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(57)【要約】
【課題】起動するアプリケーションが指定されたプッシ
ュ通知の受信に応じてアプリケーションに対する動作を
決定することが可能な情報処理装置を提供する。
【解決手段】ユーザに対するプッシュ通知の有るアプリ
ケーションの情報を取得する通信部と、前記取得した情
報に基づいて、前記アプリケーションを自動的にインス
トールする制御部と、を備える、情報処理装置が提供さ
れる。
【選択図】図１



(2) JP WO2016/167039 A1 2016.10.20

10

20

30

40

50

【特許請求の範囲】
【請求項１】
　ユーザに対するプッシュ通知の有るアプリケーションの情報を取得する通信部と、
　前記取得した情報に基づいて、前記アプリケーションを自動的にインストールする制御
部と、
を備える、情報処理装置。
【請求項２】
　前記制御部は、前記情報に基づいて、インストールした前記アプリケーションを自動起
動させる、請求項１に記載の情報処理装置。
【請求項３】
　前記制御部は、前記アプリケーションがインストール済みである場合には前記アプリケ
ーションをインストールすることなく、前記情報に基づいて前記アプリケーションを自動
起動させる、請求項２に記載の情報処理装置。
【請求項４】
　前記制御部は、予め設定されているアプリケーションの自動インストール条件と前記情
報とに基づいて、前記アプリケーションを自動的にインストールする、請求項１に記載の
情報処理装置。
【請求項５】
　前記制御部は、前記情報に基づいて、前記アプリケーションを自動的にアンインストー
ルする、請求項１に記載の情報処理装置。
【請求項６】
　前記制御部は、前記情報に基づいて、前記アプリケーションが作成したデータも含めて
前記アプリケーションをアンインストールするかを判断する、請求項５に記載の情報処理
装置。
【請求項７】
　前記制御部は、前記アプリケーションのユーザ操作による起動回数が所定数以上となっ
た場合に、前記アプリケーションの使用を継続するための権限を得るための処理を実行す
る、請求項１に記載の情報処理装置。
【請求項８】
　前記制御部は、前記アプリケーションを起動する場合に、前記取得した情報に基づく自
動起動の場合と、ユーザ操作に基づく起動との場合とで、前記アプリケーションによる動
作を異ならせる、請求項１に記載の情報処理装置。
【請求項９】
　前記通信部は、前記情報処理装置が所定の場所に存在する場合に、前記情報を取得する
、請求項１に記載の情報処理装置。
【請求項１０】
　前記情報は、前記プッシュ通知の緊急度を含み、
　前記制御部は、前記緊急度に基づいて、前記アプリケーションを自動的にインストール
する、請求項１に記載の情報処理装置。
【請求項１１】
　ユーザに対するプッシュ通知の有るアプリケーションの情報を取得することと、
　前記取得した情報に基づいて、前記アプリケーションを自動的にインストールすること
と、
を含む、情報処理方法。
【請求項１２】
　コンピュータに、
　ユーザに対するプッシュ通知の有るアプリケーションの情報を取得することと、
　前記取得した情報に基づいて、前記アプリケーションを自動的にインストールすること
と、
を実行させる、コンピュータプログラム。
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【請求項１３】
　ユーザに対するプッシュ通知の有るアプリケーションの情報に基づき、情報処理装置に
おいて前記アプリケーションの自動インストールが実行される前記情報を、前記情報処理
装置へ送信する通信部を備える、サーバ装置。
【請求項１４】
　前記サーバ装置は、前記情報に基づく複数の前記情報処理装置への前記アプリケーショ
ンの自動インストール数を管理する制御部を備える、請求項１３に記載のサーバ装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本開示は、情報処理装置、情報処理方法、コンピュータプログラム及びサーバ装置に関
する。
【背景技術】
【０００２】
　ユーザが使用するパーソナルコンピュータやスマートフォン、ウェアラブル型情報処理
装置等の装置（以下これらの装置を総称してデバイスという）が、サーバからネットワー
クを通じて能動的に情報を取得してユーザに通知するプッシュ通知という技術がある（例
えば特許文献１など参照）。デバイスは、このプッシュ通知によって、例えばメールの着
信をユーザに即座に通知したり、間近に行われるイベントをユーザに通知したりすること
を可能にする。また、このプッシュ通知は、デバイスで起動されるアプリケーションを指
定し、ユーザの操作に基づいて、そのアプリケーションをデバイスで起動させることも可
能となっている。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００３】
【特許文献１】特開２０１４－２２５２６１号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　しかし、プッシュ通知によってアプリケーションを指定し、そのアプリケーションをデ
バイスで起動させるためには、そのアプリケーションがあらかじめデバイスにインストー
ルされている必要がある。しかし、デバイスのユーザがあらかじめアプリケーションを探
し出してインストールすることは、ユーザによっては負担になり、またプッシュ通知を送
信するサービス提供者側にとっても、ユーザにアプリケーションをインストールしてもら
うためにユーザへの告知やプロモーションの負担が発生する。
【０００５】
　そこで本開示では、起動するアプリケーションが指定されたプッシュ通知の受信に応じ
てアプリケーションに対する動作を決定することが可能な、新規かつ改良された情報処理
装置、情報処理方法、コンピュータプログラム及びサーバ装置を提案する。
【課題を解決するための手段】
【０００６】
　本開示によれば、ユーザに対するプッシュ通知の有るアプリケーションの情報を取得す
る通信部と、前記取得した情報に基づいて、前記アプリケーションを自動的にインストー
ルする制御部と、を備える、情報処理装置が提供される。
【０００７】
　また本開示によれば、ユーザに対するプッシュ通知の有るアプリケーションの情報を取
得することと、前記取得した情報に基づいて、前記アプリケーションを自動的にインスト
ールすることと、を含む、情報処理方法が提供される。
【０００８】
　また本開示によれば、コンピュータに、ユーザに対するプッシュ通知の有るアプリケー
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ションの情報を取得することと、前記取得した情報に基づいて、前記アプリケーションを
自動的にインストールすることと、を実行させる、コンピュータプログラムが提供される
。
【０００９】
　また本開示によれば、ユーザに対するプッシュ通知の有るアプリケーションの情報に基
づき、情報処理装置において前記アプリケーションの自動インストールが実行される前記
情報を、前記情報処理装置へ送信する通信部を備える、サーバ装置が提供される。
【発明の効果】
【００１０】
　以上説明したように本開示によれば、起動するアプリケーションが指定されたプッシュ
通知の受信に応じてアプリケーションに対する動作を決定することが可能な、新規かつ改
良された情報処理装置、情報処理方法、コンピュータプログラム及びサーバ装置を提供す
ることが出来る。
【００１１】
　なお、上記の効果は必ずしも限定的なものではなく、上記の効果とともに、または上記
の効果に代えて、本明細書に示されたいずれかの効果、または本明細書から把握され得る
他の効果が奏されてもよい。
【図面の簡単な説明】
【００１２】
【図１】本開示の一実施形態にかかる情報処理装置１００の機能構成例を示す説明図であ
る。
【図２】本開示の一実施形態に係る情報処理装置１００のアプリケーションのダウンロー
ド方法を示す説明図である。
【図３】本開示の一実施形態に係る情報処理装置１００のアプリケーションのダウンロー
ド方法を示す説明図である。
【図４】本開示の一実施形態に係る情報処理装置１００の動作例を示す流れ図である。
【図５】本開示の一実施形態に係る情報処理装置１００の動作例を示す流れ図である。
【図６】本開示の一実施形態に係る情報処理装置１００の動作例を示す流れ図である。
【図７】ユーザインタフェースの例を示す説明図である。
【図８】ユーザインタフェースの例を示す説明図である。
【図９】ユーザインタフェースの例を示す説明図である。
【図１０】ユーザインタフェースの例を示す説明図である。
【図１１】ユーザインタフェースの例を示す説明図である。
【図１２】ユーザインタフェースの例を示す説明図である。
【図１３】本開示の一実施形態に係る情報処理装置１００の動作のユースケース例を説明
するための説明図である。
【図１４】通知データの一例を示す説明図である。
【図１５】本開示の一実施形態に係る情報処理装置１００の動作のユースケース例を説明
するための説明図である。
【図１６】通知データの一例を示す説明図である。
【図１７】通知データの一例を示す説明図である。
【図１８】本開示の一実施形態に係る情報処理装置１００の動作のユースケース例を説明
するための説明図である。
【図１９】通知データの一例を示す説明図である。
【図２０】ハードウェア構成例を示す説明図である。
【図２１】ハードウェア構成例を示す説明図である。
【発明を実施するための形態】
【００１３】
　以下に添付図面を参照しながら、本開示の好適な実施の形態について詳細に説明する。
なお、本明細書及び図面において、実質的に同一の機能構成を有する構成要素については
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、同一の符号を付することにより重複説明を省略する。
【００１４】
　なお、説明は以下の順序で行うものとする。
　１．本開示の一実施形態
　　１．１．背景
　　１．２．機能構成例
　　１．３．動作例
　２．ハードウェア構成例
　３．まとめ
【００１５】
　＜１．本開示の一実施形態＞
　［１．１．背景］
　本開示の実施の形態について詳細に説明する前に、まず本開示の実施の形態の背景につ
いて説明する。
【００１６】
　ユーザが使用するデバイス（パーソナルコンピュータ、スマートフォン、タブレット端
末、ウェアラブルデバイスなどの、ネットワークに接続する機能を有するデバイス全般を
言うものとする）が、ネットワークを通じてサーバから能動的に情報を取得してユーザに
通知するプッシュ通知という技術がある。デバイスは、このプッシュ通知によって、例え
ばメールの着信をユーザに即座に通知したり、間近に行われるイベントをユーザに通知し
たりすることを可能にする。また、このプッシュ通知は、デバイスで起動されるアプリケ
ーションを指定し、ユーザの操作に基づいて、そのアプリケーションをデバイスで起動さ
せることも可能となっている
【００１７】
　プッシュ通知によってアプリケーションを指定し、そのアプリケーションをデバイスで
起動させるためには、そのアプリケーションがあらかじめデバイスにインストールされて
いる必要がある。しかし、デバイスのユーザがあらかじめアプリケーションを探し出して
インストールすることは、ユーザによっては負担になり、またプッシュ通知を送信するサ
ービス提供者側にとっても、ユーザにアプリケーションをインストールしてもらうために
ユーザへの告知やプロモーションの負担が発生する。
【００１８】
　アプリケーションの量は日々増加の一途を辿っている。ユーザがまだデバイスに保存し
ていないアプリケーションの中に、プッシュ通知に応じて自動的に起動するアプリケーシ
ョンが存在する場合もあり、そのようなアプリケーションをユーザが探し出すのは不慣れ
なユーザにとっては困難である。
【００１９】
　ユーザにあらかじめアプリケーションをデバイスにインストールしてもらい、サーバか
らプッシュ通知を送信することでアプリケーションが自動的に起動出来るようになったと
しても、情報処理装置に大量にプッシュ通知が届くと、その大量のプッシュ通知により多
くのアプリケーションが自動的に起動する場合が考えられ、ユーザに混乱を招く恐れがあ
る。
【００２０】
　そこで本件開示者は、上述した背景に鑑みて、プッシュ通知の受信に応じて、アプリケ
ーションがデバイスにインストールされているか否かに依らず、自動的にアプリケーショ
ンを起動することが出来る技術について鋭意検討を行った。その結果、本件開示者は、以
下で説明するように、プッシュ通知の受信に応じて、アプリケーションがデバイスにイン
ストールされているか否かに依らず、自動的にアプリケーションを起動することが出来る
技術を考案するに至った。
【００２１】
　以上、本開示の実施の形態の背景について説明した。続いて、本開示の実施の形態につ
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いて詳細に説明する。
【００２２】
　［１．２．機能構成例］
　まず、本開示の一実施形態にかかる情報処理装置１００の機能構成例を説明する。図１
は、本開示の一実施形態にかかる情報処理装置１００の機能構成例を示す説明図である。
以下、図１を用いて本開示の一実施形態にかかる情報処理装置１００の機能構成例につい
て説明する。
【００２３】
　図１に示した情報処理装置１００は、例えば、スマートフォン（高機能携帯電話）、ウ
ェアラブルデバイス（利用者の身体に装着されることを目的としたコンピュータデバイス
をいう）などの装置である。
【００２４】
　図１に示したように、本開示の一実施形態にかかる情報処理装置１００は、入力装置１
１０と、通知処理部１２０と、アプリケーション選択部１３０と、記憶部１４０と、アプ
リケーション起動部１５０と、アプリケーション実行部１６０と、出力装置１７０と、を
含んで構成される。
【００２５】
　入力装置１１０は、ユーザからの入力を受け付ける各種インプットデバイスであり、例
えばキーボード、マウス、タッチパネルなどで構成され得る。
【００２６】
　また各種センシングデバイスも入力装置１１０として機能し得る。そのようなセンシン
グデバイスとして、例えばＧＰＳ（Ｇｌｏｂａｌ　Ｐｏｓｉｔｉｏｎｉｎｇ　Ｓｙｓｔｅ
ｍ）、ＧＬＯＮＡＳＳ（Ｇｌｏｂａｌ　Ｎａｖｉｇａｔｉｏｎ　Ｓａｔｅｌｌｉｔｅ　Ｓ
ｙｓｔｅｍ）、ＢＤＳ（ＢｅｉＤｏｕ　Ｎａｖｉｇａｔｉｏｎ　Ｓａｔｅｌｌｉｔｅ　Ｓ
ｙｓｔｅｍ）、ｉＢｅａｃｏｎ等の現在位置を取得するセンサ、カメラ、深度情報付きカ
メラ、人感センサ、マイク等が含まれ得る。
【００２７】
　このようなセンシングデバイスは、装置にかかる加速度や角速度、方位、照度、温度、
気圧などを検出する。上記の各種センシングデバイスは、例えばセンシングデバイスを含
む装置がユーザによって携帯または装着されている場合に、各種情報をユーザに関する情
報、例えばユーザの運動や向きなどを示す情報として検出することができる。また、セン
シングデバイスは、他にも、脈拍、発汗、脳波、触覚、嗅覚、味覚など、ユーザの生体情
報を検出するセンサを含んでもよい。
【００２８】
　入力装置１１０は、ユーザから入力されたり、センシングによって生成されたりする情
報をアプリケーション選択部１３０に出力する。
【００２９】
　通知処理部１２０は、外部の通知サーバ１０から任意のタイミングで送信される、ユー
ザに対するプッシュ通知の有るアプリケーションの情報が記載される、通知データを受信
する。通知処理部１２０は、外部の通知サーバ１０から送信される通知データを受信する
と、受信した通知データを解析し、通知データに含まれる情報をアプリケーション選択部
１３０に渡す。通知処理部１２０は、外部の通知サーバ１０から送信される通知データを
解析して、通知の種類や対象のアプリケーションの内容によっては、通知データに含まれ
る情報をアプリケーション選択部１３０に渡さずにブロックしてもよい。通知処理部１２
０は、本開示の情報処理装置の通信部の一例として機能しうる。
【００３０】
　通知サーバ１０は、情報処理装置１００に通知データを送信するためのサービスを実行
するサーバである。通知サーバ１０は、情報処理装置１００に通知データを送信するほか
、情報処理装置１００から情報を収集してもよい。通知サーバ１０は、情報処理装置１０
０から、例えば情報処理装置１００の位置情報、ユーザの生体情報、ユーザによる情報処



(7) JP WO2016/167039 A1 2016.10.20

10

20

30

40

50

理装置１００の操作履歴などを収集しても良い。
【００３１】
　通知サーバ１０は、通信部１１と、記憶部１２と、処理部１３と、を含んで構成される
。
【００３２】
　通信部１１は、他の装置との間でデータの通信を行う。例えば通信部１１は、情報処理
装置１００へ通知データを送信し、また情報処理装置１００から上述したような情報を受
信する。記憶部１２は、通知サーバ１０で用いられる情報や、通知サーバ１０を動作させ
るためのコンピュータプログラムなどを記憶する。
【００３３】
　処理部１３は、通知サーバ１０の様々な機能を提供する。処理部１３は、取得部１４と
、制御部１５と、を含む。なお、処理部１３は、これらの構成要素以外の他の構成要素を
さらに含み得る。即ち、処理部１３は、これらの構成要素の動作以外の動作も行い得る。
【００３４】
　取得部１４は、通知サーバ１０の動作のための情報や、他の装置から受信した情報を取
得する。取得部１４は、通知サーバ１０の動作のための情報やコンピュータプログラムを
記憶部１２から取得しうる。例えば取得部１４は、情報処理装置１００の位置情報、ユー
ザの生体情報、ユーザによる情報処理装置１００の操作履歴などを取得し、取得した情報
を必要に応じて記憶部１２に記憶させる。
【００３５】
　制御部１５は、通知サーバ１０の動作を制御する。制御部１５は、取得部１４が取得し
た情報に基づいて動作しうる。例えば制御部１５は、情報処理装置１００へ送信する通知
データの生成や、生成した通知データを通信部１１から情報処理装置１００へ送信させる
処理を実行する。
【００３６】
　アプリケーション配信サーバ２０は、情報処理装置１００で動作するアプリケーション
を管理し、情報処理装置１００からの要求に応じてアプリケーションを情報処理装置１０
０へ配信するサービスを実行するサーバである。アプリケーション配信サーバ２０は、情
報処理装置１００からのアプリケーションの検索要求に応じて、検索条件に合致するアプ
リケーションの情報を情報処理装置１００へ提供しても良い。またアプリケーション配信
サーバ２０は、アプリケーションの配信の際に、アプリケーションの使用権限を情報処理
装置１００に与えるために、アプリケーションに課金を行っても良い。
【００３７】
　アプリケーション配信サーバ２０は、通信部２１と、記憶部２２と、処理部２３と、を
含んで構成される。
【００３８】
　通信部２１は、他の装置との間でデータの通信を行う。例えば通信部２１は、情報処理
装置１００へアプリケーションの実行データを送信する。また例えば通信部２１は、情報
処理装置１００からのアプリケーションの検索要求を受信し、検索条件に合致するアプリ
ケーションの情報を送信する。記憶部２２は、アプリケーション配信サーバ２０で用いら
れる情報や、アプリケーション配信サーバ２０を動作させるためのコンピュータプログラ
ム、情報処理装置１００で実行されるアプリケーションの実行データなどを記憶する。
【００３９】
　処理部２３は、アプリケーション配信サーバ２０の様々な機能を提供する。処理部２３
は、取得部２４と、制御部２５と、を含む。なお、処理部２３は、これらの構成要素以外
の他の構成要素をさらに含み得る。即ち、処理部２３は、これらの構成要素の動作以外の
動作も行い得る。
【００４０】
　取得部２４は、アプリケーション配信サーバ２０の動作のための情報や、他の装置から
受信した情報を取得する。取得部２４は、アプリケーション配信サーバ２０の動作のため
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の情報やコンピュータプログラムを記憶部２２から取得しうる。
【００４１】
　制御部２５は、アプリケーション配信サーバ２０の動作を制御する。制御部２５は、取
得部２４が取得した情報に基づいて動作しうる。例えば制御部２５は、情報処理装置１０
０からのアプリケーションの要求に応じて、アプリケーションの実行データを記憶部２２
から取得して、アプリケーションの実行データを通信部２１から情報処理装置１００へ送
信させる処理を実行する。また例えば、制御部２５は、アプリケーションを情報処理装置
１００へ送信する際に、アプリケーションの使用権限を情報処理装置１００に与えるため
に、アプリケーションに対する課金処理を行っても良い。
【００４２】
　外部サーバ３０は、情報処理装置１００が実行するアプリケーションとの間で情報の授
受を行う外部サービスを提供するサーバである。外部サーバ３０は、外部サービスごとに
設けられうる。外部サーバ３０は、通知サーバ１０と連携し、例えば通知サーバ１０に対
して、情報処理装置１００に通知データを送信する契機となるトリガを送信する。
【００４３】
　通知サーバ１０は、例えば外部サービスを実行する外部サーバ３０からの指示に基づい
て情報処理装置１００に通知データを通信部１１から送信してもよく、外部サーバ３０か
らあらかじめ登録された通知条件を情報処理装置１００が満たした場合に情報処理装置１
００に通知データを通信部１１から送信してもよい。
【００４４】
　なお図１に示した構成例では、通知サーバ１０、アプリケーション配信サーバ２０、外
部サーバ３０がそれぞれ別の装置であるよう図示されているが、本開示は係る例に限定さ
れるものでは無い。例えば、通知サーバ１０及びアプリケーション配信サーバ２０をまと
めて一つのサーバ装置としてもよい。通知サーバ１０及びアプリケーション配信サーバ２
０をまとめて一つのサーバ装置とすると、そのサーバ装置が本開示のサーバ装置の一例と
して機能しうる。
【００４５】
　外部の通知サーバ１０（例えば通信部１１）から送信される通知データには、前述した
通り、ユーザに対するプッシュ通知の有るアプリケーションの情報が記載されており、例
えば、送信元、通知の有効期限、通知のカテゴリ、通知の緊急度、起動するアプリケーシ
ョンの情報、等が含まれうる。起動するアプリケーションの情報には、例えば、アプリケ
ーションの名称、アプリケーションを一意に識別する識別子、対象の性別、対象の年齢、
アプリケーションの入手先（ＵＲＬ、識別子など）、アプリケーションの有効期限、アプ
リケーションの完全削除判定フラグ（値がＴｒｕｅの場合、削除時にデータも含めて削除
する）、アプリケーションのインストールオンリーフラグ（値がＴｒｕｅの場合、インス
トールだけを行う）、アプリケーションの起動条件（通知による起動のみ、ユーザ操作に
よる起動可などを指定したもの）、アプリケーション固有の情報、等が含まれうる。通知
データの構造については後に詳述する。
【００４６】
　インストールオンリーフラグとは、アプリケーション選択部１３０がアプリケーション
配信サーバ２０からアプリケーションをダウンロードしてインストールし、インストール
したアプリケーションを起動するか、インストールするまでに留めるかを判断するための
フラグである。インストールオンリーフラグの設定により、情報処理装置１００で実行さ
れるアプリケーションは、アプリケーションをインストールするタイミングと起動するタ
イミングとを分けることが可能になる。アプリケーションをインストールするタイミング
と起動するタイミングとを分けることが望ましい場合として考えられるのは、例えば。ア
プリケーションを実行する場所が、ネットワークの繋がりにくい場所であることが想定さ
れる場合や、アプリケーションのサイズが大きく、事前にＷｉ－Ｆｉ等でインストールし
ておくことが望ましい場合などである。
【００４７】
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　アプリケーション選択部１３０は、起動するアプリケーションを選択する。アプリケー
ション選択部１３０は、起動するアプリケーションを選択すると、その選択したアプリケ
ーションの情報をアプリケーション起動部１５０に渡す。アプリケーション選択部１３０
は、ユーザによって明示的にアプリケーションが選択されたか、外部の通知サーバ１０（
例えば通信部１１）から送信されるデータに基づいてアプリケーションが選択されたか、
によって、そのアプリケーションに対する動作を変更する。アプリケーション選択部１３
０は、本開示の情報処理装置の制御部の一例として機能しうる。
【００４８】
　ユーザが入力装置１１０を用いて明示的に起動するアプリケーションを選択した場合は
、アプリケーション選択部１３０は、そのユーザの入力に基づいて、記憶部１４０に格納
されているアプリケーションを選択する。一方、外部の通知サーバ１０からの通知に応じ
て自動的にアプリケーションを起動する場合は、アプリケーション選択部１３０は、通知
処理部１２０から渡された情報に基づき、起動するアプリケーションを判定する。アプリ
ケーション選択部１３０は、通知処理部１２０から渡された情報に基づき起動するアプリ
ケーションを判定する場合は、そのアプリケーションは記憶部１４０に格納されているか
どうかを判断する。起動するアプリケーションが記憶部１４０に格納されている場合は、
アプリケーション選択部１３０は、その記憶部１４０に格納されているアプリケーション
を選択する。一方、起動するアプリケーションが記憶部１４０に格納されていない場合は
、アプリケーション選択部１３０は、外部のアプリケーション配信サーバ２０から当該ア
プリケーションをダウンロードして、ダウンロードしたアプリケーションを記憶部１４０
に格納する（インストールする）。なおアプリケーション選択部１３０は、記憶部１４０
に格納されているアプリケーションの削除（アンインストール）を行っても良い。
【００４９】
　記憶部１４０は、アプリケーション起動部１５０によって起動されるアプリケーション
が格納されるものであり、例えばフラッシュメモリ等の不揮発性メモリで構成され得る。
記憶部１４０は、例えばアプリケーションの実体やアプリケーションの実行によって生成
されたデータ、アプリケーションの格納場所の情報（例えばＵＲＬ等）を記憶する。記憶
部１４０は、アプリケーション選択部１３０がダウンロードしたアプリケーションが保存
される。記憶部１４０に保存された情報はアプリケーション選択部１３０やアプリケーシ
ョン起動部１５０から参照される。また、記憶部１４０に記憶されたアプリケーションは
、必要に応じて削除され得る。
【００５０】
　アプリケーション起動部１５０は、本開示の制御部の一例であり、アプリケーション選
択部１３０で選択されたアプリケーションを、記憶部１４０から読み出して起動する。ま
たアプリケーション起動部１５０は、アプリケーションの終了時に、不要なデータの削除
、アプリケーション起動の記録などの所定の終了処理を行う。またアプリケーション起動
部１５０は、アプリケーションの起動時や終了時に、必要に応じて、アプリケーションの
使用権限を獲得するために、アプリケーションに課された料金の支払い処理も行う。アプ
リケーション起動部１５０も、本開示の情報処理装置の制御部の一例として機能しうる。
【００５１】
　アプリケーション起動部１５０は、アプリケーションの統計情報の取得及び管理を行う
。アプリケーションの統計情報には、例えば、アプリケーションの起動や終了のタイミン
グ、アプリケーションの起動時間などが含まれうる。そしてアプリケーション起動部１５
０は、ユーザの操作、通知サービスからの通知、アプリケーションの統計情報等に基づき
、アプリケーション選択部１３０に対してアプリケーションのアンインストールを指示し
てもよい。
【００５２】
　アプリケーション実行部１６０は、アプリケーション起動部１５０がアプリケーション
を起動した結果生じるユーザインタフェース（ＵＩ）、音声、画像等を、出力装置１７０
を通じてユーザへ提示する。アプリケーション実行部１６０は、必要に応じて外部サーバ
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３０との間で通信を行って情報をやり取りする。
【００５３】
　出力装置１７０は、アプリケーション実行部１６０によって提示されるＵＩ、音声、画
像等をユーザへ提示するデバイスであり、例えばディスプレイ、スピーカ、バイブレータ
等で構成される。出力装置１７０は、アプリケーション実行部１６０によって提示される
ＵＩ、音声、画像等の他、通知処理部１２０が通知サーバ１０から受信した通知データに
基づくＵＩ、音声、画像等もユーザへ提示する。
【００５４】
　なお、図１に示した情報処理装置１００における入力装置１１０と、出力装置１７０と
は、情報処理装置１００とは別の装置としてもよい。
【００５５】
　本開示の一実施形態に係る情報処理装置１００は、図１に示したような構成を有するこ
とで、プッシュ通知の受信に応じて自動的に起動するアプリケーションが情報処理装置１
００にインストールされているか否かに依らず、プッシュ通知の受信に応じて自動的にア
プリケーションを起動することが出来る。
【００５６】
　以上、図１を用いて本開示の一実施形態に係る情報処理装置１００の機能構成例につい
て説明した。続いて、本開示の一実施形態に係る情報処理装置１００の動作例について説
明する。
【００５７】
　［１．３．動作例］
　まず、本開示の一実施形態に係る情報処理装置１００のアプリケーションのダウンロー
ド方法について説明する。図２及び図３は、本開示の一実施形態に係る情報処理装置１０
０のアプリケーションのダウンロード方法を示す説明図である。図２及び図３は、いずれ
も、通知サーバ１０からの通知データの受信に基づいてアプリケーション配信サーバ２０
からアプリケーションをダウンロードする際の、アプリケーションのダウンロード方法を
示したものである。
【００５８】
　図２に示したのは、情報処理装置１００がアプリケーションのダウンロードの要求を創
出する場合のアプリケーションのダウンロード方法を示す説明図である。通知サーバ１０
が通知データを、例えば制御部１５から通信部１１を通じて送出すると（ステップＳ１１
）、情報処理装置１００が通知データを受信する（ステップＳ１２）。
【００５９】
　その通知データに応じて起動するアプリケーションがインストールされていなければ、
情報処理装置１００は、そのアプリケーションのダウンロードの要求をアプリケーション
配信サーバ２０へ送信する（ステップＳ１３）。アプリケーション配信サーバ２０は、情
報処理装置１００からの要求に応じてアプリケーションを、例えば取得部２４が記憶部２
２から取得し、制御部２５から通信部２１を通じて配信する。換言すれば、情報処理装置
１００は、ダウンロードを要求したアプリケーションをアプリケーション配信サーバ２０
からダウンロードする（ステップＳ１４）。そして、情報処理装置１００はアプリケーシ
ョン配信サーバ２０からダウンロードしたアプリケーションをインストールする（ステッ
プＳ１５）。
【００６０】
　図３に示したのは、通知サーバ１０が提供する通知サービスと、アプリケーション配信
サーバ２０が提供するアプリケーション配信サービスとが連携している場合のアプリケー
ションのダウンロード方法を示す説明図である。通知サービスとアプリケーション配信サ
ービスとが連携している場合も、通知サーバ１０が通知データを送出すると（ステップＳ
２１）、情報処理装置１００が通知データを受信する（ステップＳ２２）。
【００６１】
　さらに通知サーバ１０は、通知データをアプリケーション配信サーバ２０へも送出する
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（ステップＳ２３）。アプリケーション配信サーバ２０は、通知サーバ１０から通知デー
タを受信すると、その通知データによって情報処理装置１００で起動されるアプリケーシ
ョンを、通知サーバ１０が通知データを送信した情報処理装置１００に対して配信する（
ステップＳ２４）。従ってアプリケーション配信サーバ２０は情報処理装置１００へアプ
リケーションをプッシュ形式で配信する。
【００６２】
　そして、情報処理装置１００はアプリケーション配信サーバ２０から送信されたアプリ
ケーションをインストールする（ステップＳ２５）。
【００６３】
　本実施形態に係る情報処理装置１００は、この２通りのアプリケーションのダウンロー
ド方法のいずれかによって、通知サーバ１０からの通知データの受信に基づいてアプリケ
ーション配信サーバ２０からアプリケーションをダウンロードする。
【００６４】
　以上、図２及び図３を用いて本開示の一実施形態に係る情報処理装置１００のアプリケ
ーションのダウンロード方法について説明した。続いて、本開示の一実施形態に係る情報
処理装置１００の動作例について詳細に説明する。
【００６５】
　図４及び図５は、本開示の一実施形態に係る情報処理装置１００の動作例を示す流れ図
である。図４及び図５に示したのは、通知サーバ１０から通知データを受信して、通知デ
ータに基づいてアプリケーションを起動し、最終的にアプリケーションを削除する際の、
情報処理装置１００の動作例である。なお、以下の説明では、通知サーバ１０（例えば通
信部１１）が通知データを送信することを、単に、通知サーバ１０が通知するとも称し、
情報処理装置１００（例えば通知処理部１２０）が通知サーバ１０から通知データを受信
することを、単に、情報処理装置１００が通知を受信するとも称する。以下、図４及び図
５を用いて本開示の一実施形態に係る情報処理装置１００の動作例について説明する。
【００６６】
　情報処理装置１００は、通知サーバ１０からの通知を待っている状態で（ステップＳ１
０１）、通知サーバ１０からの通知を受信する（ステップＳ１０２）。ステップＳ１０２
の通知サーバ１０からの通知の受信は例えば通知処理部１２０が実行する。
【００６７】
　情報処理装置１００は、上記ステップＳ１０２で通知サーバ１０からの通知を受信する
と、その通知サーバ１０からの通知をフィルタリングする（ステップＳ１０３）。ステッ
プＳ１０３の通知のフィルタリングは、例えば通知処理部１２０が実行してもよく、アプ
リケーション選択部１３０が実行しても良い。
【００６８】
　ここで通知サーバ１０からの通知をフィルタリング処理について説明する。情報処理装
置１００は、通知サーバ１０からの通知に基づいてアプリケーションを自動的に起動する
が、すべての通知に反応してしまうと、通知を短時間で数多く受信したような場合に、ユ
ーザによって必ずしも重要では無いアプリケーションまで自動的に起動することになりか
ねない。
【００６９】
　そこで本実施形態では、情報処理装置１００は、通知サーバ１０からの通知をフィルタ
リングする機能を有していても良い。情報処理装置１００は、例えば、事前に設定された
フィルタ条件に基づき、ユーザによって価値が低いと判断される通知には反応せず、その
通知を破棄するよう動作する。また情報処理装置１００は、通知サーバ１０からの通知を
フィルタリングする他、通知をソーティングすることで、出力装置１７０に表示する通知
を整理するよう動作する。
【００７０】
　上記フィルタリングやソーティングの条件には、例えば、通知種別、アプリケーション
情報、過去の通知に対するユーザのフィードバック、年齢や性別などのユーザのプロフィ
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ール、ユーザコンテキストなどが含まれうる。ユーザコンテキストには、ユーザの活動状
況、センシングデータの解析により得られるユーザの行動、情報処理装置１００でのアプ
リケーションの起動状況などが含まれうる。
【００７１】
　情報処理装置１００は、通知種別をフィルタリングの条件とする場合には、例えば緊急
度が所定の閾値以下のものを破棄する、有効期限が所定の期日より後のものを破棄する、
ユーザが登録しているサービスからの通知以外を破棄する、ユーザの興味のあるカテゴリ
の通知以外を破棄する、等のフィルタリングを行っても良い。
【００７２】
　情報処理装置１００は、通知種別をソーティングの条件とする場合には、例えば緊急度
が高いものからソートする、有効期限が短いものからソートする、ユーザが登録している
サービスからソートする、ユーザの興味のあるカテゴリからソートする、等のソーティン
グを行っても良い。
【００７３】
　情報処理装置１００は、アプリケーション情報をフィルタリングの条件とする場合には
、例えばアプリケーションのレーティング（他のユーザによるアプリケーションの評価を
数値化したものをいう）が所定の閾値以下のものを破棄する、開発元が所定の条件に合致
しないものを破棄する、アプリケーションの評価結果が所定の閾値以下のものを破棄する
、アプリケーションの言語が所定の条件に合致しないものを破棄する、アプリケーション
に必要なパーミッションが所定の条件に合致しないものを破棄する、等のフィルタリング
を行っても良い。アプリケーションに必要なパーミッションには、例えばアプリケーショ
ンがネットワーク接続を必要とするか、アプリケーションがデバイスへのアクセスを必要
とするか、などがある。
【００７４】
　情報処理装置１００は、アプリケーション情報をソーティングの条件とする場合には、
例えばアプリケーションのレーティングが高いものからソートする、開発元が所定の条件
に合致するものからソートする、アプリケーションの評価結果が高いものからソートする
、アプリケーションの言語が所定の条件に合致するものからソートする、アプリケーショ
ンに必要なパーミッションが所定の条件に合致するものからソートする、等のソーティン
グを行っても良い。
【００７５】
　情報処理装置１００は、上述のフィルタリングの条件に基づき、ユーザへの提示が不要
と思われる通知を自動的に削除しても良い。情報処理装置１００は、ユーザへの提示が不
要と思われる通知は出力装置１７０に表示せず、またその通知によって起動されるアプリ
ケーションがインストールされていない場合、アプリケーション配信サーバ２０からのそ
のアプリケーションのダウンロードも行わない。
【００７６】
　フィルタリングやソーティングの条件は、ユーザによって予め情報処理装置１００に設
定されてもよく、情報処理装置１００の学習によって適宜変更されても良い。例えば、ユ
ーザが特定のジャンルのアプリケーションを頻繁に使用していることがアプリケーション
の起動履歴から把握できれば、情報処理装置１００は、そのジャンルのアプリケーション
に対する通知は削除せず、そのジャンルとは異なる、またそのジャンルと相性が悪いジャ
ンルのアプリケーションに対する通知を削除してもよい。同じような機能を有する複数の
アプリケーションや、同じようなジャンルに属するアプリケーションが情報処理装置１０
０に複数存在していても、情報処理装置１００のユーザは、それらのアプリケーションの
中の１つのアプリケーションだけ必要とする可能性が高い。そしてユーザが必要としない
アプリケーションは利用されない可能性が高い。従って、そのような同じような機能を有
する複数のアプリケーションや、同じようなジャンルに属するアプリケーション同士は、
相性が悪いとしてもよい。例えば、アプリケーション間で相性が悪いとは、以下のような
場合が考えられる。
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【００７７】
　・同一カテゴリ（ジャンル）のアプリケーションの組み合わせ
　例えば、同じスポーツのカテゴリに属する野球アプリケーションとサッカーアプリケー
ションとは、相性が悪い。
　・同一機能を持つアプリケーションの組み合わせ
　例えば、現在位置のナビゲーション機能を有するランニングアプリケーションと地図ア
プリケーションとは、相性が悪い。
　・言語の違い
　例えば、日本語で作成されたアプリケーションと英語で作成されたアプリケーションと
は、相性が悪い。
【００７８】
　情報処理装置１００は、上記ステップＳ１０３で通知をフィルタリングすると、続いて
、ステップＳ１０３のフィルタリングによって削除されなかった通知によって起動される
アプリケーションが、自動的に起動することが可能なアプリケーションであるかどうか判
断する（ステップＳ１０４）。このステップＳ１０４の判断は、例えばアプリケーション
選択部１３０が実行する。
【００７９】
　ステップＳ１０４の判断の結果、自動的に起動することが可能なアプリケーションで無
い場合は（ステップＳ１０４、Ｎｏ）、情報処理装置１００は、ユーザに対してアプリケ
ーションを起動するよう指示する（ステップＳ１０５）。ステップＳ１０５の指示は、例
えば出力装置１７０に文字、画像、音声、バイブレーションなどの形態で出力される。情
報処理装置１００は、ステップＳ１０４の判断の結果、自動的に起動することが可能なア
プリケーションであった場合（ステップＳ１０４、Ｙｅｓ）、または、ステップＳ１０５
でユーザに対してアプリケーションを起動するよう指示し、ユーザがその指示に対してア
プリケーションの起動を選択した場合（ステップＳ１０５）、続いて、そのアプリケーシ
ョンが情報処理装置１００にインストールされているかどうか判断する（ステップＳ１０
６）。ステップＳ１０６の判断は、例えばアプリケーション選択部１３０が実行する。
【００８０】
　上記ステップＳ１０６の判断の結果、そのアプリケーションが情報処理装置１００にイ
ンストールされている場合は（ステップＳ１０６、Ｙｅｓ）、情報処理装置１００は、そ
のアプリケーションを起動する（ステップＳ１０７）。ステップＳ１０７の起動処理は、
例えばアプリケーション起動部１５０が実行する。情報処理装置１００は、ステップＳ１
０７でアプリケーションを起動すると、そのアプリケーションを実行する（ステップＳ１
０８）。ステップＳ１０８の実行処理は、例えばアプリケーション実行部１６０が実行す
る。
【００８１】
　ユーザは、ステップＳ１０８で実行されたアプリケーションを、入力装置１１０を用い
て操作することが出来る。そして、ステップＳ１０８で実行されたアプリケーションを終
了する操作をユーザが入力装置１１０を用いて行うと、情報処理装置１００は、アプリケ
ーションの終了処理を行い（ステップＳ１０９）、さらに必要に応じて、終了されたアプ
リケーションの削除処理を行う（ステップＳ１１０）。ステップＳ１０９の終了処理は例
えばアプリケーション実行部１６０が実行し、ステップＳ１１０の削除処理は例えばアプ
リケーション起動部１５０が実行する。
【００８２】
　一方、上記ステップＳ１０６の判断の結果、そのアプリケーションが情報処理装置１０
０にインストールされていない場合は（ステップＳ１０６、Ｎｏ）、情報処理装置１００
は、そのアプリケーションをインストールするための十分な空き容量が記憶部１４０に存
在するかどうか判断する（ステップＳ１１１）。ステップＳ１１１の判断は例えばアプリ
ケーション選択部１３０が実行する。アプリケーションをインストールするための十分な
空き容量があるとは、例えば、アプリケーションの実体を格納できるだけの空き容量があ
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ることを言ってもよく、また例えば、アプリケーションの実体だけでなく、アプリケーシ
ョンの実行によって生成されるデータを格納できるだけの空き容量があることをいう。
【００８３】
　ステップＳ１１１の判断の結果、そのアプリケーションをインストールするための十分
な空き容量が記憶部１４０に存在しない場合は（ステップＳ１１１、Ｎｏ）、情報処理装
置１００は、記憶部１４０に格納されている他のアプリケーションの中から、所定の削除
条件を満たすアプリケーションを削除する（ステップＳ１１２）。ステップＳ１１２の削
除処理は例えばアプリケーション選択部１３０が実行する。アプリケーションの削除処理
については後に詳述する。
【００８４】
　ステップＳ１１２の削除処理を実行すると、再び情報処理装置１００はステップＳ１１
１の判断処理に戻り、通知に基づいて起動されるアプリケーションをインストールするた
めの十分な空き容量が記憶部１４０に確保出来るまで削除処理を繰り返す。
【００８５】
　一方、ステップＳ１１１の判断の結果、そのアプリケーションをインストールするため
の十分な空き容量が記憶部１４０に存在している場合は（ステップＳ１１１、Ｙｅｓ）、
情報処理装置１００は、インストールしようとするアプリケーションが自動的にインスト
ール可能なアプリケーションであるかどうかを判断する（ステップＳ１１３）。ステップ
Ｓ１１３の判断は例えばアプリケーション選択部１３０が実行する。
【００８６】
　ステップＳ１１３の判断の結果、インストールしようとするアプリケーションが自動的
にインストール可能なアプリケーションであれば（ステップＳ１１３、Ｙｅｓ）、情報処
理装置１００は、そのアプリケーションをアプリケーション配信サーバ２０からダウンロ
ードし（ステップＳ１１４）、ダウンロードしたアプリケーションをインストールする（
ステップＳ１１５）。ステップＳ１１４及びＳ１１５の処理は例えばアプリケーション選
択部１３０が実行する。情報処理装置１００は、ステップＳ１１５のアプリケーションの
インストール処理が完了すると、図４のステップＳ１０７のアプリケーション起動処理に
移行する。
【００８７】
　一方、ステップＳ１１３の判断の結果、インストールしようとするアプリケーションが
自動的にインストール可能なアプリケーションでなければ（ステップＳ１１３、Ｎｏ）、
情報処理装置１００は、そのアプリケーションをアプリケーション配信サーバ２０からダ
ウンロードしてインストールしても良いかどうかユーザに確認する処理を行う（ステップ
Ｓ１１６）。ステップＳ１１６の確認処理は、例えばアプリケーション選択部１３０が実
行する。情報処理装置１００は、この確認を、例えば所定のユーザインタフェースを出力
装置１７０のディスプレイに出力することによって行ってもよく、所定の音声を出力装置
１７０のスピーカから出力することによって行ってもよい。
【００８８】
　続いて情報処理装置１００は、アプリケーションのインストールをユーザが許可したか
どうかを判断する（ステップＳ１１７）。ステップＳ１１７の判断は例えばアプリケーシ
ョン選択部１３０が実行する。
【００８９】
　ステップＳ１１７の判断の結果、アプリケーションのインストールをユーザが許可して
いれば（ステップＳ１１７、Ｙｅｓ）、続いて情報処理装置１００は、そのアプリケーシ
ョンをアプリケーション配信サーバ２０からダウンロードし（ステップＳ１１４）、ダウ
ンロードしたアプリケーションをインストールする（ステップＳ１１５）。一方ステップ
Ｓ１１７の判断の結果、アプリケーションのインストールをユーザが許可しなければ（ス
テップＳ１１７、Ｎｏ）、続いて情報処理装置１００は、アプリケーションのダウンロー
ドは行わず、一連の処理を終了する。
【００９０】
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　本開示の一実施形態に係る情報処理装置１００は、図４及び図５に示した一連の処理を
実行することで、通知サーバ１０からの通知の受信に応じて、その通知によって起動され
るアプリケーションがインストールされていればそのアプリケーションを起動することが
できる。本開示の一実施形態に係る情報処理装置１００は、通知によって起動されるアプ
リケーションがインストールされていなければ、アプリケーション配信サーバ２０からア
プリケーションをダウンロードし、ダウンロードしたアプリケーションをインストールし
て、インストールしたアプリケーションを起動することが出来る。
【００９１】
　なお、上述のインストールオンリーフラグがＴｒｕｅに設定されているアプリケーショ
ンをアプリケーション配信サーバ２０からダウンロードした場合は、情報処理装置１００
は、アプリケーションのインストールまでに留め、そのインストールしたアプリケーショ
ンの起動は行わない。
【００９２】
　以上、図４及び図５を用いて本開示の一実施形態に係る情報処理装置１００の動作例に
ついて説明した。
【００９３】
　上述したように、本開示の一実施形態に係る情報処理装置１００は、通知によって起動
されるアプリケーションがインストールされていなければ、アプリケーション配信サーバ
２０からアプリケーションを自動的にダウンロードし、ダウンロードしたアプリケーショ
ンをインストールすることが出来る。しかし場合によっては、ダウンロードしたアプリケ
ーションをインストール出来るだけの容量が記憶部１４０に確保出来ていないことが想定
される。
【００９４】
　そこで本開示の一実施形態に係る情報処理装置１００は、自動的にダウンロードしたア
プリケーションの中で、所定の削除条件を満たしているアプリケーションがあれば、その
アプリケーションを記憶部１４０から削除するようにしてもよい。
【００９５】
　図６は、本開示の一実施形態に係る情報処理装置１００の動作例を示す流れ図である。
図６に示したのは、自動的にダウンロードしたアプリケーションの中で、所定の削除条件
を満たしているアプリケーションがあれば、そのアプリケーションを記憶部１４０から削
除する際の、本開示の一実施形態に係る情報処理装置１００の動作例である。以下、図６
を用いて本開示の一実施形態に係る情報処理装置１００の動作例について説明する。
【００９６】
　アプリケーションを削除する際、まず情報処理装置１００は、アプリケーション配信サ
ーバ２０から自動的にダウンロードしたアプリケーションの中で、動的にダウンロードし
たアプリケーションの中で、所定の削除条件を満たしていて削除が可能なアプリケーショ
ンを記憶部１４０から検索する（ステップＳ１２１）。ステップＳ１２１の処理は、例え
ばアプリケーション選択部１３０が実行する。
【００９７】
　ステップＳ１２１の検索処理を実行すると、続いて情報処理装置１００は、検索の結果
、削除が可能なアプリケーションがあるかどうか判定する（ステップＳ１２２）。ステッ
プＳ１２２の判定処理は、例えばアプリケーション選択部１３０が実行する。
【００９８】
　ステップＳ１２２の判定の結果、削除が可能なアプリケーションが無ければ（ステップ
Ｓ１２２、Ｎｏ）、情報処理装置１００はアプリケーションを削除せずに処理を終了する
。一方ステップＳ１２２の判定の結果、削除が可能なアプリケーションがあれば（ステッ
プＳ１２２、Ｙｅｓ）、情報処理装置１００は、続いてその削除が可能なアプリケーショ
ンは、完全に削除（アプリケーションが生成したデータを含めて全てのデータを削除する
ことをいう）しても復元が可能かどうか判定する（ステップＳ１２３）。ステップＳ１２
３の判定処理は、例えばアプリケーション選択部１３０が実行する。
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【００９９】
　ステップＳ１２３の判定の結果、完全に削除しても復元が可能なアプリケーションであ
れば（ステップＳ１２３、Ｙｅｓ）、続いて情報処理装置１００は、そのアプリケーショ
ンがユーザの設定によって完全に削除する設定となっているかどうか判定する（ステップ
Ｓ１２４）。ステップＳ１２４の判定処理は、例えばアプリケーション選択部１３０が実
行する。
【０１００】
　ステップＳ１２４の判定の結果、ユーザの設定によって完全に削除する設定となってい
れば（ステップＳ１２４、Ｙｅｓ）、情報処理装置１００は、そのアプリケーションを記
憶部１４０から完全に削除する（ステップＳ１２５）。ステップＳ１２５の削除処理は、
例えばアプリケーション選択部１３０が実行する。なお、ステップＳ１２３の判定の結果
、完全に削除すると復元が可能なアプリケーションでない場合も（ステップＳ１２３、Ｎ
ｏ）、情報処理装置１００は、そのアプリケーションを記憶部１４０から完全に削除する
（ステップＳ１２５）。一方、ステップＳ１２４の判定の結果、ユーザの設定によって完
全に削除する設定となっていなければ（ステップＳ１２４、Ｎｏ）、情報処理装置１００
は、そのアプリケーションの復元に必要なデータを残し、実行データだけを記憶部１４０
から削除する（ステップＳ１２６）。
【０１０１】
　情報処理装置１００は、アプリケーション配信サーバ２０から自動でダウンロードした
アプリケーションを自動で削除すると、その削除したアプリケーションについての情報を
アプリケーション配信サーバ２０に送信しても良い。アプリケーション配信サーバ２０は
、どの情報処理装置１００でどのようなアプリケーションが自動でダウンロードされたか
の情報を記憶部２２に記憶させることで、どの情報処理装置１００でどのようなアプリケ
ーションが自動でダウンロードされたかを、例えば制御部２５で把握できるとともに、ど
の自動でダウンロードされたアプリケーションが削除されたかも、例えば制御部２５で把
握することができる。
【０１０２】
　削除条件には様々なものが考えられる。例えば、アプリケーションの有効期限が過ぎて
いるもの、ユーザから削除しても良いとフィードバックがあったもの、ユーザの利用状況
から削除しても良いと判定されたもの等が削除条件として考えられる。ユーザの利用状況
を削除条件とする場合は、ユーザの利用頻度から頻繁に利用されていないと判定されたも
の、ユーザの最終利用日時から長期間利用されていないと判定されたもの、現在のネット
ワーク帯域では使用することが難しいと判定されたもの、などを削除対象としてもよい。
【０１０３】
　情報処理装置１００は、ユーザの確認無しに、自動的にダウンロードしたアプリケーシ
ョンであって、所定の削除条件を満たしたアプリケーションを削除するようにしてもよく
、削除前にユーザに確認するようにしてもよい。また情報処理装置１００は、ユーザがア
プリケーションを削除しないことを希望する設定をしていた場合、所定の削除条件を満た
したアプリケーションであっても削除しないようにしてもよい。
【０１０４】
　図７～図９は、アプリケーションの自動削除の設定をユーザに行わせるために、情報処
理装置１００がユーザに向けて提示するユーザインタフェースの例を示す説明図である。
図７～図９に示すユーザインタフェースは、例えば出力装置１７０のディスプレイに表示
される。
【０１０５】
　図７に示したのは、アプリケーションに関する設定（アプリケーション設定）の一覧を
提示するユーザインタフェースの例を示す説明図である。ユーザが「アプリ削除設定」を
選択すると、情報処理装置１００は、アプリケーションの削除に関する設定の一覧を提示
するユーザインタフェースに移行する。
【０１０６】
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　図８に示したのは、アプリケーションの削除に関する設定の一覧を提示するユーザイン
タフェースの例を示す説明図である。図８には、インストールされたアプリケーションの
それぞれに対する削除設定が表示されたユーザインタフェースが表示されたユーザインタ
フェースの例が示されている。ユーザがアプリケーションの名前（例えば「○○クーポン
」）が表示された枠を選択すると、情報処理装置１００は、そのアプリケーションの削除
設定を設定させるユーザインタフェースに移行する。
【０１０７】
　図９に示したのは、個別のアプリケーションの削除設定をユーザに設定させるユーザイ
ンタフェースの例を示す説明図である。図９では、アプリケーションの削除設定として「
完全削除」「データ保持」「削除しない」「確認する」の４つが表示されたユーザインタ
フェースの例が示されている。ユーザが「完全削除」を選択すると、そのアプリケーショ
ンは、削除時にアプリケーションが生成したデータを含めて全てのデータが削除される。
ユーザが「データ保持」を選択すると、そのアプリケーションは、削除時にアプリケーシ
ョンが生成したデータを含めて全てのデータが削除される。そのアプリケーションは、削
除時にアプリケーションが生成したデータを残して削除される。ユーザが「データ保持」
を選択すると、そのアプリケーションは、削除条件を満たしていても自動的には削除され
ない。ユーザが「確認する」を選択すると、そのアプリケーションは削除時にユーザに確
認を取って、ユーザが削除を許可すれば削除される。
【０１０８】
　情報処理装置１００は、記憶部１４０の記憶容量が所定値以下になった時点で削除処理
を実行するようにしてもよく、定期的に削除処理を実行するようにしてもよく、ユーザか
らの指示により削除処理を実行するようにしてもよい。
【０１０９】
　本開示の一実施形態に係る情報処理装置１００は、図６に示した一連の処理を実行する
ことで、自動的にダウンロードしたアプリケーションの中で、所定の削除条件を満たして
いるアプリケーションがあれば、そのアプリケーションを記憶部１４０から削除すること
ができる。本開示の一実施形態に係る情報処理装置１００は、アプリケーションを記憶部
１４０から削除する際に、ユーザの設定に応じてどのデータを削除するかを判断して、ア
プリケーションの適切な削除が可能である。
【０１１０】
　上述したように、本開示の一実施形態に係る情報処理装置１００は、通知によって起動
されるアプリケーションがインストールされていなければ、アプリケーション配信サーバ
２０からアプリケーションを自動的にダウンロードし、ダウンロードしたアプリケーショ
ンをインストールすることが出来る。しかし、すべての通知に反応してアプリケーション
がインストールされてしまうと、記憶部１４０の空き容量が少なくなっていったり、ユー
ザがどのアプリケーションがインストールされているのか把握できなかったりする。
【０１１１】
　そこで本開示の一実施形態に係る情報処理装置１００は、アプリケーションを自動でダ
ウンロードしてインストールするかどうかを、通知の内容やアプリケーションの情報、ユ
ーザの設定などに基づいて判断しても良い。
【０１１２】
　例えば、緊急度が高いとして送信された通知を受信した場合は、情報処理装置１００は
、アプリケーションを自動でダウンロードしてインストールし、緊急度が高くないとして
送信された通知を受信した場合は、情報処理装置１００は、アプリケーションを自動でダ
ウンロードしてインストールする前にユーザに確認するようにしてもよい。
【０１１３】
　また例えば、ユーザが予め登録したサービスからの通知を受信した場合は、情報処理装
置１００は、アプリケーションを自動でダウンロードしてインストールし、ユーザが予め
登録したサービスではないサービスからの通知を受信した場合は、情報処理装置１００は
、アプリケーションを自動でダウンロードしてインストールする前にユーザに確認するよ
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うにしてもよい。
【０１１４】
　また、情報処理装置１００は、アプリケーション情報を自動インストールの条件とする
場合には、例えばアプリケーションのレーティング（他のユーザによるアプリケーション
の評価を数値化したものをいう）が所定の閾値以上のものをインストールする、開発元が
所定の条件に合致するものをインストールする、アプリケーションの評価結果が所定の閾
値以上のものをインストールする、アプリケーションの言語が所定の条件に合致するもの
をインストールする、アプリケーションに必要なパーミッションが所定の条件に合致する
ものをインストールする、価格が所定の値段以下のものをインストールする、というよう
にしてもよい。
【０１１５】
　また、情報処理装置１００は、アプリケーション配信サーバ２０から取得したアプリケ
ーションがその後ユーザの明示的な選択操作によって起動され、かつそのアプリケーショ
ンに対する料金の支払いが必要な場合は、ユーザに対してアプリケーションに対する料金
の支払いが必要であることを提示してもよいが、ユーザの明示的な選択操作と、通知デー
タの受信に基づく自動起動とに関わらず、所定の複数回目以降の起動時には、ユーザに対
してアプリケーションに対する料金の支払いが必要であることを提示してもよい。
【０１１６】
　また、情報処理装置１００は、ユーザの設定を自動インストールの条件とする場合には
、例えばユーザが指定したアプリケーションや、指定したアプリケーションのカテゴリの
ものをインストールする、というようにしてもよい。
【０１１７】
　図１０～図１２は、アプリケーションの自動インストールの設定をユーザに行わせるた
めに、情報処理装置１００がユーザに向けて提示するユーザインタフェースの例を示す説
明図である。図１０～図１２に示すユーザインタフェースは、例えば出力装置１７０のデ
ィスプレイに表示される。
【０１１８】
　図１０に示したのは、アプリケーションに関する設定（アプリケーション設定）の一覧
を提示するユーザインタフェースの例を示す説明図である。ユーザが「アプリ自動インス
トール」を選択すると、情報処理装置１００は、アプリケーションの自動インストールに
関する設定の一覧を提示するユーザインタフェースに移行する。
【０１１９】
　図１１に示したのは、アプリケーションの自動インストールに関する設定の一覧を提示
するユーザインタフェースの例を示す説明図である。図１１には、すべてのアプリケーシ
ョンの自動インストールに関する設定及びインストールされるアプリケーションのカテゴ
リ毎に自動インストールに関する設定が表示されたユーザインタフェースが表示されたユ
ーザインタフェースの例が示されている。ユーザが「自動インストール」と表示された枠
を選択すると、情報処理装置１００は、すべてのアプリケーションの自動インストール設
定を設定させるユーザインタフェースに移行する。またユーザがアプリケーションのカテ
ゴリの名称（例えば「Ａ社」）が表示された枠を選択すると、情報処理装置１００は、そ
のカテゴリの自動インストール設定を設定させるユーザインタフェースに移行する。
【０１２０】
　図１２に示したのは、あるカテゴリのアプリケーションの自動インストール設定をユー
ザに設定させるユーザインタフェースの例を示す説明図である。図１２には、ある会社（
Ａ社）が提供するアプリケーションの自動インストール設定をユーザに設定させるユーザ
インタフェースが示されている。図１２では、自動インストール設定として「許可する」
「確認する」「許可しない」の３つが表示されたユーザインタフェースの例が示されてい
る。ユーザが「許可する」を選択すると、そのカテゴリのアプリケーションは、ユーザへ
の確認無しに自動的にインストールされる。ユーザが「確認する」を選択すると、そのカ
テゴリのアプリケーションは、インストールの前にユーザに確認を取って、ユーザがイン
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ストールを許可すればインストールされる。ユーザが「許可しない」を選択すると、その
カテゴリのアプリケーションは自動的にインストールされない。
【０１２１】
　なお、図１１に示したユーザインタフェースでユーザが「自動インストール」と表示さ
れた枠を選択すると、図１２に示したユーザインタフェースは、すべてのアプリケーショ
ンの自動インストール設定をユーザに設定させるユーザインタフェースとなる。
【０１２２】
　上述したように、本開示の一実施形態に係る情報処理装置１００は、通知によって起動
されるアプリケーションがインストールされていなければ、アプリケーション配信サーバ
２０からアプリケーションを自動的にダウンロードし、ダウンロードしたアプリケーショ
ンをインストールすることが出来る。しかし、中にはユーザにとって不要な通知を情報処
理装置１００が受信してしまう場合も考えられる。
【０１２３】
　情報処理装置１００が通知サーバ１０から通知を受信した際に、ユーザがその通知は不
要だと判断して、その通知をブロックする設定を行った場合は、情報処理装置１００は、
以後その通知を受信しても、その通知に基づく情報を出力装置１７０には出力しない。
【０１２４】
　情報処理装置１００が通知サーバ１０から通知を受信した際に、その時点ではユーザが
その通知は不要だと判断しなかったが、アプリケーションが自動でインストールされた後
に、ユーザがその通知は不要だと判断して、その通知をブロックする設定を行った場合は
、ユーザは、自動でインストールされたアプリケーションを明示的に削除することになる
。ユーザがアプリケーションを削除する際、情報処理装置１００は、完全削除か部分削除
かをユーザに確認してもよい。ユーザが完全削除を選択した場合は、情報処理装置１００
は、そのアプリケーションについては以後自動インストールを行わないようにして、ユー
ザが部分削除を選択した場合は、情報処理装置１００は、そのアプリケーションについて
は自動インストールを行うようにする。
【０１２５】
　情報処理装置１００がアプリケーション配信サーバ２０から自動的にダウンロードする
アプリケーションの中には、アプリケーションをダウンロードしたり、アプリケーション
を継続して使用したりするためには、利用料金を支払う必要があるものも存在する。しか
し、ユーザに無断でアプリケーションの利用料金を支払うことは基本的に出来ない。そこ
で本実施形態では、利用料金の支払いが必要なアプリケーションをアプリケーション配信
サーバ２０から自動的にダウンロードする際には、以下のような処理が行われてもよい。
【０１２６】
　例えば、通知サーバ１０からの通知による起動と、ユーザの操作による明示的な起動と
で、アプリケーションの振る舞いを変えてもよい。通知サーバ１０からの通知による起動
の場合は、そのアプリケーションは無料で利用できるようにして、ユーザの操作による明
示的な起動の場合は、そのアプリケーションの利用には料金の支払いを必要とするように
してもよい。
【０１２７】
　例えば、地震情報を提供する有料の地震情報アプリケーションがあって、通知サーバ１
０から規模の大きな地震が発生したことが通知され、その通知に基づいてその地震情報ア
プリケーションがダウンロードされた場合は、地震情報アプリケーションは無料で利用で
きるようにする。その後、ユーザが明示的に地震情報アプリケーションを起動させた場合
は、その地震情報アプリケーションの利用には料金の支払いを必要とするようにしてもよ
い。
【０１２８】
　また、本システムは、一種の広告システムとしての利用も可能である。従来は、インス
トール済みのアプリケーションのアップデートを除けば、ユーザのマニュアル操作によっ
てのみ、アプリケーションの端末装置１００へのインストールが可能であった。しかし、



(20) JP WO2016/167039 A1 2016.10.20

10

20

30

40

50

本システムでは、プッシュ通知の有無によって自動的にアプリケーションを情報処理装置
１００へインストールさせることができることから、アプリケーションを多くの情報処理
装置１００に対して配信したいと考える、アプリケーションの開発元にとっても、利用す
る大きなモチベーションが生まれることになる。
【０１２９】
　このため、例えば、通知サーバ１０は、情報処理装置１００への各アプリケーションの
通知データの送信回数を制御部１５でカウントし、記憶部１２で保持してもよい。そして
通知サーバ１０は、その通知データの送信回数に基づいて、各アプリケーションの開発元
に対して課金を行うための課金額を制御部１５で算出し、算出された課金額を、アプリケ
ーションの開発元に対して課金してもよい。
【０１３０】
　通知サーバ１０、または、通知サーバ１０から送信回数の通知を受ける課金サーバが、
課金額を算出し、アプリケーションの開発元が、通知サーバ１０、または課金サーバに対
して予め登録しているクレジットカードや銀行口座に対して、課金を実行してもよい。
【０１３１】
　また、通知サーバ１０、又は、アプリケーション配信サーバ２０において、情報処理装
置１００から、各アプリケーションをインストールしたときに、その旨の通知を受けるよ
うにしておいてもよい。その通知に基づき、通知サーバ１０、又は、アプリケーション配
信サーバ２０が、各アプリケーションが情報処理装置１００にインストールされた回数を
制御部１５または制御部２５でカウントして、回数を記憶部１２または記憶部２２で保持
しておき、その回数に基づいて、アプリケーション開発元への課金額を算出することがで
きる。
【０１３２】
　（ユースケース例１）
　続いて、本開示の一実施形態に係る情報処理装置１００の動作のユースケース例を示す
。まず、イベントを契機としてクーポンアプリケーションが配信される場合の情報処理装
置１００の動作を説明する。図１３は、本開示の一実施形態に係る情報処理装置１００の
動作のユースケース例を説明するための説明図である。
【０１３３】
　情報処理装置１００のユーザが、あるお店が提供するネットサービスに情報を登録した
とする。そのお店が、１週間後にバーゲンセールを開始するので、ネットサービスから通
知サーバ１０を通じて、情報を登録したユーザの情報処理装置１００へ通知を配信する。
情報処理装置１００の通知処理部１２０は、通知の受信に伴い、出力装置１７０のディス
プレイに情報を表示する（ａ）。
【０１３４】
　情報処理装置１００のユーザが、ディスプレイに表示された情報を選択すると、通知処
理部１２０は、その選択に応じて、通知により起動されるアプリケーションの情報をアプ
リケーション選択部１３０に渡す。アプリケーション選択部１３０は、そのアプリケーシ
ョンがインストールされていなければ、アプリケーション配信サーバ２０からそのアプリ
ケーションをダウンロードする。設定によっては、アプリケーション選択部１３０はイン
ストールの前にユーザに確認する場合もある（ｂ）。
【０１３５】
　ユーザがインストールを許可すると、アプリケーション選択部１３０は、アプリケーシ
ョン配信サーバ２０からそのアプリケーションをダウンロードする。情報処理装置１００
は、必要に応じてダウンロード状況を出力装置１７０のディスプレイに表示する（ｃ）。
【０１３６】
　情報処理装置１００は、アプリケーションが予めインストールされているか、アプリケ
ーション配信サーバ２０からそのアプリケーションをダウンロードしてインストールする
と、そのアプリケーションを起動する（ｄ）。図１３には、開催されるバーゲンセールの
情報を表示するアプリケーションが出力装置１７０のディスプレイに表示されている状態
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が示されている。
【０１３７】
　ユーザが、出力装置１７０のディスプレイに表示されていたアプリケーションを終了さ
せる操作を実行すると、情報処理装置１００は、そのアプリケーションを終了させる（ｅ
）。このユースケースでは、アプリケーションの削除は行われないものとする。
【０１３８】
　図１４は、通知サーバ１０から情報処理装置１００へ送られる通知データの一例を示す
説明図である。通知サーバ１０から情報処理装置１００へ送られる通知データは、例えば
制御部１５が生成する。図１４に示すような通知データを受信した情報処理装置１００は
、通知データの中身を解析して、ディスプレイに表示する内容を決定したり、起動させる
アプリケーションを選択したりすることができる。
【０１３９】
　もちろん、図１４に示した通知データはあくまで一例であって、本開示は、通知データ
の形式は図１４に示したようなものに限定される物では無いが、図１４に示した通知デー
タの各要素の内容について説明する。
【０１４０】
　（ｓｅｎｄｅｒ）通知データの送信元を表す。
　（ｅｘｐｉｒｅｄ）通知データの有効期限を表す。
　（ｃａｔｅｇｏｒｙ）通知データのカテゴリを表す。
　（ｕｒｇｅｎｃｙ）通知データの緊急度を表す。
　（ｔｉｔｌｅ）通知データのタイトルを表す。
　（ｂｏｄｙ）通知データの本文を表す。
　（ａｐｐＩｎｆｏ）通知データに対応するアプリケーションの情報を表す。
【０１４１】
　図１４に示した通知データのａｐｐＩｎｆｏ要素に含まれる各要素の内容について説明
する。
　（ｎａｍｅ）アプリケーションの名称を表す。
　（ｉｄ）アプリケーションの識別子を表す。
　（ｓｅｘ）アプリケーションの対象の性別を表す。
　（ａｇｅ）アプリケーションの対象の年齢を表す。
　（ｕｒｌ）アプリケーションの格納場所をＵＲＬの形式で表す。
　（ｅｘｐｉｒｅｄ）アプリケーションの有効期限を表す。
　（ｒｅｍｏｖｅ）アプリケーションの完全削除判定フラグを表す。
　（ｉｎｓｔａｌｌＯｎｌｙ）アプリケーションのインストールオンリーフラグを表す。
　（ａｐｐＤａｔａ）アプリケーションが使用するデータを表す。
【０１４２】
　通知処理部１２０は、図１４のように記述された通知データを解析することで、この通
知データに対応するアプリケーションが何であるかを判定し、そのアプリケーションの情
報をアプリケーション選択部１３０に渡すことが出来る。特に、通知処理部１２０は、図
１４のように記述された通知データのａｐｐＩｎｆｏ要素の内容をアプリケーション選択
部１３０に渡すことで、アプリケーション選択部１３０は、どのアプリケーションを選択
すべきかを判定することが可能になる。
【０１４３】
　（ユースケース例２）
　続いて、イベント会場でアプリケーションが自動起動される場合の情報処理装置１００
の動作を説明する。図１５は、本開示の一実施形態に係る情報処理装置１００の動作のユ
ースケース例を説明するための説明図である。
【０１４４】
　音楽イベントなどのようにイベント会場に多くの人が集まるようなケースでは、イベン
トが行われている場所で一度に多くのユーザによってアプリケーションのダウンロードが
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行われると、ネットワークが混雑してダウンロードに時間が掛かったり、またダウンロー
ドそのものが失敗してしまったりする可能性がある。そこで、そのような多くの人が集ま
ることが予想されるイベントのアプリケーションについては、予めイベントの開催日より
前にダウンロード及びインストールされていることが望ましい。
【０１４５】
　情報処理装置１００のユーザが、参加を予定しているイベントが提供するネットサービ
スに情報を登録したとする。そのイベントが、１週間後にイベントを開催するので、ネッ
トサービスから通知サーバ１０を通じて、情報を登録したユーザの情報処理装置１００へ
通知を配信する。情報処理装置１００の通知処理部１２０は、通知の受信に伴い、出力装
置１７０のディスプレイに情報を表示する（ａ）。
【０１４６】
　情報処理装置１００のユーザが、ディスプレイに表示された情報を選択すると、通知処
理部１２０は、その選択に応じて、通知により起動されるイベントアプリケーションの情
報をアプリケーション選択部１３０に渡す。アプリケーション選択部１３０は、そのイベ
ントアプリケーションがインストールされていなければ、アプリケーション配信サーバ２
０からそのイベントアプリケーションをダウンロードして（ｂ）、インストールする（ｃ
）。しかし、この時点ではまだイベントは開催されていないので、情報処理装置１００は
ダウンロードしたイベントアプリケーションの起動までは行わない。
【０１４７】
　ダウンロードしたイベントアプリケーションは、情報処理装置１００の位置情報を収集
する。そして、イベント開催日にイベントが開催されているエリアに情報処理装置１００
が存在していれば、通知サーバ１０は、その情報処理装置１００へ通知する（ｄ）。情報
処理装置１００は、その通知の受信に基づき、イベントアプリケーションを自動的に起動
する（ｅ）。イベントが終了すると、情報処理装置１００は、設定によってはイベントア
プリケーションを自動的に削除しても良い（ｆ）
【０１４８】
　図１６及び図１７は、通知サーバ１０から情報処理装置１００へ送られる通知データの
一例を示す説明図である。通知サーバ１０から情報処理装置１００へ送られる通知データ
は、例えば制御部１５が生成する。図１６は、イベントの開催日より前に送られる通知デ
ータの例であり、図１７は、イベントの開催日に送られる通知データの例である。図１６
及び図１７に示すような通知データを受信した情報処理装置１００は、通知データの中身
を解析して、ディスプレイに表示する内容を決定したり、起動させるアプリケーションを
選択したりすることができる。そして図１６に示した通知データは、インストールオンリ
ーフラグ（ｉｎｓｔａｌｌＯｎｌｙ）がＴｒｕｅに設定されているので、情報処理装置１
００はアプリケーションのインストールまでは行うが、アプリケーションの自動起動は行
わない。通知サーバ１０から図１６に示したような通知データが送られてくることで、イ
ベントの主催者は、情報処理装置１００でのアプリケーションのダウンロードのタイミン
グと起動のタイミングとを分けることが可能になる。
【０１４９】
　（ユースケース例３）
　続いて、地震情報を表示する有料の地震情報アプリケーションが自動起動される場合の
情報処理装置１００の動作を説明する。図１８は、本開示の一実施形態に係る情報処理装
置１００の動作のユースケース例を説明するための説明図である。
【０１５０】
　情報処理装置１００が取得した現在位置の情報などから、情報処理装置１００の位置の
近くで地震が発生したことを通知サーバ１０から通知するケースを例として示す。地震情
報を提供するネットサービスが、通知サーバ１０から地震の発生を通知するための通知デ
ータを情報処理装置１００へ送信する。情報処理装置１００の通知処理部１２０は、通知
の受信に伴い、出力装置１７０のディスプレイに情報を表示する（ａ）。
【０１５１】
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　情報処理装置１００のユーザが、ディスプレイに表示された情報を選択すると、通知処
理部１２０は、その選択に応じて、通知により起動されるアプリケーションの情報をアプ
リケーション選択部１３０に渡す。アプリケーション選択部１３０は、そのアプリケーシ
ョンがインストールされていなければ、アプリケーション配信サーバ２０からそのアプリ
ケーションをダウンロードする。このユースケースでは、地震の発生という緊急事態が通
知されているので、アプリケーション選択部１３０はユーザへの確認を行わずにアプリケ
ーションをダウンロードして（ｂ）、インストールする（ｃ）。そして情報処理装置１０
０は、必要に応じてダウンロード状況を出力装置１７０のディスプレイに表示する（ｂ）
。
【０１５２】
　情報処理装置１００は、地震情報アプリケーションが予めインストールされているか、
アプリケーション配信サーバ２０から地震情報アプリケーションをダウンロードしてイン
ストールすると、地震情報アプリケーションを起動する（ｄ）。図１８には、地震情報ア
プリケーションの起動によって、地震の発生に伴い津波警報が発令されたことをユーザに
知らせるための画面が出力装置１７０のディスプレイに表示されている状態が示されてい
る。本来は、この地震情報アプリケーションを起動するにはアプリケーションの開発元に
利用料金を支払わなければならない。しかし、通知サーバ１０から地震の発生という緊急
事態を知らせる通知が情報処理装置１００へ配信されたので、この地震の発生の通知の伴
う地震情報アプリケーションの自動起動の時点では、利用料金を支払わずに地震情報アプ
リケーションの起動を可能にする。
【０１５３】
　その後、津波警報が解除されて落ち着いた時点で、ユーザが明示的にその地震情報アプ
リケーションを起動したとする。その場合、アプリケーション起動部１５０は利用料金の
支払いが必要であることを示す画面を出力装置１７０のディスプレイに表示する（ｅ）。
【０１５４】
　図１９は、通知サーバ１０から情報処理装置１００へ送られる通知データの一例を示す
説明図である。通知サーバ１０から情報処理装置１００へ送られる通知データは、例えば
制御部１５が生成する。図１９は、地震の発生時に送信される通知データの例である。図
１９に示した通知データでは、緊急度を示す「ｕｒｇｅｎｃｙ」が「Ｕｒｇｅｎｔ（緊急
）」となっている。このように緊急度が高い通知データに伴うアプリケーションの自動起
動の場合は、アプリケーションの利用料金の支払いが行われていなくても、そのアプリケ
ーションを情報処理装置１００で起動させるようにしてもよい。
【０１５５】
　以上、３つのユースケースを示して、本開示の一実施形態に係る情報処理装置１００の
動作を説明した。もちろん、本開示の一実施形態に係る情報処理装置１００の動作は、上
述した３つのユースケースに限られないことは言うまでも無い。例えば、ユースケース例
２で示した、アプリケーションのインストールのタイミングと起動のタイミングが異なる
ユースケースにおいて、起動されるアプリケーションは有料のアプリケーションであって
もよい。
【０１５６】
　＜２．ハードウェア構成例＞
　次に、図２０を参照して、本開示の一実施形態にかかる通知サーバ１０及びアプリケー
ション配信サーバ２０のハードウェア構成について説明する。図２９は、サーバ７００の
概略的な構成の一例を示すブロック図である。サーバ７００は、プロセッサ７０１、メモ
リ７０２、ストレージ７０３、ネットワークインタフェース７０４及びバス７０６を備え
る。
【０１５７】
　プロセッサ７０１は、例えばＣＰＵ（Central　Processing　Unit）又はＤＳＰ（Digit
al　Signal　Processor）であってよく、サーバ７００の各種機能を制御する。メモリ７
０２は、ＲＡＭ（Random　Access　Memory）及びＲＯＭ（Read　Only　Memory）を含み、
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プロセッサ７０１により実行されるプログラム及びデータを記憶する。ストレージ７０３
は、半導体メモリ又はハードディスクなどの記憶媒体を含み得る。
【０１５８】
　ネットワークインタフェース７０４は、サーバ７００を通信ネットワーク７０５に接続
するための有線通信インターフェースである。
【０１５９】
　バス７０６は、プロセッサ７０１、メモリ７０２、ストレージ７０３及びネットワーク
インタフェース７０４を互いに接続する。バス７０６は、速度の異なる２つ以上のバス（
例えば、高速バス及び低速バス）を含んでもよい。
【０１６０】
　図２０に示したサーバ７００において、図１を参照して説明した処理部１３または処理
部２３に含まれる１つ以上の構成要素（取得部１４及び／又は制御部１５、取得部２４及
び／又は制御部２５）は、プロセッサ７０１において実装されてもよい。一例として、プ
ロセッサを上記１つ以上の構成要素として機能させるためのプログラムがサーバ７００に
インストールされ、プロセッサ７０１が当該プログラムを実行してもよい。別の例として
、サーバ７００は、プロセッサ７０１及びメモリ７０２を含むモジュールを搭載し、当該
モジュールにおいて上記１つ以上の構成要素が実装されてもよい。この場合に、上記モジ
ュールは、プロセッサを上記１つ以上の構成要素として機能させるためのプログラムをメ
モリ７０２に記憶し、当該プログラムをプロセッサ７０１により実行してもよい。以上の
ように、上記１つ以上の構成要素を備える装置としてサーバ７００又は上記モジュールが
提供されてもよく、プロセッサを上記１つ以上の構成要素として機能させるための上記プ
ログラムが提供されてもよい。また、上記プログラムを記録した読み取り可能な記録媒体
が提供されてもよい。
【０１６１】
　次に、図２１を参照して、本開示の一実施形態にかかる情報処理装置１００のハードウ
ェア構成について説明する。図２１は、本開示の実施形態にかかる情報処理装置１００の
ハードウェア構成例を示すブロック図である。上記の各アルゴリズムは、例えば、図２１
に示す情報処理装置のハードウェア構成を用いて実行することが可能である。つまり、当
該各アルゴリズムの処理は、コンピュータプログラムを用いて図２１に示すハードウェア
を制御することにより実現される。
【０１６２】
　なお、この図２１に示したハードウェア９００のハードウェアの形態は任意であり、例
えば、パーソナルコンピュータ、携帯電話、ＰＨＳ、ＰＤＡ等の携帯情報端末、ゲーム機
、接触式又は非接触式のＩＣチップ、接触式又は非接触式のＩＣカード、スピーカ、テレ
ビ、モニタ、ウェアラブル機器、又は種々の情報家電がこれに含まれる。但し、上記のＰ
ＨＳは、Ｐｅｒｓｏｎａｌ　Ｈａｎｄｙ－ｐｈｏｎｅ　Ｓｙｓｔｅｍの略である。また、
上記のＰＤＡは、Ｐｅｒｓｏｎａｌ　Ｄｉｇｉｔａｌ　Ａｓｓｉｓｔａｎｔの略である。
【０１６３】
　図２１に示すように、このハードウェア９００は、主に、ＣＰＵ９０２と、ＲＯＭ９０
４と、ＲＡＭ９０６と、ホストバス９０８と、ブリッジ９１０と、を有する。さらに、こ
のハードウェアは、外部バス９１２と、インターフェース９１４と、入力部９１６と、出
力部９１８と、記憶部９２０と、ドライブ９２２と、接続ポート９２４と、通信部９２６
と、を有する。但し、上記のＣＰＵは、Ｃｅｎｔｒａｌ　Ｐｒｏｃｅｓｓｉｎｇ　Ｕｎｉ
ｔの略である。また、上記のＲＯＭは、Ｒｅａｄ　Ｏｎｌｙ　Ｍｅｍｏｒｙの略である。
そして、上記のＲＡＭは、Ｒａｎｄｏｍ　Ａｃｃｅｓｓ　Ｍｅｍｏｒｙの略である。
【０１６４】
　ＣＰＵ９０２は、例えば、演算処理装置又は制御装置として機能し、ＲＯＭ９０４、Ｒ
ＡＭ９０６、記憶部９２０、又はリムーバブル記録媒体９２８に記録された各種プログラ
ムに基づいて各構成要素の動作全般又はその一部を制御する。ＲＯＭ９０４は、ＣＰＵ９
０２に読み込まれるプログラムや演算に用いるデータ等を格納する手段である。ＲＡＭ９
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０６には、例えば、ＣＰＵ９０２に読み込まれるプログラムや、そのプログラムを実行す
る際に適宜変化する各種パラメータ等が一時的又は永続的に格納される。
【０１６５】
　これらの構成要素は、例えば、高速なデータ伝送が可能なホストバス９０８を介して相
互に接続される。一方、ホストバス９０８は、例えば、ブリッジ９１０を介して比較的デ
ータ伝送速度が低速な外部バス９１２に接続される。また、入力部９１６としては、例え
ば、マウス、キーボード、タッチパネル、ボタン、スイッチ、及びレバー等が用いられる
。さらに、入力部９１６としては、赤外線やその他の電波を利用して制御信号を送信する
ことが可能なリモートコントローラ（以下、リモコン）が用いられることもある。
【０１６６】
　出力部９１８としては、例えば、ＣＲＴ、ＬＣＤ、ＰＤＰ、又はＥＬＤ等のディスプレ
イ装置、スピーカ、ヘッドホン等のオーディオ出力装置、プリンタ、携帯電話、又はファ
クシミリ等、取得した情報を利用者に対して視覚的又は聴覚的に通知することが可能な装
置である。但し、上記のＣＲＴは、Ｃａｔｈｏｄｅ　Ｒａｙ　Ｔｕｂｅの略である。また
、上記のＬＣＤは、Ｌｉｑｕｉｄ　Ｃｒｙｓｔａｌ　Ｄｉｓｐｌａｙの略である。そして
、上記のＰＤＰは、Ｐｌａｓｍａ　ＤｉｓｐｌａｙＰａｎｅｌの略である。さらに、上記
のＥＬＤは、Ｅｌｅｃｔｒｏ－Ｌｕｍｉｎｅｓｃｅｎｃｅ　Ｄｉｓｐｌａｙの略である。
【０１６７】
　記憶部９２０は、各種のデータを格納するための装置である。記憶部９２０としては、
例えば、ハードディスクドライブ（ＨＤＤ）等の磁気記憶デバイス、半導体記憶デバイス
、光記憶デバイス、又は光磁気記憶デバイス等が用いられる。但し、上記のＨＤＤは、Ｈ
ａｒｄ　Ｄｉｓｋ　Ｄｒｉｖｅの略である。
【０１６８】
　ドライブ９２２は、例えば、磁気ディスク、光ディスク、光磁気ディスク、又は半導体
メモリ等のリムーバブル記録媒体９２８に記録された情報を読み出し、又はリムーバブル
記録媒体９２８に情報を書き込む装置である。リムーバブル記録媒体９２８は、例えば、
ＤＶＤメディア、Ｂｌｕ－ｒａｙメディア、ＨＤ　ＤＶＤメディア、各種の半導体記憶メ
ディア等である。もちろん、リムーバブル記録媒体９２８は、例えば、非接触型ＩＣチッ
プを搭載したＩＣカード、又は電子機器等であってもよい。但し、上記のＩＣは、Ｉｎｔ
ｅｇｒａｔｅｄ　Ｃｉｒｃｕｉｔの略である。
【０１６９】
　接続ポート９２４は、例えば、ＵＳＢポート、ＩＥＥＥ１３９４ポート、ＳＣＳＩ、Ｒ
Ｓ－２３２Ｃポート、又は光オーディオ端子等のような外部接続機器９３０を接続するた
めのポートである。外部接続機器９３０は、例えば、プリンタ、携帯音楽プレーヤ、デジ
タルカメラ、デジタルビデオカメラ、又はＩＣレコーダ等である。但し、上記のＵＳＢは
、Ｕｎｉｖｅｒｓａｌ　Ｓｅｒｉａｌ　Ｂｕｓの略である。また、上記のＳＣＳＩは、Ｓ
ｍａｌｌ　Ｃｏｍｐｕｔｅｒ　Ｓｙｓｔｅｍ　Ｉｎｔｅｒｆａｃｅの略である。
【０１７０】
　通信部９２６は、ネットワーク９３２に接続するための通信デバイスであり、例えば、
有線又は無線ＬＡＮ、Ｂｌｕｅｔｏｏｔｈ（登録商標）、又はＷＵＳＢ用の通信カード、
光通信用のルータ、ＡＤＳＬ用のルータ、又は接触又は非接触通信用のデバイス等である
。また、通信部９２６に接続されるネットワーク９３２は、有線又は無線により接続され
たネットワークにより構成され、例えば、インターネット、家庭内ＬＡＮ、赤外線通信、
可視光通信、放送、又は衛星通信等である。但し、上記のＬＡＮは、Ｌｏｃａｌ　Ａｒｅ
ａ　Ｎｅｔｗｏｒｋの略である。また、上記のＷＵＳＢは、Ｗｉｒｅｌｅｓｓ　ＵＳＢの
略である。そして、上記のＡＤＳＬは、Ａｓｙｍｍｅｔｒｉｃ　Ｄｉｇｉｔａｌ　Ｓｕｂ
ｓｃｒｉｂｅｒ　Ｌｉｎｅの略である。
【０１７１】
　図２１に示したハードウェア９００において、図１を参照して説明した情報処理装置１
００に含まれる少なくとも１つの構成要素（通知処理部１２０、アプリケーション選択部
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１３０、アプリケーション起動部１５０、アプリケーション実行部１６０）は、ＣＰＵ９
０２において実装されてもよい。
【０１７２】
　＜３．まとめ＞
　以上説明したように本開示の一実施形態によれば、通知サーバ１０から送信される通知
データの受信に伴って、その通知データに関するアプリケーションを自動的に起動する情
報処理装置１００が提供される。本開示の一実施形態に係る情報処理装置１００は、の通
知データに関するアプリケーションを自動的に起動する際に、そのアプリケーションがイ
ンストールされていなければ、そのアプリケーションをアプリケーション配信サーバ２０
からダウンロードしてインストールする。
【０１７３】
　本開示の一実施形態に係る情報処理装置１００は、予めユーザによって通知データに関
するアプリケーションがインストールされていなくても、通知サーバ１０からの通知デー
タの受信によりアプリケーションを取得して、アプリケーションを自動的に起動すること
が出来る。
【０１７４】
　また本開示の一実施形態によれば、情報処理装置１００へアプリケーション情報を含ん
だ通知データを送信する通知サーバ１０と、そのアプリケーション情報に対応するアプリ
ケーションのダウンロードの要求が情報処理装置１００から送られてくると、その要求に
応じてアプリケーションを配信するアプリケーション配信サーバ２０と、が提供される。
【０１７５】
　本開示の一実施形態に係る通知サーバ１０及びアプリケーション配信サーバ２０は、ユ
ーザが使用する情報処理装置１００へ通知データを送信することで、情報処理装置１００
へ効果的にアプリケーションを配信することが出来る。また本開示の一実施形態に係る通
知サーバ１０は、通知データの内容を適切に設定することで、情報処理装置１００での通
知データの受信に基づくアプリケーションのダウンロードのタイミングと、通知データの
受信に基づくアプリケーションの自動起動のタイミングとを分けることが可能になる。
【０１７６】
　本明細書の各装置が実行する処理における各ステップは、必ずしもシーケンス図または
フローチャートとして記載された順序に沿って時系列に処理する必要はない。例えば、各
装置が実行する処理における各ステップは、フローチャートとして記載した順序と異なる
順序で処理されても、並列的に処理されてもよい。
【０１７７】
　また、各装置に内蔵されるＣＰＵ、ＲＯＭおよびＲＡＭなどのハードウェアを、上述し
た各装置の構成と同等の機能を発揮させるためのコンピュータプログラムも作成可能であ
る。また、該コンピュータプログラムを記憶させた記憶媒体も提供されることが可能であ
る。また、機能ブロック図で示したそれぞれの機能ブロックをハードウェアまたはハード
ウェア回路で構成することで、一連の処理をハードウェアまたはハードウェア回路で実現
することもできる。
【０１７８】
　また上述の説明で用いた機能ブロック図で示したそれぞれの機能ブロックの一部又は全
部は、たとえばインターネット等のネットワークを介して接続されるサーバ装置で実現さ
れてもよい。また上述の説明で用いた機能ブロック図で示したそれぞれの機能ブロックの
構成は、単独の装置で実現されてもよく、複数の装置が連携するシステムで実現されても
良い。複数の装置が連携するシステムには、例えば複数のサーバ装置の組み合わせ、サー
バ装置と端末装置との組み合わせ等が含まれ得る。
【０１７９】
　以上、添付図面を参照しながら本開示の好適な実施形態について詳細に説明したが、本
開示の技術的範囲はかかる例に限定されない。本開示の技術分野における通常の知識を有
する者であれば、特許請求の範囲に記載された技術的思想の範疇内において、各種の変更
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例または修正例に想到し得ることは明らかであり、これらについても、当然に本開示の技
術的範囲に属するものと了解される。
【０１８０】
　また、本明細書に記載された効果は、あくまで説明的または例示的なものであって限定
的ではない。つまり、本開示に係る技術は、上記の効果とともに、または上記の効果に代
えて、本明細書の記載から当業者には明らかな他の効果を奏しうる。
【０１８１】
　なお、以下のような構成も本開示の技術的範囲に属する。
（１）
　ユーザに対するプッシュ通知の有るアプリケーションの情報を取得する通信部と、
　前記取得した情報に基づいて、前記アプリケーションを自動的にインストールする制御
部と、
を備える、情報処理装置。
（２）
　前記制御部は、前記情報に基づいて、インストールした前記アプリケーションを自動起
動させる、前記（１）に記載の情報処理装置。
（３）
　前記制御部は、前記アプリケーションがインストール済みである場合には前記アプリケ
ーションをインストールすることなく、前記情報に基づいて前記アプリケーションを自動
起動させる、前記（２）に記載の情報処理装置。
（４）
　前記制御部は、予め設定されているアプリケーションの自動インストール条件と前記情
報とに基づいて、前記アプリケーションを自動的にインストールする、前記（１）～（３
）のいずれかに記載の情報処理装置。
（５）
前記制御部は、前記情報に基づいて、前記アプリケーションを自動的にアンインストール
する、前記（１）～（４）のいずれかに記載の情報処理装置。
（６）
　前記制御部は、前記情報に基づいて、前記アプリケーションが作成したデータも含めて
前記アプリケーションをアンインストールするかを判断する、前記（５）に記載の情報処
理装置。
（７）
　前記制御部は、前記アプリケーションのユーザ操作による起動回数が所定数以上となっ
た場合に、前記アプリケーションの使用を継続するための権限を得るための処理を実行す
る、前記（１）～（６）のいずれかに記載の情報処理装置。
（８）
　前記制御部は、前記アプリケーションを起動する場合に、前記取得した情報に基づく自
動起動の場合と、ユーザ操作に基づく起動との場合とで、前記アプリケーションによる動
作を異ならせる、前記（１）～（７）のいずれかに記載の情報処理装置。
（９）
　前記通信部は、前記情報処理装置が所定の場所に存在する場合に、前記情報を取得する
、前記（１）～（８）のいずれかに記載の情報処理装置。
（１０）
　前記情報は、前記プッシュ通知の緊急度を含み、
　前記制御部は、前記緊急度に基づいて、前記アプリケーションを自動的にインストール
する、前記（１）～（９）のいずれかに記載の情報処理装置。
（１１）
　ユーザに対するプッシュ通知の有るアプリケーションの情報を取得することと、
　前記取得した情報に基づいて、前記アプリケーションを自動的にインストールすること
と、
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（１２）
　コンピュータに、
　ユーザに対するプッシュ通知の有るアプリケーションの情報を取得することと、
　前記取得した情報に基づいて、前記アプリケーションを自動的にインストールすること
と、
を実行させる、コンピュータプログラム。
（１３）
　ユーザに対するプッシュ通知の有るアプリケーションの情報に基づき、情報処理装置に
おいて前記アプリケーションの自動インストールが実行される前記情報を、前記情報処理
装置へ送信する通信部を備える、サーバ装置。
（１４）
　前記サーバ装置は、前記情報に基づく複数の前記情報処理装置への前記アプリケーショ
ンの自動インストール数を管理する制御部を備える、前記（１３）に記載のサーバ装置。
【符号の説明】
【０１８２】
　１００　　情報処理装置
　１１０　　入力装置
　１２０　　通知処理部
　１３０　　アプリケーション選択部
　１４０　　記憶部
　１５０　　アプリケーション起動部
　１６０　　アプリケーション実行部
　１７０　　出力装置

【図１】 【図２】

【図３】
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