願において説明され
ているようなマッチメイキングサービス１１１により実装されうる。
【００４０】
　一実施形態では、それぞれの友達を招待ポジションは、待機中または準備完了を含むス
テータス情報を有する。待機ステータスを有するそれぞれの友達を招待ポジションは、プ
レーヤの招待を解除オプションを有することもできる。ブロック７１０で、処理ロジック
は、友達を招待ポジションに関連付けられているすでに招待されている友達の招待を解除
するために待機ステータスを有する友達を招待ポジションに関連付けられているプレーヤ
の招待を解除オプションのユーザ選択を受け取ってもよい。プレーヤの招待を解除オプシ
ョンのユーザ選択およびその後の確認により、ユーザは、すでに招待されている友達をマ
ッチメーカサービスによって自動的に選択されたプレーヤまたはユーザによって選択され
たプレーヤで置き換えることができる。友達を招待ポジションは、待機ステータスを有し
、これは招待された友達が招待を受諾しなかったことを示す。友達が招待を受諾したこと
を示す、準備完了ステータスを有する友達を招待ポジションは、オートマッチプレーヤで
置き換えることはできない。あるいは、友達を招待ポジションは、オートマッチオプショ
ンを有することもできる。このオプションのユーザ選択により、待機ステータスを有する
友達を招待ポジションがプレーヤをオートマッチポジションで置き換えられる。
【００４１】
　ブロック７１２で、処理ロジックは、オートマッチポジションを友達を招待ポジション
で置き換えるために、友達をオートマッチポジションに関連付けられている友達を招待オ
プションのユーザ選択を受け取ってもよい。したがって、ユーザは友達およびオートマッ
チされるプレーヤとのマルチプレーヤゲーミング体験を楽しむことができる。
【００４２】
　図８は、クライアントシステムによるゲーミング招待を受けるコンピュータ実施方法８
００に対する本発明の一実施形態における流れ図である。コンピュータ実施方法８００は
、ハードウェア（回路、専用ロジックなど）、ソフトウェア（汎用コンピュータシステム
または専用マシンまたはシステム上で実行されるようなもの）、または両方の組み合わせ
を備えることができる処理ロジックによって実行される。一実施形態では、コンピュータ
実施方法８００は、クライアントシステム上に配置されているゲームセンタモジュール２
００によって実行される。
【００４３】
　ブロック８０２で、処理ロジックは、ユーザのシステムにより、特定のゲームをプレー
する招待をユーザの特定の友達から受け取る。ブロック８０４で、処理ロジックは、ユー
ザがその特定のゲームを所有しているかどうかを判定する。ブロック８０６で、処理ロジ
ックは、グラフィカルユーザインターフェースに、ユーザがその特定のゲームを所有して
いない場合にその特定のゲームにアクセスするためのアクセスオプション、ゲーム招待を
辞退するための辞退オプション、およびゲーム招待を破棄するための任意選択の破棄オプ
ションを含むさまざまなオプションを提示する。破棄オプションを選択することで、ユー
ザは、ゲームを辞退するか、またはアクセスするかを後で決定することができる。
　ブロック８０８で、処理ロジックは、アクセスオプション（例えば、購入、アプリケー
ションストア）のユーザ選択に応答して、ユーザをアプリケーションサービス（例えば、
アプリケーションストア）に自動的に誘導し特定のゲームを購入させる。あるいは、処理
ロジックは、アクセスオプションのユーザ選択に応答して、ユーザをアプリケーションサ
ービスに自動的に誘導して、制限期間内にゲームの完全機能版、または機能が制限された
デモコピーに無料でアクセスできるようにすることができる。
【００４４】
　ブロック８１０で、処理ロジックは、グラフィカルユーザインターフェースに、ユーザ
がデバイス上の特定のゲームを所有している場合に招待を受諾し、その招待の送信者とそ
の特定のゲームをプレーする受諾オプションを提示する。処理ロジックは、グラフィック
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ユーザインターフェースに、招待を辞退する辞退オプションおよび適宜、一定期間招待を
破棄する破棄オプションも提示する。
　ブロック８１２で、処理ロジックは、グラフィカルユーザインターフェースに、ユーザ
が特定のゲームを所有しているが、ユーザによって現在使用されているデバイス上にはな
い場合に、招待を受諾し、その招待の送信者とのその特定のゲームをダウンロードするダ
ウンロードオプションを提示する。処理ロジックは、グラフィックユーザインターフェー
スに、招待を辞退する辞退オプションおよび適宜、一定期間招待を破棄する破棄オプショ
ンも提示する。
　例えば、一実施形態では、１人のプレーヤが招待を生成して別のプレーヤに送信する。
　データサービス１００は、その招待を受け取るプレーヤを特定し、招待サービス１１２
が、その招待をこのプレーヤに送信し、上で説明されているようにこのプレーヤはゲーム
を簡単に、または素早く取得するか、またはゲームをプレーすることができる。
【００４５】
　図９Ａ～９Ｄ、１０～２９、３４～４２、および４５は、本開示の少なくともいくつか
の実施形態に従ってクライアントシステム上に配置されているゲームセンタモジュールに
よって提供される例示的なユーザインターフェース（例えば、グラフィカルユーザインタ
ーフェース（ＧＵＩ））を例示している。図９Ａは、本発明の一実施形態におけるゲーム
センタモジュールの起動後に生成される例示的なユーザインターフェース９００を示す図
である。一実施形態では、オプション９１０はユーザプロファイルに関連付けられ、オプ
ション９２０は友達に関連付けられ、オプション９３０はゲーミングアプリケーション（
例えば、ゲーム）に関連付けられ、オプション９４０は通知に関連付けられる。
【００４６】
　図９Ｂは、本発明の一実施形態におけるプロファイルオプション９１０を選択した後に
生成される例示的なユーザインターフェース９２５を示す図である。例えば、ユーザは、
初期ゲームセンタユーザインターフェース９００からオプション９１０を選択することが
でき、処理ロジックは、異なるプロファイルオプションを有する図９Ｂに例示されている
ユーザインターフェース９２５を自動的に生成して提示する。これらのプロファイルオプ
ションは、ユーザ（例えば、Ｍｅｌ）に対する表現９５０（例えば、２Ｄアバター、３Ｄ
アバター）を生成するための生成／編集オプション９５４、ステータスメッセージ９５２
、およびアカウント情報オプション９５６を含むことができる。アカウント情報は、アカ
ウントサービス１１３に対するアカウントに関係するものとしてよい。
【００４７】
　図９Ｃは、本発明の一実施形態におけるアカウント情報オプションを有する例示的なユ
ーザインターフェース９６０を示す図である。処理ロジックは、オプション９５６のユー
ザ選択に応答してユーザインターフェース９６０を生成する。一実施形態では、オプショ
ン９５６はユーザの電子メールアドレスを表示する。このインターフェース９６０は、パ
スワードオプション９４０、エイリアスオプション９４２、ゲーム招待オプション９４４
、および電子メールオプション９４６を備える。
【００４８】
　図９Ｄは、本発明の一実施形態におけるプロファイルオプション９１０を選択した後に
生成される例示的なユーザインターフェース９７０を示す図である。例えば、ユーザは、
初期ゲームセンタユーザインターフェース９００からオプション９１０を選択することが
でき、処理ロジックは、図９Ｄに例示されているユーザインターフェース９７０を自動的
に生成して提示する。ユーザインターフェース９７０は、ユーザの名前またはユーザ名（
例えば、ＭＥＬ）、ゲームをする友達の数（例えば、５５）、ユーザがプレーするゲーム
の数（例えば、７３）、および完遂した達成の回数（例えば、１５）を表示する。ユーザ
インターフェース９７０は、ユーザによって設定されるステータスメッセージ９７８も含
む。
【００４９】
　図１０は、本発明の一実施形態における友達のリスト１０５０を有する例示的なユーザ
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インターフェース１０００を示す図である。ユーザインターフェース１０００は、友達オ
プション（例えば、オプション８２０）のユーザ選択に応答して生成される。友達のリス
ト１０５０は、さまざまな検索カテゴリ（例えば、名前、ニックネーム）を使用して検索
オプション１０６０により検索することができる。友達情報（例えば、電子メール、名前
、ニックネーム）を有する１つまたは複数のデータベースを検索して、名前またはニック
ネームで友達を見つけることができる。友達のリスト内にあるそれぞれの友達（例えば、
ユーザ名１、ユーザ名２、ユーザ名３）に対する情報が、ユーザインターフェース１００
０に表示される。この友達情報は、ユーザ名、友達によって与えられるステータスメッセ
ージ（例えば、「自分がこのゲームを支配した」）、友達に対するオプションの表現（Ｒ
ＥＰＲ）、および友達によって一番最近にプレーされたゲームなどを含む。この表現は、
友達に対するアバターであってもよい。オプション１０７０のユーザ選択により、ユーザ
の連絡先および関連する連絡先情報（例えば、電話番号、電子メールアドレス、ＵＲＬ、
住所、追加フィールドなど）のリストが表示される。
【００５０】
　図１１Ａおよび１１Ｂは、本発明の一実施形態における特定の友達の友達詳細を有する
例示的なユーザインターフェース１１００および１１９１を示す図である。ユーザインタ
ーフェース１１００および１１９１は、友達のリスト１０５０から友達のユーザ選択に応
答して生成される。これらのユーザインターフェースは、ユーザ名（例えば、ニックネー
ムもしくは名前）オプション１１５０、友達の数、プレーしたゲームの数、達成回数、オ
プションの表現（例えば、アバター）１１６０、友達とユーザとの間で一緒にプレーした
ゲームのリスト１１７０、友達とユーザとの間の共通の他のゲームのリスト１１８０、友
達が所有しているが、ユーザ（例えば、Ｍｅｌ）は所有していないゲームのリスト１１９
０を含む選択された友達に対する友達詳細を表示する。一緒にプレーするそれぞれのゲー
ムについて、リスト１１７０は、ゲームアイコン（例えば、Ｉ４）、特定のゲームに対す
る友達の達成、ゲームの名前、および特定のゲームに対して友達とユーザがリーダボード
上でどのようなランキングになるかの比較（例えば、自分より上位にランクしている、自
分よりｗａａａａａａａａｙだけ高いランキングを得ている、自分と同じ程度のランキン
グ）を含むことができる。例えば、友達は、リスト１１７０に表示されているゲーム名４
についてはユーザより上位にランクしている。
【００５１】
　いくつかの実施形態では、ユーザおよび友達のランキングを互いに比較して表示する。
　例えば、ゲーム名４について、友達は、４７パーセンタイルにランクし、ユーザは４９
パーセンタイルにランクする。この場合、友達およびユーザは同程度のランキングである
。
　別の実施形態では、ゲーム名４について、友達は第１位にランクし、ユーザは最後にラ
ンクする。この場合、友達は、自分よりｗａａａａａａａａｙだけ高いランキングを得て
いる。
　ゲームアイコンは、クライアントシステムにゲームアイコンがない場合にクライアント
システムまたはサーバから取り出すことができる。一実施形態では、友達が、友達の表現
（例えば、アバター）に対する色を選択する。処理ロジックは、ユーザのシステム上でこ
の色を生成し、また友達の色に基づき補色または背景を自動的に選択する。背景色は、こ
のユーザインターフェース１１００上のテキストの少なくとも一部に対して使用すること
ができる。
【００５２】
　ユーザの表現（例えば、アバター）に対するユーザ選択（例えば、色、背景パターン）
または他の設定を、新しいゲーム開発者がゲームの一部としてこれらの選択を利用するこ
とができるようにブロードキャストすることができる。例えば、青色の色彩の好みを有す
るユーザは、自動的に、またはゲームをプレーしている最中に青色のゲームコンポーネン
ト（例えば、アバター、自動車）を有するデフォルトによって、ユーザと新しいゲームを
プレーすることができるものとしてよい。
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　共通のそれぞれのゲームについて、リスト１１８０は、ゲームアイコン（例えば、Ｉ５
）、特定のゲームに対する友達の達成、ゲームの名前、および特定のゲームに対して友達
とユーザがリーダボード上でどのようなランキングになるかの比較（例えば、自分より上
位にランクしている）を含むことができる。例えば、友達は、リスト１１８０に表示され
ているゲーム名５についてはユーザより下位にランクしている。
【００５３】
　友達が所有し、ユーザ（例えば、Ｍｅｌ）が所有していないそれぞれのゲームについて
、リスト１１９０は、ゲームアイコン（例えば、Ｉ６）、特定のゲームのゲーム製造業者
、ゲームの名前、特定のゲームに対する評価（例えば、星５つのうちの２つ）、および特
定のゲームを購入する費用を含むことができる。例えば、ゲーム名６は、星２つの評価で
あり、オンラインアプリケーションストアから＄１．９９で購入する。処理ロジックは、
これらのゲームのうちの１つ（例えば、ゲーム名６）のユーザ選択に応答して、ユーザを
オンラインアプリケーションストア（例えば、アプリケーションサービス１１４）に自動
的に誘導し選択されたゲームを購入させる。
　ゲームセンタモジュールは、ゲームの完全機能版を購入するためのユーザインターフェ
ースを備えることができる。あるいは、ゲームセンタモジュールは、制限期間中にゲーム
の完全機能版を、または機能が制限されたデモコピーに無料でアクセスするためのユーザ
インターフェースを備えることができる。別の実施形態では、ゲームセンタモジュールは
、サーバ（例えば、アプリケーションストア）上でゲーミングアプリケーションを一意的
に識別するアプリケーションシードを備える。
【００５４】
　別の実施形態では、ユーザは、ユーザが持っていない特定のゲームをプレーする特定の
友達から招待を受ける。上で説明されているように、ゲームセンタモジュールは、ゲーム
の完全機能版を購入するためのユーザインターフェースを備える。あるいは、ゲームセン
タモジュールは、制限期間中にゲームの完全機能版を、または機能が制限されたデモコピ
ーに無料でアクセスするためのユーザインターフェースを備える。さらに別の実施形態で
は、ゲームセンタモジュールは、サーバ（例えば、アプリケーションストア）上でゲーミ
ングアプリケーションを一意的に識別するアプリケーションシードを備える。一実施形態
では、これらの異なるオプションは、制限された権利または完全な権利を備えるためのゲ
ーミングアプリケーションのユーザ設定に基づく。
【００５５】
　図１２は、本発明の一実施形態におけるゲームのリスト１２５０を有する例示的なユー
ザインターフェース１２００を示す図である。ユーザインターフェース１２００は、ゲー
ムオプション（例えば、オプション１２３０）のユーザ選択に応答して生成される。ゲー
ムのリスト１２５０は、アルファベット順または一番最近にプレーした順序で並べること
ができる。一実施形態では、ゲームのリスト１２５０は、ユーザがその特定のゲームをシ
ステムから削除した場合であっても特定のゲームを含む。
　ゲームのリスト内のそれぞれのゲームに対する情報は、ユーザインターフェース１２０
０上に表示される。このゲーム情報は、ゲームアイコン、このゲームに対するユーザ達成
、ゲーム名、およびこのゲームをプレーするユーザに対するランキングを含む。例えば、
ゲーム名１１は、ゲームアイコン１１とともに表示される。ユーザは、達成率が３０／５
２であり、そのランクはプレーヤ１０００人中２５０位である。あるいは、このユーザに
対するランキングは、全員の間のランキングではなくユーザの友達間のランキングであっ
てもよい。
【００５６】
　図１３は、本発明の一実施形態における特定のゲームのゲーミング詳細を有する例示的
なユーザインターフェース１３００を示す図である。ユーザインターフェース１３００は
、ゲームのリスト１２５０からのゲーム（例えば、ゲーム名１１）のユーザ選択に応答し
て生成される。このユーザインターフェースには、ゲームアイコン、リーダボードオプシ
ョン１３５０、達成オプション１３５４、最近のマッチ（例えば、最近プレーした）オプ
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ション１３６０、および友達に知らせるオプション１３７０を含む選択されたゲームに対
する詳細が表示される。リーダボードオプション１３５０は、達成回数、ユーザの表現（
例えば、アバター）、およびユーザに対するランキングを含む。ユーザインターフェース
１３００は、プレーオプション１３８０も備える。オプション１３８０の選択により、ゲ
ーム（例えば、ゲーム名１１）がプレーされる。あるいは、ユーザがこの特定のゲーム（
例えば、ゲーム名１１）を有していない場合、プレーオプション１３８０は、ユーザをア
プリケーションストアにリンクする購入オプションで置き換えられるか、またはプレーオ
プション１３８０は、アプリケーションストアまたは別の場所からゲームをダウンロード
する入手するオプションで置き換えることも可能であろう。
【００５７】
　オプション１３５０の選択により、処理ロジックは本発明の一実施形態の図１４Ａに例
示されているようにユーザインターフェース１４００を生成する。ユーザインターフェー
ス１４００は、すでに選択されているゲーム名（例えば、ゲーム名１１）、ユーザによっ
てプレーされたゲームの数、リーダボード内のプレーヤの数、およびそのリーダボードの
少なくとも部分的なリストを含むリーダボードである。ユーザインターフェース１４００
は、今日オプション１４５０、今週オプション１４５２、終日オプション１４５４、友達
オプション１４６０、および全員オプション１４７０を備える。リーダのリストは、これ
らのオプションに基づきフィルタリングされ、ランク付けされる。
【００５８】
　いくつかの実施形態では、特定の数の最上位プレーヤがリストされ（例えば、５人）、
ユーザ（例えば、Ｍｅｌ）がこのリストに載っていない場合、ユーザのランキングもリス
トされる（例えば、２５位）。もっと見るオプション１４８０を選択して、さらに別のプ
レーヤランキングを表示することができる。最近プレーしたゲームオプション１４９０を
使用して、ランキングをフィルタリングし、一番最近のゲーム（例えば、１０個の一番最
近のゲーム）でプレーしたプレーヤのランキングを示してもよい。
【００５９】
　あるいは、オプション１３５０の選択により、処理ロジックは一実施形態による図１４
Ｂに例示されているようにユーザインターフェース１４９１を生成する。ユーザインター
フェース１４９１は、異なるリーダボード（例えば、リーダボード１、リーダボード２な
ど）のうちから選択する選択可能なリーダボードオプション１４９２を備える。例えば、
ゲーム名１１は、それぞれに関係しない４つの異なるトラックを備えることができる。異
なるリーダボードが、それぞれのトラックについて生成されうる。マージされたリーダボ
ードは、すべてのトラックから集計されたランキングを含みうる。ユーザインターフェー
ス１４９１は、今日オプション１４５０、今週オプション１４５２、および終日オプショ
ン１４５４を備える。リーダのリストは、これらのオプションに基づきフィルタリングさ
れ、ランク付けされる。
　友達１４９４は、ゲーム名１１に対するＭｅｌの友達のランク付けされたリストを含む
。全員１４９６は、ゲーム名１１に対するすべてのユーザのランク付けされたリストを含
む。
【００６０】
　いくつかの実施形態では、特定の数の最上位プレーヤがリストされ（例えば、５人）、
ユーザ（例えば、Ｍｅｌ）がこのリストに載っていない場合、ユーザのランキングもリス
トされる（例えば、２５位）。もっと見るオプション（例えば、１４９５、１４９７）を
選択して、さらに別のプレーヤランキングを表示することができる。適宜、最近プレーし
たゲームオプション１４９０を使用して、ランキングをフィルタリングし、一番最近のゲ
ーム（例えば、１０個の一番最近のゲーム）でプレーしたプレーヤのランキングを示して
もよい。リーダボード内にランキングを作成するために、異なる種類の測定基準を定義す
ることができる。例えば、この測定基準は、点、トップフィニッシュの数、特定の閾値内
のフィニッシュの数などを含むことができる。ゲーム開発者は、これらの測定基準および
リーダボードを定義することができる。ユーザインターフェース（例えば、１４００、１
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４９１）は、ユーザの便宜のためゲーム中により小さなスナップショットとして提示する
ことができる。ゲーム中に提示されるリーダボードは、ゲーム中に選択可能な、または選
択可能でないオプションを有することができる。
【００６１】
　図１３を再び参照すると、オプション１３５４の選択により、処理ロジックは本発明の
一実施形態の図１７に例示されているようにユーザインターフェース１７００を生成する
ことがわかる。ユーザインターフェース１７００は、選択されたゲーム（例えば、ゲーム
名１１）に関するユーザの達成を表示する。これらの達成は、ユーザによって完遂された
達成の数に基づくスコアを含む（例えば、３０／５２、および結果として得られる１８０
点のスコア）。ユーザインターフェース１７５０は、達成のリスト１７５０を含む。それ
ぞれの達成は、名前、説明する行、およびユーザが達成を完遂した場合のアイコンを有す
る。そうでない場合、このアイコンは、達成の完遂に向けての現在の進捗率（例えば、７
０％、３０％）を示す進捗情報で置き換えられる。このアイコンは、ユーザが達成の完遂
に向けて進捗していないか、または特定の進捗閾値より低い場合に疑問符（？）が付けら
れる。
【００６２】
　図１３を再び参照すると、オプション１３６０の選択により、処理ロジックは本発明の
一実施形態の図１９に例示されているようにユーザインターフェース１９００を生成する
ことがわかる。ユーザインターフェース１９００は、ユーザとの最近のマッチからのプレ
ーヤのリスト１９５０を含む。例えば、ユーザとの１０回の一番最近のマッチからのすべ
てのプレーヤを表示することができる。リスト１９５０は、友達オプション１９６０また
はすべてのプレーヤオプション１９６２の選択に基づき友達のみ、またはすべてのプレー
ヤを含みうる。友達でない人に比べて、友達に対してはより多くの情報を共有することが
できる。例えば、ユーザのそれぞれの友達に対する共有されるゲーミング情報は、名前、
ステータスメッセージ、表現（例えば、アバター）、およびセッションデータ（例えば、
ユーザとの最後のマッチの日付）を含むことができる。ユーザのそれぞれの、友達でない
人に対する共有されるゲーミング情報は、名前、表現（例えば、アバター）、およびセッ
ションデータを含むことができる。一実施形態では、セッションデータは、サーバから取
得される。別の実施形態では、セッションデータは、友達または友達でない人について共
有されない。プレーヤのリスト内のそれぞれのプレーヤは、選択可能なオプションに関連
付けられている。
【００６３】
　すでに友達であるプレーヤの選択により、処理ロジックは選択された友達に対するユー
ザインターフェース１１００を生成する。友達でないプレーヤの選択により、このプレー
ヤを友達になるように招待するために処理ロジックは本発明の一実施形態の図２０に例示
されているようにユーザインターフェース２０００を生成する。ユーザインターフェース
２０００は、友達でない選択された人に対する名前、表現（例えば、アバター）、および
セッションデータを含むことができる。友達要求を送るオプション２０２０を、図２３に
例示されているように友達要求通信を有する例示的なユーザインターフェースを生成する
ために選択することができるか、またはこの要求を、図２１に例示され、以下でさらに詳
しく説明されているように要求のリストを有する例示的なユーザインターフェースに追加
することができる。あるいは、ユーザインターフェース２０００からオプション２０６０
を選択することによってこの選択されたプレーヤに関する問題を報告することができる。
　ユーザインターフェース２０００は、適宜プレーヤ評価オプション２０７０を備えるこ
ともできる。ユーザは、ユーザと最近マッチしたプレーヤに対する評価を与えることがで
きる。オプション２０８０の選択により、前のユーザインターフェース１９００の生成が
行われる。
【００６４】
　図１３を再び参照すると、ユーザインターフェース１３００からオプション１３７０を
選択すると、処理ロジックは通信（例えば、電子メールメッセージ）を作成するためのユ
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ーザインターフェースを生成することがわかる。ユーザは、この通信を友達に送信するこ
とができる。
【００６５】
　図１５Ａは、本発明の一実施形態における特定のゲームに対するゲーム詳細を有する例
示的なユーザインターフェース１５００を示す図である。ユーザインターフェース１５０
０は、ユーザの特定の友達に対する友達詳細を含むユーザインターフェース１１００から
のゲーム（例えば、ゲーム名１１）のユーザ選択に応答して生成される。ユーザインター
フェース１５００には、ゲームアイコン、リーダボードオプション１５５０、達成オプシ
ョン１５６０、および友達に知らせるオプション１５７０を含む選択されたゲームに対す
る詳細が表示される。リーダボードオプション１５５０は、前に選択された友達（例えば
、Ｓｕｓｉｅ）とユーザとの間のランキングの比較を含む。ユーザインターフェース１５
００は、選択されたゲームをプレーするためのプレーオプション１５８０も備える。
【００６６】
　図１５Ｂは、本発明の一実施形態における特定のゲームに対するゲーム詳細を有する例
示的なユーザインターフェース１５８２を示す図である。ユーザインターフェース１５８
２は、ユーザの特定の友達に対する友達詳細を含むユーザインターフェース１１００から
のゲーム（例えば、ゲーム名１１）のユーザ選択に応答して生成される。ユーザインター
フェース１５８２には、ゲーム名、ユーザ（例えば、Ｍｅｌ）と友達（例えば、Ｓｕｓｉ
ｅ）に対する点の比較、リーダボードオプション１５８６、達成オプション１５８８を含
む選択されたゲームに対する詳細が表示される。リーダボードオプション１５８６は、前
に選択された友達（例えば、Ｓｕｓｉｅ）とユーザの友達に対するユーザとの間のランキ
ングの比較（例えば、４／５５、２５／５５）を含む。全員の間のＳｕｓｉｅおよびユー
ザに対するランキング（例えば、上位１５％、上位２５％）も含めることができる。達成
オプション１５８８は、Ｓｕｓｉｅとユーザとの間の達成の比較（例えば、３２／５２、
３０／５２）を含む。ユーザインターフェース１５８２は、選択されたゲームをプレーす
るためのプレーオプション１５８４も備える。
　図１５Ａからのオプション１５５０の選択により、処理ロジックは本発明の一実施形態
の図１６Ａに例示されているようにユーザインターフェース１６００を生成する。ユーザ
インターフェース１６００は、すでに選択されているゲーム名（例えば、ゲーム名１１）
、ユーザによってプレーされたゲームの数、リーダボード内のプレーヤの数、およびその
リーダボードの少なくとも部分的なリストを含むリーダボードである。ユーザインターフ
ェース１６００は、今日オプション１６５０、今週オプション１６５２、終日オプション
１６５４、友達オプション１６６０、および全員オプション１６７０を備える。リーダの
リストは、これらのオプションに基づきフィルタリングされ、ランク付けされる。
【００６７】
　いくつかの実施形態では、特定の数の最上位プレーヤがリストされ（例えば、５人）、
ユーザがこのリストに載っていない場合、ユーザのランキングもリストされる（例えば、
２５位）。選択された友達（例えば、Ｓｕｓｉｅ）もランキングに含めて、Ｓｕｓｉｅと
ユーザ（例えば、Ｍｅｌ）との間の比較を示すことができる。もっと見るオプション１６
８０を選択して、さらに別のプレーヤランキングを表示することができる。適宜、最近プ
レーしたゲームオプション１６９０を使用して、ランキングをフィルタリングし、一番最
近のゲーム（例えば、１０個の一番最近のゲーム）でプレーしたプレーヤのランキングを
示してもよい。
【００６８】
　図１５Ｂを再び参照すると、オプション１５８６の選択により、処理ロジックは本発明
の一実施形態の図１６Ｂに例示されているようにユーザインターフェース１６９１を生成
することがわかる。ユーザインターフェース１６９１は、異なるリーダボード（例えば、
リーダボード１、リーダボード２など）のうちから選択する選択可能なリーダボードオプ
ション１６９２を備える。あるいは、マージされたリーダボードは、すべてのリーダボー
ドから集計されたランキングを含みうる。ユーザインターフェース１６９１は、今日オプ
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ション１６５０、今週オプション１６５２、および終日オプション１６５４を備える。リ
ーダのリストは、これらのオプションに基づきフィルタリングされ、ランク付けされる。
　友達１６９４は、ゲーム名１１に対するＭｅｌの友達のランク付けされたリストを含む
。全員１６９６は、ゲーム名１１に対するすべてのユーザのランク付けされたリストを含
む。
【００６９】
　いくつかの実施形態では、特定の数の最上位プレーヤがリストされ（例えば、５人）、
ユーザ（例えば、Ｍｅｌ）がこのリストに載っていない場合、ユーザのランキングもリス
トされる（例えば、２５０位）。Ｓｕｓｉｅのランキングも、特定の数の最上位プレーヤ
の中に入っていないとしてもリストされうる。もっと見るオプション（例えば、１６９５
、１６９７）を選択して、さらに別のプレーヤランキングを表示することができる。上で
説明されているように、ユーザインターフェース（例えば、１６００、１６９１）は、ユ
ーザの便宜のためゲーム中により小さなスナップショットとして提示することができる。
【００７０】
　図１５Ａを再び参照すると、オプション１５６０の選択により、処理ロジックは本発明
の一実施形態の図１８Ａに例示されているようにユーザインターフェース１８００を生成
することがわかる。ユーザインターフェース１８００は、ユーザおよび選択された友達に
対するスコアと、完遂された達成の回数に基づくスコアとの比較を含む。例えば、ゲーム
名１１について、Ｓｕｓｉｅは、２１０点を持ち、Ｍｅｌは、１８０点を持つ。ユーザイ
ンターフェース１８００は、前に選択されているゲーム名（例えば、ゲーム名１１）に対
する達成のリストも含み、前に選択されている友達（例えば、Ｓｕｓｉｅ）およびユーザ
に対する達成を表示する。例えば、Ｓｕｓｉｅは、図１８に例示されているように、達成
１および３を完遂しているが、Ｓｕｓｉｅは、達成２および４を完遂していない。ユーザ
は、アイコン１および２で例示されているように、達成１および２を完遂しているが、達
成３および４を完遂していない。それぞれの達成は、名前、説明する行、およびユーザが
達成を完遂した場合のアイコンを有する。そうでない場合、このアイコンは、達成の完遂
に向けての現在の進捗率（例えば、７０％、２５％）を数値およびグラフ形式で示す進捗
情報で置き換えられる。
【００７１】
　図１５Ｂを再び参照すると、オプション１５８８の選択により、処理ロジックは本発明
の一実施形態の図１８Ｂに例示されているようにユーザインターフェース１８５０を生成
することがわかる。ユーザインターフェース１８５０は、ユーザおよび選択された友達に
対するスコアおよび達成と、完遂された達成の回数に基づくスコアとの比較を含む。例え
ば、ゲーム名１１について、Ｓｕｓｉｅは、２１０点および３２回の達成を有し、Ｍｅｌ
は、１８０点および３０回の達成を有する。ユーザインターフェース１８５０は、前に選
択されているゲーム名（例えば、ゲーム名１１）に対する達成のリストも含み、前に選択
されている友達（例えば、Ｓｕｓｉｅ）およびユーザに対する達成を表示する。例えば、
Ｓｕｓｉｅは、図１８に例示されているように、達成１および３を完遂しているが、Ｓｕ
ｓｉｅは、達成２および４を完遂していない。ユーザは、アイコン１および２で例示され
ているように、達成１および２を完遂しているが、達成３および４を完遂していない。そ
れぞれの達成は、名前、説明する行、およびユーザが達成を完遂した場合のアイコンを有
する。そうでない場合、このアイコンは、達成の完遂に向けての現在の進捗率（例えば、
７０％、２５％）を数値およびグラフ形式で示す進捗情報で置き換えられる。アイコンは
、ユーザに進捗がないか、または特定の進捗閾値より低い進捗の場合に疑問符インジケー
タ（？）が付けられる。ゲーム名１１のゲームは、プレーオプション１８６０の選択によ
りＳｕｓｉｅとＭｅｌとの間で開始することができる。
　図１５Ａを再び参照すると、ユーザインターフェース１５００からオプション１５７０
を選択すると、処理ロジックは通信（例えば、電子メールメッセージ）を作成するための
ユーザインターフェースを生成することがわかる。ユーザは、この通信を友達に送信する
ことができる。
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【００７２】
　ゲームセンタモジュールおよびゲームサービスは、ユーザが通知（例えば、友達要求、
ゲーム招待、ゲーム更新など）を送受信することができるゲームセンタを備える。図２１
～２７は、友達要求およびゲーム招待に対する例示的なユーザインターフェースを示して
いる。
　図２１は、本発明の一実施形態における通知（例えば、友達要求、更新）のリストを有
する例示的なユーザインターフェース２１００を示す図である。通知オプション２１４０
のユーザ選択により、図２１に例示されているようなユーザインターフェース２１００が
生成される。ユーザインターフェース２１００は、ユーザが受信または送信した通知のリ
スト２１５０を含む。オプション２１６０の選択では、処理ロジックは受信した通知（例
えば、友達要求、更新）のリストを生成するが、オプション２１６２の選択では、処理ロ
ジックは送信した通知（友達要求、更新）のリストを生成する。オプション２１７０のユ
ーザ選択により、ユーザの連絡先および関連する連絡先情報（例えば、電話番号、電子メ
ールアドレス、ＵＲＬ、住所、追加フィールドなど）のリストが表示される。
【００７３】
　一実施形態では、着信した友達要求は、電子メールアドレスに関連付けられうる。ユー
ザの連絡先に関連付けられているユーザのアドレス帳もしくは連絡先情報を検索して、電
子メールアドレスとマッチするものを見つけることができる。マッチがあった場合、着信
した友達要求により、着信した友達要求をユーザに送信したプレーヤに対する実名または
ニックネームが表示される。
【００７４】
　一実施形態では、オプション２１６０が選択されると、ユーザ名２２も選択される。図
２２は、本発明の一実施形態における受信した友達要求を有する例示的なユーザインター
フェース２２００を示す図である。ユーザインターフェース２２００は、リスト２１５０
からユーザ名２２の選択に応答して生成される。ユーザインターフェース２２００は、表
現（例えば、アバター）およびこのプレーヤからのショートメッセージなどの友達要求を
送信したプレーヤに関する詳細を含む。ユーザインターフェース２２００は、要求を受諾
するための受諾オプション２２５０、要求を辞退するための辞退オプション２２５２、要
求に関する詳細を表示するための任意選択の表示オプション２２５４、および友達要求を
破棄し、場合によっては特定の期間中または無期限に同じプレーヤからの今後の要求をブ
ロックするための任意選択の破棄オプション２２５６も備える。
【００７５】
　一実施形態では、ユーザインターフェース２２００は、オプション２２５０、２２５２
、２２５４、および２２５６を備える。いくつかの実施形態では、オプション２２５４お
よび２２５６は両方とも含まれないか、またはこれらのオプションのうちの一方のみが含
まれない。いくつかの実施形態では、これらのオプションのさまざまな組み合わせも可能
である。ユーザが現在の友達の友達解除を行う、友達要求を１回辞退し、このプレーヤか
らまた招待があっても決して受けない、または友達要求を時間で（例えば、１回招待／週
）制限するオプションも備えることができる。
　ユーザインターフェース２２００は、招待を送信したプレーヤに関する問題を報告する
ための問題を報告オプション２２６０も備える。要求オプション２２７０のユーザ選択に
より、ユーザインターフェース２１００の生成が行われる。
　図２３は、本発明の一実施形態における友達要求通信を有する例示的なユーザインター
フェース２３００を示す図である。ユーザインターフェース２３００は、さまざまなユー
ザ選択に応答して生成されうる。例えば、ユーザインターフェース２３００は、友達リス
トからのユーザ選択（例えば、オプション１０７０）、要求リスト（例えば、オプション
２１７０）、または最近のプレーオプション（例えば、友達要求を送信２０５０）に応答
して生成される。
【００７６】
　一実施形態では、ユーザインターフェース２３００は、友達要求通信をプレーヤに送信
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するための送信オプション２３５０、通信を取り消すための取り消しオプション２３５２
、選択されたプレーヤのユーザ名を表示し、電子メールアドレスに関連付けられている送
信先フィールド２３８０、メッセージを作成するためのテキストフィールド２３６０、お
よび仮想キーボード２３７０を備える。ユーザインターフェース２３００は、電子メール
メッセージを表示することができる。送信オプション２３５０のユーザ選択により、図２
４に例示されているようなアラートメッセージ２４００が本発明の一実施形態のシステム
のグラフィカルユーザインターフェース上に表示される。アラートメッセージ２４００は
、友達要求が送信されたことを指示し、友達は、受諾後にユーザの友達リストに追加され
る。承諾オプション２４１０の選択により、アラートメッセージ２４００がグラフィカル
ユーザインターフェースから消去される。
【００７７】
　一実施形態では、送信先フィールド２３８０は、前のユーザ選択（例えば、オプション
２０５０の選択）に基づきユーザ名を予め埋められている。あるいは、ユーザは、連絡先
情報（例えば、名前、ニックネーム、エイリアス、電子メールアドレス、電話番号）をフ
ィールド２３８０に入力することができる。別の実施形態では、ユーザは、オプション２
３５４を選択して、ユーザの連絡先またはアドレス帳から招待するプレーヤに対する連絡
先情報を検索することができる。ユーザは、特定のプレーヤがゲームセンタモジュールに
関連付けられているゲームサービスに登録されているかどうかを連絡先情報から判定する
ことができるものとしてよい。
【００７８】
　ユーザが送信オプション２３５０を選択した後、ゲームサービスに関連付けられている
サーバが、フィールド２３８０内に連絡先情報を受信する。連絡先情報が電子メールアド
レスがある場合、サーバは、その電子メールアドレスを使用して、ゲームサービスまたは
アカウントサービスに登録されている電子メールアカウント内のマッチする電子メールを
見つける。次いで、友達要求の受信者は、受信者に関連付けられているゲームセンタモジ
ュール内に現れるプッシュ通知を受信する。連絡先情報が電子メールアドレスでない場合
（例えば、エイリアス）、受信者がゲームサービスに登録されていれば連絡先情報を使用
して受信者の電子メールアドレスを見つけることができる。そうでなければ、受信者がゲ
ームサービスに登録されていない場合、受信者の電子メールアドレスを見つけるために外
部ソーシャルネットワーク（例えば、Ｆａｃｅｂｏｏｋ、Ｔｗｉｔｔｅｒ）を検索するこ
とができる。例えば、Ｆａｃｅｂｏｏｋデータは、受信者、およびこの受信者の電子メー
ルアドレスを要求するこの電子メールとともにＦａｃｅｂｏｏｋに送信された電子メール
について取得されうる。
【００７９】
　一実施形態では、受信者は、クライアントシステム（例えば、Ａｐｐｌｅ　ｉＰｏｄ　
Ｔｏｕｃｈ（登録商標）、Ａｐｐｌｅ　ｉＰｈｏｎｅ（登録商標）、Ａｐｐｌｅ　ｉＰａ
ｄ（登録商標））およびゲームサービスのアカウントを持つ。友達要求を受信した後、受
信者のゲームセンタモジュールが起動され、受信者は友達要求を受諾することができる。
　一実施形態では、受信者はクライアントシステムを有しているが、ゲームサービスのア
カウントを有していない。友達要求を受信した後、受信者のゲームセンタモジュールが起
動され、受信者はゲームセンタモジュールに関連付けられているゲームサービスに加入す
るようにとの推奨を受け取る。別の実施形態では、受信者は、クライアントシステムを有
していない。この場合、受信者は、電子メールメッセージを受信し、ゲームサービスに加
入するウェブページに誘導されうる。
【００８０】
　図２５～２７は、本発明の一実施形態においてマルチプレーヤゲーミングを体験してい
るときにゲームセンタモジュールによっても提供されるユーザインターフェース（例えば
、グラフィカルユーザインターフェース）を示す図である。ユーザがマルチプレーヤゲー
ミングアプリケーションを開始した後、ユーザがマルチプレーヤゲームに対する最小数か
ら最大数までのプレーヤを招待することを可能にするユーザインターフェース２５００が
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生成される。ユーザインターフェース２５００は、ユーザとマルチプレーヤゲームをプレ
ーするために個別にまたは同時に招待されうるユーザの友達のリストを含む。ユーザは、
オプション２５７０～２５７３で１人または複数の友達を選択し、次いで、プレーまたは
完遂オプション２５６０を選択するか、またはオプション２５６２で取り消すことができ
る。ユーザがオプション２５６０を選択した場合、ユーザインターフェース２６００が生
成される。ユーザインターフェース２６００は、マルチプレーヤゲームに対するポジショ
ンもしくはスロット（例えば、２６８０、２６８２、２６８４、２６８６）に付けられて
いるプレーヤのリスト２６５０を含む。この例におけるマルチプレーヤゲームは、４から
８人のプレーヤを必要とする。他の実施形態では、４人より少ないプレーヤを必要とする
か、または８人より多いプレーヤが許される場合がある。プレーヤは、招集されるプレー
ヤのための「ロビー」内で待機しているこの時間にピアツーピア接続を確立していてもよ
い。プレーヤは、互いにメッセージを交換するか、またはチャットすることができる。ユ
ーザは、ロビー環境を制御し、消音および／またはプレーヤ音量の変更を行うことができ
る。
【００８１】
　リスト２６５０には、ユーザ（例えば、Ｍｅｌ）、招待を受け取ったが、まだ返事を出
していない招待された友達（例えば、ユーザ名１）、ゲームサービスおよびマッチメーカ
１１１によって自動的に記入される２人のオートマッチプレーヤで埋められ４つのポジシ
ョンが含まれる。リスト２６５０は、この例では４つの追加のポジションを含むことがで
きる。ユーザは、マルチプレーヤゲーミングアプリケーションに対してユーザの友達の１
つまたは複数のファクター（例えば、ゲーミング能力）に基づき少なくとも１人の友達を
選択することができる。
【００８２】
　マッチメーカサービスは、オートマッチングを実行することができ、さまざまなファク
ター（例えば、プレーヤスキルレベル、リーダボードランキング、達成スコア、ユーザの
評価、ロケーション、時間帯、すぐプレーできるプレーヤ、年齢など）に基づきオートマ
ッチプレーヤを選択することができる。
【００８３】
　インターフェース２６００は、今すぐプレーオプション２６６０、取り消しオプション
２６６２、プレーヤ追加オプション２６７０、およびプレーヤ削除オプション２６７２も
備える。一実施形態では、プレーヤ追加オプション２６７０のユーザ選択により、ユーザ
インターフェース２５００が生成され、ユーザは１人または複数友達を選択することによ
って１人または複数のプレーヤを追加することができる。プレーヤ追加オプション２６７
０は、そのゲームに対するプレーヤの数が最大数に達した場合に無効にすることができる
。プレーヤ削除オプション２６７２のユーザ選択により、ユーザはリスト２６５０内にリ
ストされているポジションのうちの１つを埋めている１人または複数のプレーヤを選択す
ることによって１人または複数のプレーヤを削除することができる。プレーヤを削除オプ
ション２６７２は、そのゲームに対するプレーヤの数が最小数に達した場合に無効にする
ことができる。
【００８４】
　招待解除オプション２６５２のユーザ選択およびその後の確認により、ユーザは、現在
のプレーヤ－（例えば、ユーザ名１）をマッチメーカサービスによって自動的に選択され
たプレーヤまたはユーザによって選択されたプレーヤで置き換えることができる。友達を
招待オプション２６５４または２６５６のユーザ選択により、ユーザはオートマッチプレ
ーヤをユーザによって選択されたプレーヤで置き換えることができる。例えば、ユーザは
、招待オプション２６５４を選択して、友達（例えば、ユーザ名２）を招待することがで
きる。これらの選択によりユーザインターフェース２７００が生成される。招待オプショ
ン２６５４に関連付けられているオートマッチポジション２６８４は、ユーザインターフ
ェース２７００内に招待解除オプション２７５４を有するポジション２７８４に関連付け
られている友達（例えば、ユーザ名２）で置き換えられている。それに加えて、ユーザ名
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１は、その招待を受諾しており、ポジション２７８２に対するステータスが「準備完了」
に更新されている。オートマッチオプション２６５２は、ユーザ名１が招待を受諾したの
でこのポジションから削除されている。
【００８５】
　一実施形態では、ユーザ名１がユーザからの招待を辞退していた場合、ポジション２６
８２または２７８２は、すぐに色を変え、および／また一瞬光る。次いで、ポジションは
オートマッチングに戻る。招待された友達（例えば、ユーザ名１）が特定の期間内に、ま
たは特定の周期で応答できなかった場合、招待された友達はオートマッチングで置き換え
られる。あるいは、招待されたプレーヤは、特定の他のプレーヤからの招待を常に辞退す
ることができる。ユーザ選択ポジションおよびオートマッチポジションは、ユーザ選択ポ
ジションがユーザインターフェース最上部に近いところで先頭にリストされることで順序
付けられうる。
【００８６】
　一実施形態では、１つのプレーヤポジションが準備完了ステータスを有し、２つの他の
ポジションが待機ステータスを有し、残りのポジションはオートマッチングで埋められる
。１人のプレーヤが今すぐプレーオプション（例えば、２６６０、２７６０）を選択した
場合、ゲームは、準備完了ステータスのプレーヤおよび他のポジションに対するオートマ
ッチングプレーヤから開始することができる。追加オートマッチングプレーヤは、ゲーム
の最小プレーヤ要件を満たすために必要な場合に追加することができる。プレーが待機ス
テータスを有する友達なしで始まっていることを示すアラートが生成されうる。一実施形
態では、プレーが開始できるか、またはプレーの最中にアラートが発生しうる前に問題を
解決する必要があることを示すアラートを発生させることができる。ゲームの開始時にＭ
ｅｌがゲームから抜けるか、または接続を失った場合、自分のポジションをオートマッチ
プレーヤで置き換えることができる。
　いくつかの実施態様では、ゲーム内でアラートを発生させる。例えば、ゲームに入った
ときに、歓迎アラートがグラフィカルユーザインターフェース上をスライドするものとし
てよい。図２８は、本発明の一実施形態においてユーザインターフェース２８００上をス
ライドする例示的な歓迎アラート２８１０を示す図である。図２９は、本発明の一実施形
態においてグラフィカルユーザインターフェース２９００上をスライドする例示的な達成
賞２９１０を示す図である。ユーザが達成を完遂したことに応答して達成賞２９１０が生
成される。
　一実施形態では、ユーザは、ゲーム内からプレーヤに関する問題を報告することができ
る。ユーザも、ゲーム内から他のプレーヤに対する評価を表示することができる。
【００８７】
　本開示で説明されているユーザインターフェースは、単なる例にすぎない。他の変更形
態および修正形態も、本開示の範囲内にある。例えば、いくつかのユーザインターフェー
スは、ユーザインターフェースの下部近くに４つのオプション（例えば、プロファイルオ
プション、友達オプション、ゲームオプション、通知オプション）を置いて表示されてい
る。これらのオプションは、ユーザインターフェース上の他の場所に配置するか、全く表
示しないようにできる。
　説明されている実施形態は、本発明の一実施形態における有線もしくはワイヤレス通信
チャネル３００２を介して図３０に例示されているようなコンピューティングシステム３
００３と相互にやり取りするためのタッチ入力を受け付けることができるタッチＩ／Ｏデ
バイス３００１を備えることができる。タッチＩ／Ｏデバイス３００１を、キーボードな
どの他の入力デバイスの代わりに、またはそれと組み合わせて使用することで、ユーザは
コンピューティングシステム３００３に入力することができる。ユーザがコンピューティ
ングシステム３００３に入力するために、１つまたは複数のタッチＩ／Ｏデバイス３００
１を使用することができる。タッチＩ／Ｏデバイス３００１は、コンピューティングシス
テム３００３の一体部分（例えば、ラップトップのタッチスクリーン）であるか、または
コンピューティングシステム３００３から分離していてもよい。
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【００８８】
　タッチＩ／Ｏデバイス３００１は、全面的にまたは部分的に透明であるか、または半透
明であるか、または非透過的であるか、または不透明であるか、またはこれらの組み合わ
せであるタッチセンサー式パネルを備えることができる。タッチＩ／Ｏデバイス３００１
は、タッチスクリーン、タッチパッド、タッチパッドとして機能するタッチスクリーン（
例えば、ラップトップのタッチパッドを置き換えるタッチスクリーン）、他の入力デバイ
スと組み合わせた、またはこれを組み込んだタッチスクリーンもしくはタッチパッド（例
えば、キーボード上に配設されたタッチスクリーンもしくはタッチパッド）、またはタッ
チ入力を受け取るためのタッチセンサー面を有する多次元の物体として実現されうる。
【００８９】
　一例では、タッチスクリーンとして実現されたタッチＩ／Ｏデバイス３００１は、ディ
スプレイの少なくとも一部の上に部分的にまたは全面的に位置する透明および／または半
透明のタッチセンサー式パネルを備えることができる。この実施形態によれば、タッチＩ
／Ｏデバイス３００１は、コンピューティングシステム３００３（および／または他のソ
ース）から送信されるグラフィックデータを表示する機能を有し、またユーザ入力を受け
取る機能も有する。他の実施形態では、タッチＩ／Ｏデバイス３００１は、タッチセンサ
ー式コンポーネント／デバイスがディスプレイコンポーネント／デバイスと一体になって
いる一体化タッチスクリーンとして実現されうる。さらに他の実施形態では、タッチスク
リーンは、補足データまたはプライマリディスプレイと同じグラフィックデータを表示し
、タッチ入力を受け取るための補足または追加ディスプレイ画面として使用されうる。
【００９０】
　タッチＩ／Ｏデバイス３００１は、静電容量性、抵抗性、光学的、音響学的、誘導性、
機械的、化学的な測定結果に基づくデバイス３００１上の１回または複数回のタッチもし
くはニアタッチの場所を、またはデバイス３００１の近くでの１回または複数回のタッチ
もしくはニアタッチの発生に関して測定されうる現象を検出するように構成されうる。ソ
フトウェア、ハードウェア、ファームウェア、またはこれらの組み合わせを使用して、検
出されたタッチの測定結果を処理し、１つまたは複数のジェスチャを識別し、追跡するこ
とができる。ジェスチャは、タッチＩ／Ｏデバイス３００１上の静止している、または静
止していない、単一のまたは複数回のタッチもしくはニアタッチに対応しうる。ジェスチ
ャは、軽く打つ、圧迫する、揺り動かす、磨く、ひねる、向きを変える、圧力を変化させ
て圧迫する、本質的に同時に、連続的に、または引き続き同様の操作を行うなど、タッチ
Ｉ／Ｏデバイス３００１上での特定の方法により１つまたは複数の指もしくは他の物体を
移動することによって実行される。ジェスチャは、限定はしないが、他の１つまたは複数
の指の間または他の１つまたは複数の指による摘む、滑らせる、スワイプする、回転する
、屈曲する、ドラッグする、または軽く打つ動作によって特徴付けることができる。単一
のジェスチャは、１つまたは複数の手で、１人または複数のユーザによって、またはこれ
らの組み合わせで実行されうる。
【００９１】
　コンピューティングシステム３００３は、グラフィックデータを使用するディスプレイ
を駆動して、グラフィカルユーザインターフェース（ＧＵＩ）を表示することができる。
　ＧＵＩは、タッチＩ／Ｏデバイス３００１を介してタッチ入力を受け取るように構成さ
れうる。タッチスクリーンとして実現される、タッチＩ／Ｏデバイス３００１は、ＧＵＩ
を表示することができる。あるいは、ＧＵＩは、タッチＩ／Ｏデバイス３００１から分離
されているディスプレイ上に表示することができる。ＧＵＩは、インターフェース内の特
定の場所に表示されるグラフィック要素を含むものとしてよい。グラフィック要素は、限
定はしないが、仮想スクロールホイール、仮想キーボード、仮想ノブ、仮想ボタン、仮想
ＵＩ、および同様のものを含むさまざまな表示される仮想入力デバイスを含む。ユーザは
、グラフィカルユーザインターフェース（ＧＵＩ）のグラフィック要素に関連付けられう
るタッチＩ／Ｏデバイス３００１上の１つまたは複数の特定の場所でジェスチャを実行す
ることができる。他の実施形態では、ユーザは、ＧＵＩのグラフィック要素の場所と無関
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係な１つまたは複数の場所でジェスチャを実行することができる。タッチＩ／Ｏデバイス
３００１上で実行されるジェスチャは、カーソル、アイコン、メディアファイル、リスト
、テキスト、画像の全部または一部、またはＧＵＩ内の同様のものなどの、グラフィック
要素を直接的にまたは間接的に操作し、制御し、修正し、移動し、作動させ、開始し、ま
たは一般的に影響を及ぼすことができる。例えば、タッチスクリーンの場合、ユーザは、
タッチスクリーン上のグラフィック要素の上でジェスチャを実行することによってグラフ
ィック要素を直接的にインタラクティブに操作することができる。
【００９２】
　あるいは、タッチパッドは一般的に間接的なインタラクティブ操作を提供する。ジェス
チャは、非表示型のＧＵＩ要素にも影響を及ぼすか（例えば、ユーザインターフェースを
表示させる）、またはコンピューティングシステム３００３内の他のアクションに影響を
及ぼしうる（例えば、ＧＵＩ、アプリケーション、またはオペレーティングシステムの状
態もしくはモードに影響を及ぼす）。ジェスチャは、表示されているカーソルと連携して
タッチＩ／Ｏデバイス３００１上で実行されることもあれば、実行されないこともある。
　例えば、ジェスチャがタッチパッド上で実行される場合、カーソル（またはポインタ）
がディスプレイ画面またはタッチスクリーン上に表示され、カーソルは、タッチパッド上
のタッチ入力を介して制御され、これにより、ディスプレイ画面上のグラフィックオブジ
ェクトをインタラクティブに操作することができる。ジェスチャがタッチスクリーン上で
直接的に実行される他の実施形態では、ユーザは、カーソルもしくはポインタがタッチス
クリーン上に表示されてもされなくても、タッチスクリーン上でオブジェクトを直接的に
インタラクティブに操作することができる。
【００９３】
　タッチＩ／Ｏデバイス３００１上のタッチまたはニアタッチに応答して、またはそれに
基づき通信チャネル３００２を介してユーザにフィードバックを送ることができる。フィ
ードバックは、光学的に、機械的に、電気的に、嗅覚により、聴覚的に、または同様の方
法もしくはこれらの組み合わせにより、変化する、または変化しない方法で送信されうる
。
【００９４】
　次に、限定はしないが、通信デバイス（例えば、携帯電話、スマートフォン）、マルチ
メディアデバイス（例えば、ＭＰ３プレーヤ、ＴＶ、ラジオ）、ポータブルもしくはハン
ドヘルドコンピュータ（例えば、タブレット、ノートブック、ラップトップ）、デスクト
ップコンピュータ、一体型デスクトップ、周辺機器デバイス、またはこれらの種類のデバ
イスのうちの２つまたはそれ以上の組み合わせを含む、システムアーキテクチャ３１００
を組み込むことに対応できる他の任意のシステムもしくはデバイス内に実現されうるシス
テムアーキテクチャの実施形態に注意を向ける。図３１は、一般的に、１つまたは複数の
コンピュータ可読媒体３１０１、処理システム３１０４、入出力（Ｉ／Ｏ）サブシステム
３１０６、無線周波数（ＲＦ）回路３１０８、および音声回路３１１０を備えるシステム
３１００の本発明の一実施形態のブロック図である。これらのコンポーネントは、１つま
たは複数の通信バスもしくは信号線３１０３によって結合されうる。
【００９５】
　図３１に示されているアーキテクチャは、システム３１００の１つの例示的なアーキテ
クチャにすぎず、システム３１００は、図示されているものよりも多い、または少ないコ
ンポーネント、または異なる構成のコンポーネントを有することも可能であることは理解
されるであろう。図３１に示されているさまざまなコンポーネントは、１つまたは複数の
信号処理および／または特定用途向け集積回路を含む、ハードウェア、ソフトウェア、フ
ァームウェア、またはこれらの任意の組み合わせで実装することができる。
【００９６】
　ＲＦ回路３１０８は、１つまたは複数の他のデバイスへワイヤレスリンクもしくはネッ
トワークを介して情報を送受信するために使用され、この機能を実行するためによく知ら
れている回路を含んでいる。ＲＦ回路３１０８および音声回路３１１０は、周辺インター
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フェース３１１６を介して処理システム３１０４に結合される。インターフェース３１１
６は、周辺機器と処理システム３１０４との間の通信を確立し維持するためのさまざまな
知られているコンポーネントを備える。音声回路３１１０は、音声スピーカー３１５０お
よびマイクロホン３１５２に結合され、ユーザが他のユーザとリアルタイムで通信できる
ようにインターフェース３１１６から受信された音声信号を処理するための知られている
回路を備える。いくつかの実施形態では、音声回路３１１０は、ヘッドホンジャック（図
示せず）を備える。
【００９７】
　周辺インターフェース３１１６は、システムの入力および出力周辺機器をプロセッサ３
１１８およびコンピュータ可読媒体３１０１に結合する。１つまたは複数の処理ユニット
３１１８は、コントローラ３１２０を介して１つまたは複数のコンピュータ可読媒体３１
０１と通信する。コンピュータ可読媒体３１０１は、１つまたは複数の処理ユニット３１
１８が使用するコードおよび／またはデータを格納することができるデバイスまたは媒体
（例えば、記憶装置デバイス、記憶媒体）とすることができる。媒体３１０１は、限定は
しないが、キャッシュ、メインメモリ、および二次メモリを含む、メモリ階層を備えるこ
とができる。メモリ階層は、ＲＡＭ（例えば、ＳＲＡＭ、ＤＲＡＭ、ＤＤＲＡＭ）、ＲＯ
Ｍ、ＦＬＡＳＨ、ディスクドライブ、磁気テープ、ＣＤ（コンパクトディスク）、および
ＤＶＤ（デジタルビデオディスク）などの磁気および／または光記憶デバイスの任意の組
み合わせを使用して実装することができる。媒体３１０１は、コンピュータ命令またはデ
ータを示す情報搬送信号を伝えるための伝送媒体も備えることができる（信号が変調され
る搬送波がある場合、またはない場合）。例えば、伝送媒体としては、限定はしないが、
インターネット（ワールドワイドウェブとも称する）、イントラネット、ローカルエリア
ネットワーク（ＬＡＮ）、ワイドローカルエリアネットワーク（ＷＬＡＮ）、ストレージ
エリアネットワーク（ＳＡＮ）、メトロポリタンエリアネットワーク（ＭＡＮ）、および
同様のネットワークが挙げられる。
【００９８】
　１つまたは複数の処理ユニット３１１８は、システム３１００に対してさまざまな機能
を実行するために媒体３１０１に格納されているさまざまなソフトウェアコンポーネント
を実行する。いくつかの実施形態では、ソフトウェアコンポーネントは、オペレーティン
グシステム３１２２、通信モジュール（または命令セット）３１２４、タッチ処理モジュ
ール（または命令セット）３１２６、グラフィックスモジュール（または命令セット）３
１２８、１つまたは複数のアプリケーション（または命令セット）３１３０、およびゲー
ムセンタモジュール［または命令セット］３１３８を含む。一実施形態では、ゲームセン
タアプリケーションは、サブモジュール（例えば、プロファイル２１０、友達２２０、ゲ
ーム２３０、通知２４０）を含むゲームセンタモジュール３１３８に関連付けられる。こ
れらのモジュール、サブモジュール、および上記のアプリケーションのそれぞれは、説明
されている１つまたは複数の機能を実行するための命令セットおよび本出願で説明されて
いる方法（例えば、本明細書で説明されているコンピュータ実施方法および他の情報処理
方法）に対応する。これらのモジュール（つまり、命令セット）は、個別のソフトウェア
プログラム、プロシージャ、またはモジュールとしえ実装される必要はなく、したがって
さまざまな実施形態においてこれらのモジュールのさまざまなサブセットを組み合わせる
か、または他の何らかの方法で再配置構成することができる。
　いくつかの実施形態では、媒体３１０１は、上で識別されたモジュールおよびデータ構
造体のサブセットを格納することができる。さらに、媒体３１０１は、上で説明されてい
ない追加のモジュールをおよびデータ構造体を格納することができる。
【００９９】
　オペレーティングシステム３１２２は、一般的なシステムタスク（例えば、メモリ管理
、ストレージデバイス制御、電源管理など）を制御し管理するためのさまざまなプロシー
ジャ、命令セット、ソフトウェアコンポーネントおよび／またはドライバを備え、さまざ
まなハードウェアとソフトウェアコンポーネントとの間の通信を円滑に進める。
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　通信モジュール３１２４は、１つまたは複数の外部ポート３１３６上で、またはＲＦ回
路３１０８を介して他のデバイスと通信することを円滑にし、ＲＦ回路３１０８および／
または外部ポート３１３６から受信されたデータを処理するためのさまざまなソフトウェ
アコンポーネントを備える。
【０１００】
　グラフィックスモジュール３１２８は、ディスプレイ画面上にグラフィックオブジェク
トをレンダリングし、アニメーション表示し、表示するためのさまざまな知られているソ
フトウェアコンポーネントを備える。タッチＩ／Ｏデバイス３１１２がタッチセンサー式
ディスプレイ（例えば、タッチスクリーン）である実施形態では、グラフィックスモジュ
ール３１２８は、タッチセンサー式ディスプレイ上にオブジェクトをレンダリングし、表
示し、アニメーション表示するためのコンポーネントを備える。
【０１０１】
　１つまたは複数のアプリケーション３１３０として、限定はしないが、ゲームセンタア
プリケーション、ブラウザ、アドレス帳、連絡先リスト、電子メール、インスタントメッ
セージング、ワードプロセッシング、キーボードエミュレーション、ウィジェット、ＪＡ
ＶＡ（登録商標）対応アプリケーション、暗号化、デジタル権利管理、音声認識、音声複
製、位置決定機能（グローバルポジショニングシステム（ＧＰＳ）が備えるような）、音
楽プレーヤなどを含む、システム３１００にインストールされているアプリケーションが
挙げられる。
　タッチ処理モジュール３１２６は、限定はしないが、タッチＩ／Ｏデバイスコントロー
ラ３１３２を介してＩ／Ｏデバイス３１１２からタッチ入力を受け取り、受け取ったタッ
チ入力を処理することを含む、タッチＩ／Ｏデバイス３１１２に関連付けられているさま
ざまなタスクを実行するためのさまざまなソフトウェアコンポーネントを備える。
【０１０２】
　システム３１００は、図３から８に関連して本明細書で説明されているような方法／機
能を実行するためのサブモジュール（例えば、プロファイル２１０、友達２２０、ゲーム
２３０、通知２４０）を有するゲームセンタモジュール３１３８を備えることができる。
　一実施形態では、ゲームセンタモジュール３１３８は、カスタマイズされたプレーヤ特
有のオプションおよび統計量を提示するように少なくとも機能しうる。例えば、ゲームセ
ンタモジュールは、ユーザに対して、ゲームセンタ内で友達のリストを構築し修正する機
能を提供することができる。ユーザは、特定の友達を選択し、その友達とプレーするゲー
ム、共通のゲーム、および友達が所有しているが、ユーザは所有していないゲームを表示
することができる。ユーザは、それらのゲームのそれぞれに対するランキングおよび達成
を表示することができる。ユーザは、これらのゲームのうちの１つを選択して、リーダボ
ードオプションを有するゲーム詳細を生成することができる。リーダボードオプションを
選択した後、ゲームセンタモジュール３１３８は、ユーザおよび友達に対するリーダボー
ドを生成する。ゲームセンタモジュール３１３８は、友達が所有しているが、ユーザは所
有していないゲームをユーザが取得できるようにする機能も備える。
【０１０３】
　別の実施形態では、システム（例えば、３００３、３１００）は、ゲームセンタモジュ
ール３１３８を格納するコンピュータ可読媒体（例えば、３１０１）、ゲームセンタモジ
ュール３１３８に関連付けられている命令セットを実行する１つまたは複数の処理ユニッ
ト（例えば、３１１８）、および入出力デバイス（例えば、３００１、３１１２）を備え
る。１つまたは複数の処理ユニットは、ゲームセンタモジュールの友達オプションの選択
を受け取り、入出力デバイスに提示されるデータを送信するように構成されうる。データ
は、友達のリストを示す。１つまたは複数の処理ユニットは、友達のリストから友達の選
択を受け取り、入出力デバイスに提示されるデータを送信するようにも構成されうる。デ
ータは、ユーザと選択された友達との間で一緒にプレーしたゲームの第１のリストおよび
ユーザと選択された友達との間で共通である他のゲームの第２のリストを含む選択された
友達の友達詳細を示す。ゲームの第１のリストは、それぞれのオプションが各ゲーム名お
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よび各ゲームに対するユーザのランキングと選択された友達のランキングとの比較を示す
オプションのリストを含むものとしてよい。ゲームの第２のリストも、それぞれのオプシ
ョンが各ゲーム名および各ゲームに対するユーザのランキングと選択された友達のランキ
ングとの比較を示すオプションのリストを含むものとしてよい。
【０１０４】
　別の実施形態では、ゲームセンタモジュールは、友達オプションまたはゲームオプショ
ンを介してアクセスされることに基づきカスタマイズされたゲーム詳細を提示する。ゲー
ムセンタモジュール３１３８は、ユーザが友達オプションを選択した場合に選択された友
達およびユーザに対する比較情報を有するゲーミング詳細ならびにユーザがゲームオプシ
ョンを選択した場合にユーザ情報を有するゲーミング詳細とともに選択されたゲームのゲ
ーミング詳細を提示する。比較情報は、選択されたゲームに対するユーザのランキングと
友達のランキングとの比較を示すリーダボードオプションを備えるものとしてよい。比較
情報は、選択されたゲームに対するユーザの一連の達成と友達の一連の達成との比較を示
す達成オプションも備えるものとしてよい。ユーザ情報は、選択されたゲームに対するユ
ーザのランキングを示すリーダボードオプションおよび選択されたゲームに対するユーザ
の一連の達成を示す達成オプションを備えることができる。
【０１０５】
　別の実施形態では、ゲームセンタモジュール３１３８は、ユーザに対して、特定のゲー
ムをプレーする、ユーザの特定の友達からの招待を与えることができる。ゲームセンタモ
ジュール３１３８は、ユーザがその特定のゲームを所有しているかどうかを判定し、ユー
ザがその特定のゲームを所有していなければ特定のゲームにアクセスするゲームオプショ
ンを提示する。
【０１０６】
　モジュール３１３８は、ゲームセンタアプリケーション３１３０をインタラクティブに
操作して、本明細書で説明されている方法および機能を提供することもできる。ジュール
３１３８は、ハードウェア、ソフトウェア、ファームウェア、またはこれらの組み合わせ
として実現されうる。モジュール３１３８は、媒体３１０１内に常駐するように示されて
いるけれども、モジュール３１３８の全部または一部をシステム３１００内の他のコンポ
ーネント内に実現することができるか、または全体をシステム３１００内の別のコンポー
ネントとして実現することもできる。
【０１０７】
　Ｉ／Ｏサブシステム３１０６は、さまざまな機能を制御するか、または実行するために
タッチＩ／Ｏデバイス３１１２および１つまたは複数のＩ／Ｏデバイス３１１４に結合さ
れる。タッチＩ／Ｏデバイス３１１２は、ユーザタッチ入力を処理するためのさまざまな
コンポーネント（例えば、スキャンを実行するハードウェア）を備える、タッチＩ／Ｏデ
バイスコントローラ２０３２を介して処理システム３１０４と通信する。１つまたは複数
の他の入力コントローラ２０３４は、他のＩ／Ｏデバイス３１１４から電気信号を受信し
、他のＩ／Ｏデバイス３１１４に電気信号を送信する。他のＩ／Ｏデバイス３１１４とし
ては、物理的ボタン、ダイヤル、スライドスイッチ、スティック、キーボード、タッチパ
ッド、追加のディスプレイ画面、またはこれらの組み合わせが挙げられる。
【０１０８】
　タッチスクリーンとして実現される場合、タッチＩ／Ｏデバイス３１１２は、ＧＵＩに
ユーザへの視覚的出力を表示する。この視覚的出力は、テキスト、グラフィックス、ビデ
オ、およびこれらの組み合わせを含むことができる。視覚的出力の一部または全部が、ユ
ーザインターフェースオブジェクトに対応しうる。タッチＩ／Ｏデバイス３１１２は、ユ
ーザからのタッチ入力を受け付けるタッチセンサー面を形成する。タッチＩ／Ｏデバイス
３１１２およびタッチスクリーンコントローラ３１３２（媒体３１０１内の関連するモジ
ュールおよび／または命令セットとともに）は、タッチＩ／Ｏデバイス３１１２上のタッ
チまたはニアタッチ（およびタッチの移動もしくはタッチを離す動作）を検出し、追跡し
、検出されたタッチ入力を、１つまたは複数のユーザインターフェースオブジェクトなど
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の、グラフィックオブジェクトとのインタラクションに変換する。デバイス３１１２がタ
ッチスクリーンとして実現されている場合、ユーザは、タッチスクリーン上に表示されて
いるグラフィックオブジェクトを直接的にインタラクティブに操作することができる。あ
るいは、デバイス３１１２がタッチスクリーン以外のタッチデバイス（例えば、タッチパ
ッド）として実現されている場合、ユーザは、Ｉ／Ｏデバイス３１１４として実現されて
いる独立したディスプレイ画面上に表示されているグラフィックオブジェクトを間接的に
インタラクティブに操作することができる。
【０１０９】
　タッチＩ／Ｏデバイス３１１２は、参照により本明細書にそれぞれ組み込まれている、
米国特許第６，３２３，８４６号（Ｗｅｓｔｅｒｍａｎら）、米国特許第６，５７０，５
５７号（Ｗｅｓｔｅｒｍａｎら）、および／または米国特許第６，６７７，９３２号（Ｗ
ｅｓｔｅｒｍａｎ）、および／または米国特許出願第２００２／００１５０２４Ａ１号に
おいて説明されているマルチタッチセンサー面に類似するものであってよい。
　タッチＩ／Ｏデバイス３１１２がタッチスクリーンである実施形態では、タッチスクリ
ーンはＬＣＤ（液晶ディスプレイ）技術、ＬＰＤ（発光高分子ディスプレイ）技術、ＯＬ
ＥＤ（有機ＬＥＤ）、またはＯＥＬ（有機エレクトロルミネッセンス）を使用することが
できるが、他の実施形態では他のディスプレイ技術を使用することができる。
　フィードバックは、ユーザのタッチ入力、さらには表示されている内容の、および／ま
たはコンピューティングシステムの１つまたは複数の状態に基づきタッチＩ／Ｏデバイス
３１１２によって供給されうる。フィードバックは、光学的に（例えば、光信号もしくは
表示画像）、機械的に（例えば、触覚フィードバック、タッチフィードバック、力フィー
ドバック、または同様のフィードバック）、電気的に（例えば、電気的刺激）、嗅覚によ
り、聴覚的に（例えば、ビープ音など）、または同様の方法もしくはこれらの組み合わせ
により、変化する、または変化しない方法で送信されうる。
【０１１０】
　システム３１００は、さまざまなハードウェアコンポーネントに給電するための電源シ
ステム３１４４も備え、またパワーマネージメントシステム、１つまたは複数の電源、充
電システム、電源故障検出回路、電力コンバータもしくはインバータ、電力ステータスイ
ンジケータ、および典型的にはポータブルデバイス内の電力の発生、管理、および分配に
関連する他のコンポーネントを備えることができる。
　いくつかの実施形態では、周辺インターフェース３１１６、１つまたは複数の処理ユニ
ット３１１８、およびメモリコントローラ３１２０は、処理システム３１０４などの単一
チップ上に実装することができる。いくつかの他の実施形態では、これらは個別のチップ
上に実装することができる。
【０１１１】
　本開示のいくつかの実施形態では、システム３００３またはシステム３１００またはシ
ステム３００３もしくは３１００の組み合わせを使用して、本開示で説明されている方法
の少なくともいくつかを実装することができる。
　詳細な説明のいくつかの部分は、コンピュータメモリ内に格納されているデータに対す
るオペレーションを含むアルゴリズムに関して提示されている。アルゴリズムは、一般的
に、望む結果が得られる自己矛盾のない一連のオペレーションである。これらのオペレー
ションは、典型的には、物理的量の物理的操作を必要とするか、または伴う。通常、必ず
というわけではないけれども、これらの量は、格納、転送、組み合わせ、比較、および他
の何らかの形の操作が可能な電気的または磁気的信号の形態をとる。主に共通使用の理由
から、これらの信号をビット、値、要素、記号、文字、語、数、または同様のものとして
参照することがときには都合がよいことが実証されている。
　しかし、これらの語および類似の語はすべて、適切な物理的量に関連付けられ、これら
の量に付けられる単に便利なラベルにすぎないことを念頭におくべきである。以下の説明
から明らかなように特に断りのない限り、説明全体を通して、「処理」または「コンピュ
ーティング」または「計算」または「決定（判定）」または「表示」、または同様の語句
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などの語を使用する説明では、システムのレジスタおよびメモリ内で物理的（電子的）量
として表されているデータを操作し、システムのメモリまたはレジスタまたは他のそのよ
うな情報記憶、伝送、または表示デバイス内で物理的量として同様に表されている他のデ
ータに変換するデータ処理システム、または類似の電子デバイスの動作およびプロセスを
指すものとしてよいことは理解される。
【０１１２】
　本開示は、本明細書で説明されているオペレーションのうちの１つまたは複数を実行す
るための装置に関するものとしてよい。この装置は、必要な目的のために特別に制作され
うるか、またはコンピュータに格納されているコンピュータプログラムによって選択的に
アクティブ化されるかもしくは再構成される汎用コンピュータを備えることができる。こ
のようなコンピュータプログラムは、限定はしないが、フロッピィーディスク、光ディス
ク、ＣＤ－ＲＯＭ、および光磁気ディスクを含む任意の種類のディスク、読出し専用メモ
リ（ＲＯＭ）、ランダムアクセスメモリ（ＲＡＭ）、消去可能プログラマブルＲＯＭ（Ｅ
ＰＲＯＭ）、電気的消去可能プログラマブルＲＯＭ（ＥＥＰＲＯＭ）、フラッシュメモリ
、磁気もしくは光カード、または電子的命令を格納するのに適した任意の種類の媒体など
の機械（例えば、コンピュータ）可読記憶媒体内に格納され、それぞれバスに結合されう
る。
　機械可読記憶媒体は、機械（例えば、コンピュータ）によって読み込むことが可能な形
式で情報を格納または送信するためのメカニズムを備える。例えば、機械は、機械可読媒
体（例えば、磁気ディスク、光ディスク、ランダムアクセスメモリ、読出し専用メモリ、
フラッシュメモリデバイス、相変化メモリ）を使用してコードおよびデータを格納し（内
部的に、またネットワーク経由で他のデバイスと）通信する。
【０１１３】
　１つまたは複数のアプリケーションプログラミングインターフェース（ＡＰＩ）をいく
つかの実施形態で使用することができる。ＡＰＩは、プログラムコードコンポーネントま
たはハードウェアコンポーネント（これ以降、「ＡＰＩ実装コンポーネント」と称する）
によって実装されるインターフェースがあって、これにより異なるプログラムコードコン
ポーネントまたはハードウェアコンポーネント（これ以降、「ＡＰＩ呼び出しコンポーネ
ント」と称する）がＡＰＩ実装コンポーネントによって提供される１つまたは複数のファ
ンクション、メソッド、プロシージャ、データ構造体、クラス、および／または他のサー
ビスにアクセスし使用することが可能になる。ＡＰＩは、ＡＰＩ呼び出しコンポーネント
とＡＰＩ実装コンポーネントとの間で受け渡される１つまたは複数のパラメータを定義す
ることができる。
【０１１４】
　ＡＰＩを使用することで、ＡＰＩ呼び出しコンポーネントの開発者（サードパーティ開
発者であってもよい）はＡＰＩ実装コンポーネントによって提供される指定された機能を
利用することができる。１つのＡＰＩ呼び出しコンポーネントがありえるか、または複数
のそのようなコンポーネントがありうる。ＡＰＩは、アプリケーションからのサービスの
要求をサポートするためにコンピュータシステムまたはプログラムライブラリが提供する
ソースコードインターフェースとすることができる。オペレーティングシステム（ＯＳ）
は複数のＡＰＩを有し、これにより、このＯＳ上で実行されているアプリケーションがこ
れらのＡＰＩのうちの１つまたは複数を呼び出すことが可能であり、サービス（プログラ
ムライブラリなど）は複数のＡＰＩを有し、これにより、サービスを使用するアプリケー
ションはこれらのＡＰＩのうちの１つまたは複数を呼び出すことができる。ＡＰＩは、イ
ンタプリタで実行されうるか、またはアプリケーションがビルドされたときにコンパイル
されうるプログラミング言語に関して指定することができる。
【０１１５】
　いくつかの実施形態では、ＡＰＩ実装コンポーネントは、複数のＡＰＩを備えることが
でき、それぞれのＡＰＩはＡＰＩ実装コンポーネントによって実装される機能の異なる側
面にアクセスする異なる側面に対して異なる視点を与える。例えば、ＡＰＩ実装コンポー
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ネントの１つのＡＰＩは第１の機能セットを備え、サードパーティ開発者に公開すること
ができ、ＡＰＩ実装コンポーネントの別のＡＰＩは隠され（公開されず）、第１の機能セ
ットのサブセットを備え、また第１の機能セットにはないテストまたはデバッグ機能など
の、別の機能セットを備えることができる。他の実施形態では、ＡＰＩ実装コンポーネン
トは、それ自体が、基本ＡＰＩを介して１つまたは複数の他のコンポーネントを呼び出す
ことができ、したがって、ＡＰＩ呼び出しコンポーネントであり、かつＡＰＩ実装コンポ
ーネントでもありうる。
【０１１６】
　ＡＰＩは、ＡＰＩ実装コンポーネントの指定された機能にアクセスし、使用するときに
ＡＰＩ呼び出しコンポーネントが使用する言語およびパラメータを定義する。例えば、Ａ
ＰＩ呼び出しコンポーネントは、ＡＰＩによって公開されている１つまたは複数のＡＰＩ
呼び出しまたは起動（例えば、ファンクションまたはメソッド呼び出しによって実現され
る）を通じてＡＰＩ実装コンポーネントの指定された機能にアクセスし、ＡＰＩ呼び出し
またはＡＰＩ起動を介してパラメータを使用してデータおよび制御情報を受け渡す。ＡＰ
Ｉ実装コンポーネントは、ＡＰＩ呼び出しコンポーネントからのＡＰＩ呼び出しに応答し
てＡＰＩを通じて値を返すことができる。ＡＰＩがＡＰＩ呼び出しの構文および結果を定
義している場合（例えば、ＡＰＩの呼び出し方およびＡＰＩの実行内容）、ＡＰＩは、Ａ
ＰＩ呼び出しがＡＰＩ呼び出しによって指定されたファンクションをどのように実行する
かを明らかにしえない。さまざまなＡＰＩ呼び出しが、呼び出し側（ＡＰＩ呼び出しコン
ポーネント）とＡＰＩ実装コンポーネントとの間の１つまたは複数のアプリケーションプ
ログラミングインターフェースを介して転送される。ＡＰＩ呼び出しを転送することは、
ファンクションコールまたはメッセージを発行すること、開始すること、起動すること、
呼び出すこと、受け取ること、返すこと、またはそれに応答することを含むものとしてよ
い、言い換えると、転送することは、ＡＰＩ呼び出しコンポーネントまたはＡＰＩ実装コ
ンポーネントのいずれかによるアクションを意味するものとしてよい。ファンクションコ
ールまたはＡＰＩの他の起動により、パラメータリストまたは他の構造体を通じて１つま
たは複数のパラメータを送るか、または受け取ることができる。パラメータは、定数、キ
ー、データ構造体、オブジェクト、オブジェクトクラス、変数、データ型、ポインタ、配
列、リスト、またはファンクションもしくはメソッドへのポインタ、またはＡＰＩを介し
て受け渡しされるデータもしくは他のアイテムを参照する別の手段とすることができる。
　さらに、データ型またはクラスは、ＡＰＩによって提供され、ＡＰＩ実装コンポーネン
トによって実装されうる。そこで、ＡＰＩ呼び出しコンポーネントは、そのＡＰＩで提供
される定義を使用することによってそのような型もしくはクラスの変数を宣言し、そのよ
うな型もしくはクラスへのポインタを使用し、そのような型もしくはクラスの定数値を使
用するか、またはインスタンス化することができる。
【０１１７】
　一般的に、ＡＰＩは、ＡＰＩ実装コンポーネントによって提供されるサービスもしくは
データにアクセスするために、またはＡＰＩ実装コンポーネントによって提供されるオペ
レーションまたは計算の実行を開始するために使用されうる。例えば、ＡＰＩ実装コンポ
ーネントおよびＡＰＩ呼び出しコンポーネントは、それぞれ、オペレーティングシステム
、ライブラリ、デバイスドライバ、ＡＰＩ、アプリケーションプログラム、または他のモ
ジュールのうちのどれか１つであるものとしてよい（ＡＰＩ実装コンポーネントおよびＡ
ＰＩ呼び出しコンポーネントは、同じであってもよいし、互いに異なる種類のモジュール
であってもよいことは理解されるであろう）。ＡＰＩ実装コンポーネントは、いくつかの
場合において、少なくとも一部は、ファームウェア、マイクロコード、または他のハード
ウェアロジックで実現されうる。いくつかの実施形態では、ＡＰＩを使用することで、ク
ライアントプログラム（例えば、ゲームセンタアプリケーション）はソフトウェア開発キ
ット（ＳＤＫ）ライブラリによって提供されるサービスを使用することができる。他の実
施形態では、アプリケーションまたは他のクライアントプログラムは、アプリケーション
フレームワークによって提供されるＡＰＩを使用することができる。これらの実施形態で
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は、アプリケーションもしくはクライアントプログラムは、ＳＤＫによって提供され、ま
たＡＰＩによって提供されるファンクションもしくはメソッドへの呼び出しを組み込むか
、またはＳＤＫにおいて定義され、ＡＰＩによって提供されるデータ型もしくはオブジェ
クトを使用することができる。アプリケーションフレームワークは、これらの実施形態に
おいて、フレームワークによって定義されたさまざまなイベントに応答するプログラムに
対するメインイベントループを備える。ＡＰＩを使用することで、アプリケーションはア
プリケーションフレームワークを使用してイベント、およびイベントへの応答を指定する
ことができる。いくつかの実装では、ＡＰＩ呼び出しは、入力能力および状態、出力能力
および状態、処理能力、電力状態、記憶容量および状態、通信能力などの側面に関係する
ものを含む、ハードウェアデバイスの能力もしくは状態をアプリケーションに報告するこ
とができ、ＡＰＩは、一部はファームウェア、マイクロコード、または一部はハードウェ
アコンポーネントで実行される他の低水準ロジックによって実装されうる。
【０１１８】
　ＡＰＩ呼び出しコンポーネントは、ローカルコンポーネント（つまり、ＡＰＩ実装コン
ポーネントと同じデータ処理システム上の）またはネットワーク上でＡＰＩを通じてＡＰ
Ｉ実装コンポーネントと通信するリモートコンポーネント（つまり、ＡＰＩ実装コンポー
ネントと異なるデータ処理システム上の）とすることができる。ＡＰＩ実装コンポーネン
トは、ＡＰＩ呼び出しコンポーネントとして動作することもでき（つまり、異なるＡＰＩ
実装コンポーネントによって公開されているＡＰＩへのＡＰＩ呼び出しを行うことができ
る）、ＡＰＩ呼び出しコンポーネントは、異なるＡＰＩ呼び出しコンポーネントに公開さ
れているＡＰＩを実装することによってＡＰＩ実装コンポーネントとして動作することも
できることは理解されるであろう。
【０１１９】
　ＡＰＩを使用することで、異なるプログラミング言語で書かれている複数のＡＰＩ呼び
出しコンポーネントは、ＡＰＩ実装コンポーネントと通信することができるが（したがっ
て、ＡＰＩは、ＡＰＩ実装コンポーネントとＡＰＩ呼び出しコンポーネントとの間で呼び
出しと戻りを転送するための機能を備えることができる）、ＡＰＩは、特定のプログラミ
ング言語に関して実装されうる。ＡＰＩ呼び出しコンポーネントは、一実施形態では、Ｏ
Ｓ提供者からのＡＰＩセットおよびプラグイン提供者からの別のＡＰＩセットおよび別の
提供者（例えば、ソフトウェアライブラリの提供者）からの別のＡＰＩセットまたは別の
ＡＰＩセットの作成者などの異なる提供者からのＡＰＩを呼び出すことができる。
【０１２０】
　図３２は、本発明の一実施形態において使用されうる、例示的なＡＰＩアーキテクチャ
を示すブロック図である。図３２に示されているように、ＡＰＩアーキテクチャ３２００
は、ＡＰＩ３２２０を実装するＡＰＩ実装コンポーネント３２１０（例えば、オペレーテ
ィングシステム、ライブラリ、デバイスドライバ、ＡＰＩ、アプリケーションプログラム
、ソフトウェア、または他のモジュール）を備える。ＡＰＩ　３２２０は、ＡＰＩ呼び出
しコンポーネント３２３０によって使用されうるＡＰＩ実装コンポーネントの１つまたは
複数のファンクション、メソッド、クラス、オブジェクト、プロトコル、データ構造体、
フォーマット、および／または他の機能を指定する。ＡＰＩ　３２２０は、ＡＰＩ実装コ
ンポーネントのファンクションがＡＰＩ呼び出しコンポーネントからデータをどのように
受け取るか、およびファンクションがＡＰＩ呼び出しコンポーネントに結果をどのように
返すかを指定する少なくとも１つの呼び出し規約を指定することができる。ＡＰＩ呼び出
しコンポーネント３２３０（例えば、オペレーティングシステム、ライブラリ、デバイス
ドライバ、ＡＰＩ、アプリケーションプログラム、ソフトウェア、または他のモジュール
）は、ＡＰＩ　３２２０を通じてＡＰＩ呼び出しを実行して、ＡＰＩ　３２２０によって
指定されているＡＰＩ実装コンポーネント３２１０の機能にアクセスし、使用する．ＡＰ
Ｉ実装コンポーネント３２１０は、ＡＰＩ呼び出しに応答してＡＰＩ呼び出しコンポーネ
ント３２３０にＡＰＩ　３２２０を通じて値を返すことができる。
【０１２１】
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　ＡＰＩ実装コンポーネント３２１０は、追加のファンクション、メソッド、クラス、デ
ータ構造体、および／またはＡＰＩ　３２２０を通じて指定されていない、ＡＰＩ呼び出
しコンポーネント３２３０から利用できない他の機能を備えることができることは理解さ
れるであろう。ＡＰＩ呼び出しコンポーネント３２３０は、ＡＰＩ実装コンポーネント３
２１０と同じシステム上にあるか、またはリモートに配置することができ、ネットワーク
を経由してＡＰＩ　３２２０を使用してＡＰＩ実装コンポーネント３２１０にアクセスす
る。図３２は、ＡＰＩ　３２２０をインタラクティブに操作する単一のＡＰＩ呼び出しコ
ンポーネント３２３０を示しているが、ＡＰＩ呼び出しコンポーネント３２３０と異なる
言語（または同じ言語）で書かれている可能性のある他のＡＰＩ呼び出しコンポーネント
もＡＰＩ　３２２０を使用することができることは理解されるであろう。
【０１２２】
　ＡＰＩ実装コンポーネント３２１０、ＡＰＩ　３２２０、およびＡＰＩ呼び出しコンポ
ーネント３２３０は、機械可読媒体（例えば、コンピュータ可読媒体）に格納することが
でき、これは機械（例えば、コンピュータもしくは他のデータ処理システム）によって読
み取ることができる形式で情報を格納するためのメカニズムを備える。例えば、機械可読
媒体として、磁気ディスク、光ディスク、ランダムアクセスメモリ、読出し専用メモリ、
フラッシュメモリデバイスなどが挙げられる。
　図３３は、アプリケーションが複数のサービスＡＰＩを使用してサービスＡまたはＢを
、また複数のＯＳ　ＡＰＩを使用してオペレーティングシステム（ＯＳ）を呼び出すこと
ができる、本発明の一実施形態における、「ソフトウェアスタック」の図である。サービ
スＡおよびＢは、複数のＯＳ　ＡＰＩを使用してＯＳへの呼び出しを行うことができる。
【０１２３】
　サービス２は、２つのＡＰＩを有しており、そのうちの一方（サービス２のＡＰＩ　１
）はアプリケーション１から呼び出しを受け取り、アプリケーション１に値を返すもので
あり、もう一方（サービス２のＡＰＩ　２）はアプリケーション２から呼び出しを受け取
り、アプリケーション２に値を返すものである。サービス１（例えば、ソフトウェアライ
ブラリとすることができる）は、ＯＳ　ＡＰＩ　１に対して呼び出しを行い、ＯＳ　ＡＰ
Ｉ　１から返却値を受け取り、サービス２（例えば、ソフトウェアライブラリとすること
ができる）は、ＯＳ　ＡＰＩ　１とＯＳ　ＡＰＩ　２の両方に対して呼び出しを行い、Ｏ
Ｓ　ＡＰＩ　１とＯＳ　ＡＰＩ　２の両方から返却値を受け取る。アプリケーション２は
、ＯＳ　ＡＰＩ　２に呼び出しを行い、ＯＳ　ＡＰＩ　２から返却値を受け取る。
　図３４～３６は、本発明の一実施形態においてゲーム招待を受けた後にグラフィカルユ
ーザインターフェースに提示される例示的なアラートまたは通知を示す図である。最初に
、ユーザのシステムがユーザの特定のプレーヤ－（例えば、ユーザの友達リストからの友
達、友達でない人）から特定のゲームをプレーする招待を受ける。処理ロジックは、ゲー
ム招待に関連付けられているゲームが現在のシステム上のユーザによって所有されている
か、所有されているが現在のシステム上にないか、またはユーザによって所有されていな
いかを判定する。招待は、ゲームが現在のシステム上のユーザによって所有されている場
合にアラート３４００の形態をとりうる。アラート３４００は、その招待を送信したプレ
ーヤのユーザ名（例えば、ユーザ名４０）、ゲーム名（例えば、ゲーム名２）、およびメ
ッセージフィールド３４１０を備える。招待を生成したプレーヤは、メッセージフィール
ド３４１０内にメッセージを作成する。
【０１２４】
　ユーザがユーザの現在のシステム上でゲーム（例えば、ゲーム名２）を所有している場
合、アラート３４００も、特定のゲームを受諾するための受諾オプション３４２０、ゲー
ム招待を辞退するための辞退オプション３４２０、およびゲーム招待を破棄するための任
意選択の破棄オプションを備える。破棄オプションを選択することで、ユーザは、ゲーム
を辞退するか、またはアクセスするかを後で決定することができる。
　招待は、ユーザがそのゲームを所有しているが、ユーザによって使用されている現在の
システム上にはない場合にアラート３５００の形態をとりうる。アラート３５００は、そ
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の招待を送信したプレーヤのユーザ名（例えば、ユーザ名４０）、ゲーム名（例えば、ゲ
ーム名２）、およびメッセージフィールド３５１０を備える。招待を生成したプレーヤは
、メッセージフィールド３５１０内にメッセージを作成する。
【０１２５】
　アラート３５００は、フレーム招待を辞退するための辞退オプション３５２０、オンラ
インアプリケーションサービス（例えば、アプリケーションストア）からゲームをダウン
ロードするためのダウンロードオプション３５３０、およびゲーム招待を破棄するための
任意選択の破棄オプションも備える。破棄オプションを選択することで、ユーザは、ゲー
ムを辞退するか、またはダウンロードするかを後で決定することができる。
　招待は、ユーザがそのゲームを所有していない場合にアラート３６００の形態をとりう
る。アラート３６００は、その招待を送信したプレーヤ（例えば、友達）のユーザ名（例
えば、ユーザ名４０）、ゲーム名（例えば、ゲーム名２）、およびメッセージフィールド
３６１０を備える。アラート３５００は、フレーム招待を辞退するための辞退オプション
３６２０、オンラインアプリケーションサービス（例えば、アプリケーションストア）か
らゲームの安全機能版または制限版にアクセスするためのアクセスオプション３５３０（
例えば、アプリケーションストア、購入）、およびゲーム招待を破棄するための任意選択
の破棄オプション３６４０も備える。破棄オプション３６４０を選択することで、ユーザ
は、ゲームを辞退するか、またはダウンロードするかを後で決定することができる。
【０１２６】
　アクセスオプション３６３０のユーザ選択後に、処理ロジックは、アクセスオプション
（例えば、購入、アプリケーションストア）のユーザ選択に応答して、ユーザをアプリケ
ーションサービス（例えば、アプリケーションストア）に自動的に誘導し特定のゲームを
購入させる。あるいは、処理ロジックは、アクセスオプションのユーザ選択に応答して、
ユーザをアプリケーションサービスに自動的に誘導して、制限期間内にゲームの完全機能
版、または機能が制限されたデモコピーに無料でアクセスできるようにすることができる
。一実施形態では、ゲーム招待は、ゲームに対するグラフィックアイコン、ゲーム名、ゲ
ームに対する評価、ゲームにアクセスする能力、およびゲームを購入する際の価格のうち
の少なくとも１つを含む。
　図３７～４２は、本発明の一実施形態におけるより大きなディスプレイを備えるシステ
ムに合わせて設計された例示的なユーザインターフェースを示す図である。例えば、これ
らのシステムは、携帯電話デバイスのディスプレイに比べて大きなディスプレイを有する
システムもしくはデバイスを備えることができる。図３７は、一実施形態による友達の検
索可能なリストおよび追加情報とともにユーザインターフェース３７００を例示している
。ユーザインターフェース３７００は、図１０および１１Ｂに例示されているユーザイン
ターフェースと似た内容を備える。ユーザインターフェース３７００は、検索オプション
３７０２および友達のリスト３７１０を含む。オプション３７０４のユーザ選択により、
ユーザの連絡先および関連する連絡先情報（例えば、電話番号、電子メールアドレス、Ｕ
ＲＬ、住所、追加フィールドなど）のリストが表示される。
【０１２７】
　ユーザインターフェース３７００は、ユーザの名前（例えば、Ｍｅｌ）、友人の数、プ
レーしたゲームの数、および達成の回数を含む、情報３７２０も含む。情報３７２０は、
われわれが一緒にプレーしたゲーム３７３０（例えば、Ｍｅｌと選択された友達とが一緒
にプレーしたゲーム）、共通の他のゲーム３７４０、およびＭｅｌ　３７５０によって所
有されていないゲームも含む。
　図３８は、一実施形態による特定のゲームに対する達成情報を有するユーザインターフ
ェース３８００を例示している。ユーザインターフェース３８００は、ゲーム名、プレー
オプション３８０２、友達に知らせるオプション３８０４、ゲームに対するランキング３
８０６、ゲームに対する達成（例えば、１８回の達成）を含む。
　図３９は、一実施形態による特定のゲームに対するリーダボード情報を有するユーザイ
ンターフェース３９００を例示している。ユーザインターフェース３９００は、異なるリ
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ーダボード（例えば、リーダボード１、リーダボード２など）のうちから選択する選択可
能なリーダボードオプション３９０２を備える。例えば、ゲーム名１５は、それぞれに関
係しない４つの異なるトラックを備えることができる。異なるリーダボードが、それぞれ
のトラックについて生成されうる。マージされたリーダボードは、すべてのトラックから
集計されたランキングを含みうる。ユーザインターフェース３９００は、今日オプション
３９５０、今週オプション３９１１、および終日オプション３９１２を備える。リーダの
リストは、これらのオプションに基づきフィルタリングされ、ランク付けされる。
【０１２８】
　友達３９９４は、ゲーム名１１に対するＭｅｌの友達のランク付けされたリストを含む
。全員３９９６は、ゲーム名１５に対するすべてのユーザのランク付けされたリストを含
む。
　いくつかの実施形態では、特定の数の最上位プレーヤがリストされ（例えば、１０、２
０）、ユーザ（例えば、Ｍｅｌ）がこのリストに載っていない場合、ユーザのランキング
もリストされる（例えば、１９００位）。もっと見るオプション（例えば、３９９５、３
９９７）を選択して、さらに別のプレーヤランキングを表示することができる。
【０１２９】
　図４０は、一実施形態による特定のユーザについてプレーしたゲームを表示するユーザ
インターフェース４０００を例示している。ユーザインターフェース４０００は、ユーザ
名（例えば、Ｍｅｌ）、ユーザに対するプレーしたゲームの数、およびユーザに対するプ
レーしたゲーム（例えば、２４ゲームをプレーした）を含む。それぞれのゲームに対する
ゲーミング情報は、ゲームアイコン、ゲームに対する完遂された達成の回数、およびゲー
ム名を含む。
　図４１は、一実施形態による特定のユーザに対するゲームセンタアプリケーションを起
動した後の歓迎画面を表示するユーザインターフェース４１００を例示している。ユーザ
インターフェース４１００は、ユーザ名（例えば、Ｍｅｌ）、ユーザによってプレーされ
たゲームの数に対するアイコン、友達の数、ユーザに対するプレーしたゲームの数（例え
ば、２４ゲームをプレーした）、および達成回数を含む。
【０１３０】
　図４２は、一実施形態による通知（例えば、友達要求）のリストおよび追加情報ととも
にユーザインターフェース４２００を例示している。ユーザインターフェース４２００は
、図２１および２２に例示されているユーザインターフェースと似た内容を備える。ユー
ザインターフェース４２００は、ユーザが受信または送信した通知のリスト４２１０を含
む。オプション４２６０の選択では、処理ロジックは受信した通知（例えば、友達要求、
更新）のリストを生成するが、オプション４２６２の選択では、処理ロジックは送信した
通知（友達要求、更新）のリストを生成する。オプション４２７０のユーザ選択により、
ユーザの連絡先および関連する連絡先情報（例えば、電話番号、電子メールアドレス、Ｕ
ＲＬ、住所、追加フィールドなど）のリストが表示される。
【０１３１】
　一実施形態では、着信した友達要求は、電子メールアドレスに関連付けられうる。ユー
ザの連絡先に関連付けられているユーザのアドレス帳もしくは連絡先情報を検索して、電
子メールアドレスとマッチするものを見つけることができる。マッチがあった場合、着信
した友達要求により、着信した友達要求をユーザに送信したプレーヤに対する実名または
ニックネームが表示される。
【０１３２】
　一実施形態では、オプション４２６０が選択されると、ユーザ名２２も選択される。情
報４２３０は、表現（例えば、アバター）およびこのプレーヤからのショートメッセージ
などの友達要求を送信したプレーヤに関する詳細を含む。ユーザインターフェース４２０
０も、要求を受諾するための受諾オプション４２５０、要求を辞退するための辞退オプシ
ョン４２５２、およびユーザ名２２に関する問題を報告するための問題を報告オプション
４２６０を備える。追加のオプションも、図２２の説明に関連して例示され説明されてい
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るように備えることができる。
【０１３３】
　代替的一実施形態では、図３７～４２に例示されているユーザインターフェースも、携
帯電話デバイスにおいて使用することができる。
　図４３は、本発明の一実施形態においてテクスチャを有する所望のオブジェクト４３０
０を示す図である。所望のオブジェクト４３００は、終了コンポーネント４３０２および
４３０４ならびにテクスチャを有するコンポーネント４３０６を備える。このオブジェク
ト４３００は、より大きな所望のオブジェクトを形成するためにより小さなコンポーネン
トを反復する反復メソッドを使用して作成するのが困難な場合がある。
　図４４は、本発明の一実施形態におけるテンプレートオブジェクト４４００を示す図で
ある。テンプレートオブジェクトは、１つの次元（例えば、幅寸法）における所望のオブ
ジェクトの拡大版とすることができる。オブジェクト４４００の一部分を選択して（また
は他の部分をブロックするか、またはマスクして）所望のオブジェクト４３００を形成す
ることができる。例えば、コンポーネント４４０２、４４０６、および４４０４を選択し
て、所望のオブジェクト４３００を形成することができる。コンポーネント４４０８は、
オブジェクト４４００からブロックされるか、または削除される。このようにして、テク
スチャを持つさまざまな種類のオブジェクトを作成することができる。
　図４５は、本発明の一実施形態におけるさまざまな入力フィールド４５１０～４５１４
を持つ例示的なフォーム４５００を示す図である。ゲーム開発者は、フォーム４５００ま
たは他の種類のフォームを容易に使用し、テクスチャレイヤを適用してカスタマイズされ
たユーザインターフェースを作成することができる。
　図４６は、本発明の一実施形態におけるユーザインターフェースのオブジェクトにテク
スチャを追加するための例示的なコンピュータ実施方法を示す図である。コンピュータ実
施方法４６００は、ハードウェア（回路、専用ロジックなど）、ソフトウェア（汎用コン
ピュータシステムまたは専用マシンまたはシステム上で実行されるようなもの）、または
両方の組み合わせを備えることができる処理ロジックによって実行される。一実施形態で
は、コンピュータ実施方法４６００は、クライアントシステム上に配置されているゲーム
センタモジュール２００によって実行される。ブロック４６０１で、処理ロジックは、１
つまたは複数の入力フィールドを持つフォームをユーザインターフェースに送る。ブロッ
ク４６０２で、処理ロジックは、入力フィールドの選択を受け取る。ブロック４６０４で
、処理ロジックは、入力フィールドに関連付けられている所望のオブジェクトに追加する
テクスチャレイヤの選択を受け取る。ブロック４６０６で、処理ロジックは、テクスチャ
レイヤを持つテンプレートオブジェクト（例えば、オブジェクト４４００）を生成する。
　テンプレートオブジェクトは、１つの次元（例えば、幅寸法）における所望のオブジェ
クトの拡大版とすることができる。ブロック４６０８で、処理ロジックは、特に幅広のテ
ンプレートオブジェクトの一部分（例えば、４４０８）をブロックするか、またはマスク
する。ブロック４６１０で、処理ロジックは、テクスチャレイヤを有する所望のオブジェ
クト（例えば、オブジェクト４３００）を形成するためにブロックされていない部分をマ
ージする。ブロック４６１２で、処理ロジックは、１つまたは複数のテンプレートオブジ
ェクトを繰り返し使用してさまざまな種類の所望のオブジェクトを形成し、システム上で
実行することができる１つまたは複数のソフトウェアアプリケーション（例えば、ゲーム
センタとともに使用するためのソフトウェアゲーミングアプリケーション）に対するカス
タマイズされたユーザインターフェースを作成する。
【０１３４】
　さまざまな種類のテクスチャレイヤが、所望のオブジェクト４３００もしくは他の種類
のオブジェクトを形成するために使用されうる。テクスチャレイヤは、カスタマイズされ
たオブジェクトおよびユーザインターフェースを作成するために所望のオブジェクトの複
数の部分にわたって色、強度、パターンなどを変化させることができる。
【０１３５】
　本明細書の前述内容において、本開示は特定の実施例を参照しつつ説明されている。付
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属の請求項で定められているように、本開示のより広い精神と範囲から逸脱することなく
本発明にさまざまな修正を加えられることは明白であろう。したがって、本明細書および
図面は、制限ではなく、例示することを目的としているものとみなすべきである。
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