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(57)【要約】
　本開示の複数の実施形態は、モバイルデバイスのプロ
ビジョニング及び／又はカスタマイズのための複数の方
法およびシステムに関する。モバイルデバイスがユーザ
によって購入された後、カスタム設定及び情報（又はカ
スタマイズコンテンツ）は、モバイルデバイスにおいて
配信され、又はアクセスされ得る。いくつかの実施形態
において、カスタマイズコンテンツはデバイス上に予め
ロードされ、ユニフォームリソース識別子（つまりＵＲ
Ｉ）のストリングによってアクセスされ得る。複数の他
の実施形態において、カスタマイズコンテンツは、ユニ
フォームリソースロケータ（つまりＵＲＬ）のストリン
グによってリモートでホスティングされた場所からアク
セスされ得る。さらに、カスタマイズコンテンツは、上
記の複数の方法の組み合わせによってアクセスされ得る
。



(2) JP 2016-541215 A 2016.12.28

10

20

30

40

50

【特許請求の範囲】
【請求項１】
　モバイルデバイスをプロビジョニングするための方法であって、
　前記モバイルデバイスにプロビジョニングペイロードを無線配信する段階であって、前
記ペイロードは１又は複数のファイルロケータを有し、且つ、前記モバイルデバイスは、
前記モバイルデバイスのシステムメモリパーティションに予めロードされる複数のカスタ
マイズコンテンツアイテムを有する、段階と、
　前記ファイルロケータに基づいて、前記予めロードされたカスタマイズコンテンツの少
なくとも一部にアクセスする段階と、
　前記ファイルロケータによって参照される前記予めロードされたカスタマイズコンテン
ツのコピーを前記モバイルデバイスのキャリアメモリパーティションに格納する段階と、
　前記キャリアメモリパーティションに格納される前記カスタマイズコンテンツを使用し
て、前記モバイルデバイスのためのカスタマイズプロセスを完了する段階と、を備える
　方法。
【請求項２】
　前記ファイルロケータは、ユニフォームリソース識別子のストリングを含む
　請求項１に記載の方法。
【請求項３】
　前記ファイルロケータに従う段階、前記コンテンツのコピーを格納する段階、及び前記
カスタマイズプロセスを完了する段階は、前記モバイルデバイス上のカスタマイズクライ
アントによって完了される
　請求項１または２に記載の方法。
【請求項４】
　前記予めロードされたカスタマイズコンテンツは、少なくとも３組のカスタマイズコン
テンツを含み、各組のカスタマイズコンテンツは異なる無線サービスブランドに関連付け
られ、前記ファイルロケータは、前記少なくとも３組のカスタマイズコンテンツのうちの
１組のみを指し示す
　請求項１から３の何れか一項に記載の方法。
【請求項５】
　前記システムメモリパーティションから未使用の前記予めロードされたカスタマイズコ
ンテンツを取り除く段階を更に備える
　請求項４に記載の方法。
【請求項６】
　前記カスタマイズコンテンツの全体のうちの一部は、前記プロビジョニングペイロード
において配信される
　請求項１から５の何れか一項に記載の方法。
【請求項７】
　前記プロビジョニングペイロードにおいて配信される前記カスタマイズコンテンツの前
記一部は、顧客サービス番号、メッセージングプラットフォーム、ＩＰアドレス及びポー
ト番号、クライアント識別情報、並びに複数の市場カタログのうちの１又は複数を含む
　請求項６に記載の方法。
【請求項８】
　前記カスタマイズコンテンツの全体は、前記モバイルデバイス上に予めロードされ、前
記ファイルロケータによって参照される
　請求項１から７の何れか一項に記載の方法。
【請求項９】
　前記予めロードされたカスタマイズコンテンツは、複数のグラフィック、複数の画像、
複数のオーディオファイル、複数のスプラッシュ画面、起動画面、複数の背景、及び複数
のトーンのうちの１又は複数を含む
　請求項１から８の何れか一項に記載の方法。
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【請求項１０】
　カスタマイズコンテンツの少なくともいくつかが前記モバイルデバイス上に予めロード
されるために、前記プロビジョニングペイロードのサイズは低減される
　請求項１から９の何れか一項に記載の方法。
【請求項１１】
　モバイルデバイスをカスタマイズするための方法であって、
　前記モバイルデバイスにおいてプロビジョニングペイロードを無線受信する段階であっ
て、前記ペイロードは１又は複数のユニフォームリソース識別子のストリングを有する、
段階と、
　前記ユニフォームリソース識別子のストリングに基づいて、予めロードされたカスタマ
イズコンテンツにアクセスする段階であって、前記ユニフォームリソース識別子のストリ
ングは、前記モバイルデバイスのシステムメモリパーティションに格納される予めロード
されたカスタマイズコンテンツの少なくとも一部を指し示す、段階と、
　前記システムメモリパーティションに格納される前記カスタマイズコンテンツを使用し
て、前記モバイルデバイスのためのカスタマイズプロセスを完了する段階と、を備える
　方法。
【請求項１２】
　前記モバイルデバイスの前記システムメモリパーティションからの、前記ユニフォーム
リソース識別子のストリングによって参照される前記予めロードされたカスタマイズコン
テンツのコピーを、前記モバイルデバイスのキャリアメモリパーティションに格納する段
階を更に備える
　請求項１１に記載の方法。
【請求項１３】
　前記モバイルデバイスを工場出荷時のデフォルト設定に戻す段階であって、前記カスタ
マイズコンテンツは、前記工場出荷時のデフォルト設定に戻す段階中ずっと、前記モバイ
ルデバイスの前記キャリアメモリパーティションに存続する、段階を更に備える
　請求項１２に記載の方法。
【請求項１４】
　前記カスタマイズコンテンツの全体のうちの一部は、前記プロビジョニングペイロード
において配信される
　請求項１１から１３の何れか一項に記載の方法。
【請求項１５】
　前記カスタマイズプロセスにおいて使用される前記カスタマイズコンテンツの全体は、
前記モバイルデバイス上に予めロードされる
　請求項１１から１４の何れか一項に記載の方法。
【請求項１６】
　前記カスタマイズプロセスは、前記モバイルデバイス上のプロビジョニングアプリケー
ションによって完了される
　請求項１１から１５の何れか一項に記載の方法。
【請求項１７】
　モバイルデバイスをカスタマイズするための方法であって、
　前記モバイルデバイスにおいてプロビジョニングペイロードを無線受信する段階であっ
て、前記ペイロードはカスタマイズコンテンツ及び１又は複数のファイルロケータを有す
る、段階と、
　前記ファイルロケータに基づいて追加のカスタマイズコンテンツにアクセスする段階と
、
　前記カスタマイズコンテンツを前記モバイルデバイス上のシステムメモリパーティショ
ンに格納する段階と、
　前記カスタマイズコンテンツを使用して、前記モバイルデバイスのためのカスタマイズ
プロセスを完了する段階と、を備える
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　方法。
【請求項１８】
　前記追加のカスタマイズコンテンツを前記モバイルデバイスのキャリアメモリパーティ
ションに予めロードする段階を更に備える
　請求項１７に記載の方法。
【請求項１９】
　前記ファイルロケータは、ユニフォームリソース識別子のストリング又はユニフォーム
リソースロケータのストリングのうちの１つを含む
　請求項１７または１８に記載の方法。
【請求項２０】
　前記カスタマイズコンテンツは、ブランド又は企業特有のものである
　請求項１７から１９の何れか一項に記載の方法。
【請求項２１】
　モバイルデバイスをプロビジョニングするための方法であって、
　前記モバイルデバイスにおいてプロビジョニングペイロードを無線受信する段階であっ
て、前記ペイロードは１又は複数のファイルロケータを有する、段階と、
　前記ファイルロケータに基づいて、リモートでホスティングされた場所にアクセスする
段階と、
　前記リモートでホスティングされた場所から前記モバイルデバイスにカスタマイズコン
テンツをダウンロードする段階と、
　前記ダウンロードされたカスタマイズコンテンツを使用して、前記モバイルデバイスの
ためのカスタマイズプロセスを完了する段階と、を備える
　方法。
【請求項２２】
　前記方法の複数の前記段階は、前記モバイルデバイスのカスタマイズクライアントによ
って完了される
　請求項２１に記載の方法。
【請求項２３】
　前記カスタマイズコンテンツの全体は前記リモートでホスティングされた場所からダウ
ンロードされる
　請求項２１または２２に記載の方法。
【請求項２４】
　前記ファイルロケータはユニフォームリソースロケータのストリングを含む
　請求項２１から２３の何れか一項に記載の方法。
【請求項２５】
　前記カスタマイズコンテンツの一部は、前記プロビジョニングペイロードにおいて配信
され、前記プロビジョニングペイロードにおいて配信される前記カスタマイズコンテンツ
の前記一部は、顧客サービス番号、メッセージングプラットフォーム、ＩＰアドレス及び
ポート番号、クライアント識別情報、並びに複数の市場カタログのうちの１又は複数を含
む
　請求項２１から２４の何れか一項に記載の方法。
【請求項２６】
　前記ダウンロードされたカスタマイズコンテンツは、複数のグラフィック、複数の画像
、複数のオーディオファイル、複数のスプラッシュ画面、起動画面、複数の背景、及び複
数のトーンを含む
　請求項２１から２５の何れか一項に記載の方法。
【請求項２７】
　前記ダウンロードする段階は、ハイパーテキスト転送プロトコル（ＨＴＴＰ）要求に基
づいて完了される
　請求項２１から２６の何れか一項に記載の方法。
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【請求項２８】
　前記ダウンロードする段階は、漸次に完了し、前記カスタマイズコンテンツは優先順位
がつけられ、優先順位に従ってダウンロードされる
　請求項２１から２７の何れか一項に記載の方法。
【請求項２９】
　前記ダウンロードする段階は、前記モバイルデバイスがローミング接続によってネット
ワークに接続される場合（又は前記モバイルデバイスがローミング接続下にある場合）、
部分的にしか完了しない
　請求項２８に記載の方法。
【請求項３０】
　前記モバイルデバイスのユーザは、前記カスタマイズコンテンツのダウンロードのため
に発生するデータ利用に対して課金されない
　請求項２１から２９の何れか一項に記載の方法。
【請求項３１】
　モバイルデバイスをカスタマイズするための方法であって、
　前記モバイルデバイスにおいてプロビジョニングペイロードを無線受信する段階であっ
て、前記ペイロードはカスタマイズコンテンツ及び１又は複数のユニフォームリソースロ
ケータのストリングを有する、段階と、
　前記プロビジョニングペイロードを検査する段階と、
　前記ユニフォームリソースロケータのストリングに基づいて、リモートでホスティング
された場所にアクセスする段階と、
　前記リモートでホスティングされた場所から前記モバイルデバイスのキャリアメモリパ
ーティションに追加のカスタマイズコンテンツをダウンロードする段階であって、前記キ
ャリアメモリパーティションは、前記モバイルデバイスのオペレーティングシステムがキ
ー又はパスワードのうちの１つに基づいて書き込みアクセスを制限する、前記モバイルデ
バイスの前記メモリの一部を備え、且つ、前記キャリアメモリパーティションは、ブラン
ディング情報を格納するために使用される、段階と、
　前記カスタマイズコンテンツを使用して前記モバイルデバイスのためのカスタマイズプ
ロセスを完了する段階と、を備える
　方法。
【請求項３２】
　前記モバイルデバイスを工場出荷時のデフォルト設定に戻す段階であって、前記カスタ
マイズコンテンツは、前記工場出荷時のデフォルト設定に戻す段階中ずっと、前記モバイ
ルデバイスの前記キャリアメモリパーティションに存続する、段階を更に備える
　請求項３１に記載の方法。
【請求項３３】
　前記カスタマイズプロセスは、前記モバイルデバイス上のプロビジョニングアプリケー
ションによって完了される
　請求項３１または３２に記載の方法。
【請求項３４】
　前記方法の全ては、前記モバイルデバイス上の前記プロビジョニングアプリケーション
によって完了される
　請求項３３に記載の方法。
【請求項３５】
　前記リモートでホスティングされた場所からダウンロードされる前記カスタマイズコン
テンツは、ブランド特有のコンテンツである
　請求項３１から３４の何れか一項に記載の方法。
【請求項３６】
　前記プロビジョニングペイロードにおいて受信される前記コンテンツは、ブランド特有
のコンテンツである
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　請求項３１から３５の何れか一項に記載の方法。
【請求項３７】
　モバイルデバイスをカスタマイズするための方法であって、
　前記モバイルデバイスにおいてプロビジョニングペイロードを受信する段階であって、
前記ペイロードは、第１のファイルロケータ及び第２のファイルロケータを有する、段階
と、
　前記第１のファイルロケータに基づいて、予めロードされたカスタマイズコンテンツに
アクセスする段階であって、前記第１のファイルロケータは、前記モバイルデバイス上の
１又は複数の予めロードされたカスタマイズコンテンツアイテムを指し示す、段階と、
　前記第２のファイルロケータに基づいて、リモートでホスティングされた場所にアクセ
スする段階と、
　前記リモートでホスティングされた場所から前記モバイルデバイスにカスタマイズコン
テンツをダウンロードする段階と、
　前記予めロードされたカスタマイズコンテンツ及び前記ダウンロードされたカスタマイ
ズコンテンツを使用して、前記モバイルデバイスのためのカスタマイズプロセスを完了す
る段階と、を備える
　方法。
【請求項３８】
　前記予めロードされたカスタマイズコンテンツは、最大４つの異なるバージョンのブラ
ンディングコンテンツを有する
　請求項３７に記載の方法。
【請求項３９】
　前記第２のファイルロケータは、第５のバージョンのブランディングコンテンツを指し
示す
　請求項３８に記載の方法。
【請求項４０】
　前記第２のファイルロケータは、企業特有のコンテンツを指し示す
　請求項３７から３９の何れか一項に記載の方法。

【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　モバイルコミュニケーションデバイスは、サービスプロバイダの小売店、家電量販店、
及び／又は一般の小売店において購入できる。新たな携帯電話にサービスを提供するため
に、様々なアクティビティが実行され得る。セルラーネットワークにおいてモバイルコミ
ュニケーションデバイスを使用すべく、携帯電話はまずプロビジョニングされ得る。モバ
イルコミュニケーションデバイス（例えば、携帯電話）をプロビジョニングして無線ネッ
トワークにおいて動作させることは、デバイスに格納されるモバイルコミュニケーション
デバイスの設定及びネットワークにおいて格納される設定を定義及び／又は調整すること
を伴い、それにより、モバイルコミュニケーションデバイスは通信サービスに適切にアク
セスし、及び／又は、１又は複数の所望のアプリケーションを実行し得て、且つ、ネット
ワークは、モバイルコミュニケーションデバイスが、それらのアプリケーションのための
サービスを受信するよう認可されたものと認識し得る。
【０００２】
　例えば、携帯電話は、単なる音声サービス、音声及びデータサービス、特別な企業のデ
ータサービス、インターネットアクセス、電子メール、音声メール、ＧＰ関連サービス、
位置監視等のためにプロビジョニングされ得る。プロビジョニングはまた、好ましいロー
ミングリスト、ユーザゾーンリスト、言語設定、ブラウザ設定、表示設定、オペレーティ
ングシステムのバージョン、セキュリティ設定、アクセス制限、地理設定等を含み得る。
モバイルコミュニケーションデバイス及びセルラーネットワークは共同してこれらのサー
ビスへのアクセスを提供し得る。
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【発明の概要】
【０００３】
　一実施形態において、モバイルデバイスをプロビジョニングするための方法が開示され
る。当該方法は、モバイルデバイスにプロビジョニングペイロードを無線配信する段階で
あって、当該ペイロードは１又は複数のファイルロケータを有し、且つ、モバイルデバイ
スは、モバイルデバイスのシステムメモリパーティションに予めロードされる複数のカス
タマイズコンテンツアイテムを有する、段階と、ファイルロケータに基づいて、予めロー
ドされたカスタマイズコンテンツの少なくとも一部にアクセスする段階と、ファイルロケ
ータによって参照される予めロードされたカスタマイズコンテンツのコピーをモバイルデ
バイスのキャリアメモリパーティションに格納する段階と、キャリアメモリパーティショ
ンに格納されるカスタマイズコンテンツを使用して、モバイルデバイスのためのカスタマ
イズプロセスを完了する段階と、を備える。
【０００４】
　一実施形態において、モバイルデバイスをカスタマイズするための方法が開示される。
当該方法は、モバイルデバイスにおいてプロビジョニングペイロードを無線受信する段階
であって、当該ペイロードは１又は複数のユニフォームリソース識別子のストリングを有
する、段階と、当該ユニフォームリソース識別子のストリングに基づいて、予めロードさ
れたカスタマイズコンテンツにアクセスする段階であって、当該ユニフォームリソース識
別子のストリングは、モバイルデバイスのシステムメモリパーティションに格納される予
めロードされたカスタマイズコンテンツの少なくとも一部を指し示す、段階と、システム
メモリパーティションに格納されるカスタマイズコンテンツを使用して、モバイルデバイ
スのためのカスタマイズプロセスを完了する段階と、を備える。
【０００５】
　一実施形態において、モバイルデバイスをカスタマイズするための方法が開示される。
当該方法は、モバイルデバイスにおいてプロビジョニングペイロードを無線受信する段階
であって、当該ペイロードはカスタマイズコンテンツ及び１又は複数のファイルロケータ
を有する、段階と、ファイルロケータに基づいて追加のカスタマイズコンテンツにアクセ
スする段階と、カスタマイズコンテンツをモバイルデバイス上のシステムメモリパーティ
ションに格納する段階と、カスタマイズコンテンツを使用して、モバイルデバイスのため
のカスタマイズプロセスを完了する段階と、を備える。
【０００６】
　一実施形態において、モバイルデバイスをプロビジョニングするための方法が開示され
る。当該方法は、モバイルデバイスにおいてプロビジョニングペイロードを無線受信する
段階であって、当該ペイロードは１又は複数のファイルロケータを有する、段階と、ファ
イルロケータに基づいて、リモートでホスティングされた場所にアクセスする段階と、リ
モートでホスティングされた場所からモバイルデバイスにカスタマイズコンテンツをダウ
ンロードする段階と、ダウンロードされたカスタマイズコンテンツを使用して、モバイル
デバイスのためのカスタマイズプロセスを完了する段階と、を備える。
【０００７】
　一実施形態において、モバイルデバイスをカスタマイズするための方法が開示される。
当該方法は、モバイルデバイスにおいてプロビジョニングペイロードを無線受信する段階
であって、当該ペイロードはカスタマイズコンテンツ及び１又は複数のユニフォームリソ
ースロケータのストリングを有する、段階と、プロビジョニングペイロードを検査する段
階と、ユニフォームリソースロケータのストリングに基づいて、リモートでホスティング
された場所にアクセスする段階と、リモートでホスティングされた場所からモバイルデバ
イスのキャリアメモリパーティションに追加のカスタマイズコンテンツをダウンロードす
る段階であって、当該キャリアメモリパーティションは、モバイルデバイスのオペレーテ
ィングシステムが、キー又はパスワードのうちの１つに基づいて書き込みアクセスを制限
する、モバイルデバイスのメモリの一部を備え、且つ、ブランディング情報を格納するた
めに使用される、段階と、カスタマイズコンテンツを使用してモバイルデバイスのための
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カスタマイズプロセスを完了する段階と、を備える。
【０００８】
　一実施形態において、モバイルデバイスをカスタマイズするための方法が開示される。
当該方法は、モバイルデバイスにおいてプロビジョニングペイロードを無線受信する段階
であって、当該ペイロードは、第１のファイルロケータ及び第２のファイルロケータを有
する、段階と、第１のファイルロケータに基づいて、予めロードされたカスタマイズコン
テンツにアクセスする段階であって、第１のファイルロケータは、モバイルデバイス上の
１又は複数の予めロードされたカスタマイズコンテンツアイテムを指し示す、段階と、第
２のファイルロケータに基づいて、リモートでホスティングされた場所にアクセスする段
階と、リモートでホスティングされた場所からモバイルデバイスにカスタマイズコンテン
ツをダウンロードする段階と、予めロードされたカスタマイズコンテンツ及びダウンロー
ドされたカスタマイズコンテンツを使用して、モバイルデバイスのためのカスタマイズプ
ロセスを完了する段階と、を備える。
【０００９】
　これらの及び他の複数の特徴は、複数の添付の図面及び特許請求の範囲と併せて考慮さ
れる以下の発明を実施するための形態からより明確に理解されるであろう。
【図面の簡単な説明】
【００１０】
　本開示に対するより完全な理解を期して、ここで複数の添付の図面及び発明を実施する
ための形態と関連して考慮される以下の簡単な説明が参照される。同様の参照番号は同様
の部分を表わす。
【００１１】
【図１】本開示の実施形態に係る通信システムの一例である。
【００１２】
【図２】本開示の実施形態に係る方法を示すフローチャートである。
【００１３】
【図３】本開示の実施形態に係る別の方法を示すフローチャートである。
【００１４】
【図４】本開示の実施形態に係る方法を示すフローチャートである。
【００１５】
【図５】本開示の実施形態に係る別の方法を示すフローチャートである。
【００１６】
【図６】本開示の実施形態に係るモバイルコミュニケーションデバイスの一例である。
【００１７】
【図７】本開示の実施形態に係るモバイルコミュニケーションデバイスのブロック図であ
る。
【００１８】
【図８Ａ】本開示の実施形態に係る、モバイルコミュニケーションデバイスのソフトウェ
アアーキテクチャのブロック図である。
【００１９】
【図８Ｂ】本開示の実施形態に係る、モバイルコミュニケーションデバイスの別のソフト
ウェアアーキテクチャのブロック図である。
【００２０】
【図９】本開示のいくつかの実施形態を実施するのに適した例示的なコンピュータシステ
ムを示す。
【発明を実施するための形態】
【００２１】
　１又は複数の実施形態の複数の例示的な実施が以下に示されるが、開示された複数のシ
ステム及び方法は、現在既知であろうとまだ存在してなかろうと、任意の数の技術を使用
して実施され得るということがまず理解されるべきである。本開示は、以下に示される複
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数の例示的な実施、複数の図面、及び複数の技術に決して限定されるべきではないが、添
付の特許請求の範囲、並びにそれらの均等物の全範囲内において変更され得る。
【００２２】
　本開示の複数の実施形態は、モバイルデバイスのプロビジョニング及び／又はカスタマ
イズのための複数の方法およびシステムに関する。モバイルデバイスがユーザによって購
入された後、カスタム設定及び情報（又はカスタマイズコンテンツ）は、モバイルデバイ
スに配信され、又は、モバイルデバイスにおいてアクセスされ得る。カスタマイズコンテ
ンツは、複数のグラフィック、複数の画像、複数のオーディオファイル、複数のスプラッ
シュ画面、複数の起動画面、複数の背景、及び複数のトーンを含み得る。カスタマイズコ
ンテンツはまた、複数の顧客サービス番号、複数のメッセージングプラットフォーム、複
数のＩＰアドレス及びポート番号、クライアント識別情報、並びに複数の市場カタログも
含み得る。カスタマイズコンテンツは、モバイルデバイスにおいてプロビジョニング及び
／又は起動プロセスを完了するために使用され得る。ここで、カスタマイズコンテンツは
、プロビジョニングプロセス中にインストールされ、ダウンロードされ、及び／又は、別
の方法でアクセスされ得る。いくつかの場合において、プロビジョニング及び／又は起動
プロセスは、プロビジョニングアプリケーション、起動アプリケーション、及び／又はカ
スタマイズクライアントなどのモバイルデバイス上のアプリケーションによって完了され
得る。いくつかの場合において、プロビジョニングプロセスは、プロビジョニングペイロ
ードがモバイルデバイスに配信される場合に開始され得る。プロビジョニングペイロード
は、プロビジョニングプロセスを完了するための複数の命令を備え得る。起動プロセスは
、ユーザの好みを入力する、別のモバイルデバイスから連絡先を移行する、モバイルデバ
イス上にサードパーティの複数のアプリケーションをインストールする、などの様々な起
動段階を実行するようユーザに指示することを備え得る。モバイルデバイスのための基本
的な通信サービスを促進するよう、プロビジョニングが、モバイルデバイス及び無線サー
ビスプロバイダネットワークを設定することに集中すると考えられる場合、起動プロセス
はプロビジョニングの完了後に実行され得る。あるいは、プロビジョニングプロセスは、
起動プロセスの一部として上記で特徴付けられた複数の段階を更に備えると考えられ得る
。
【００２３】
　いくつかの場合において、プロビジョニングペイロードは１又は複数のファイルロケー
タを含み得、カスタマイズコンテンツの少なくとも一部はファイルロケータを参照するこ
とによってアクセスされ得る。ファイルロケータによってカスタマイズコンテンツにアク
セスすることで、プロビジョニングペイロードに含まれるコンテンツ量、したがってプロ
ビジョニングペイロードのサイズは低減され得る。さらに、プロビジョニングペイロード
の転送時間も低減され得る。いくつかの場合において、カスタマイズコンテンツの一部は
、プロビジョニングペイロードにおいてモバイルデバイスに配信され得る。ここで、ペイ
ロードと共に配信される当該一部は、サイズの小さいファイル又はデータを有し得る。
【００２４】
　いくつかの場合において、カスタマイズコンテンツの少なくとも一部は、デバイス上に
予めロードされ得る。プロビジョニングペイロードにおいて配信されるファイルロケータ
は、予めロードされたカスタマイズコンテンツを参照又は特定し得る。いくつかの場合に
おいて、ファイルロケータはユニフォームリソース識別子（つまりＵＲＩ）のストリング
を備え得、プロビジョニングアプリケーションは、当該ＵＲＩストリングに基づいて、予
めロードされたカスタマイズコンテンツにアクセスし得る。いくつかの場合において、Ｕ
ＲＩストリングは予めロードされたカスタマイズコンテンツの一部のみを指し示し得る。
ここで、予めロードされたコンテンツは、複数組のカスタマイズコンテンツを含み得、各
組のカスタマイズコンテンツは、異なる無線サービスブランドに関連付けられ得る。
【００２５】
　いくつかの場合において、ファイルロケータは、ユニフォームリソースロケータ（つま
りＵＲＬ）のストリングを備え得、プロビジョニングアプリケーションは、ＵＲＬストリ
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ングに基づいて、リモートでホスティングされた場所からカスタマイズコンテンツにアク
セスし得る。カスタマイズコンテンツは、リモートでホスティングされた場所からモバイ
ルデバイスにダウンロードされ、次にプロビジョニングプロセスを完了するために使用さ
れ得る。いくつかの場合において、カスタマイズコンテンツの一部は予めロードされたコ
ンテンツから取得され得るか、カスタマイズコンテンツの一部はリモートでホスティング
された場所からダウンロードされ得るか、カスタマイズコンテンツの一部はプロビジョニ
ングペイロードにおいて配信され得るか、又は上記の任意の組み合わせであり得る。
【００２６】
　いくつかの場合において、モバイルデバイスは、複数の異なるブランド下で使用される
べくプロビジョニングされるのに適している。それらの異なるブランドのそれぞれは、異
なるブランドに特有のコンテンツ、及び／又はカスタマイズコンテンツを特徴とし得る。
例えば、各ブランドに関連付けられるブランドコンテンツは、複数組のコンテンツを備え
得、それらのうちの少なくともいくつかはブランドによって異なる。例えば、第１のブラ
ンドは、第１の背景テーマ、第１の電源投入時スプラッシュ画面、プロビジョニングされ
る第１の顧客ケア番号、及びプロビジョニングされる第１の音声メール番号に関連付けら
れ得、一方、第２のブランドは、第２の背景テーマ、第２の電源投入時スプラッシュ画面
、プロビジョニングされる第２の顧客ケア番号、及びプロビジョニングされる第２の音声
メール番号に関連付けられ得る。これは簡単な例である。特定の複数の場合、一組のブラ
ンドコンテンツはより広範ものであり得る。
【００２７】
　さらに、デバイスは、ＵＲＬに基づいて、複数組のカスタマイズコンテンツにアクセス
し得る。当該複数組のコンテンツは複数の異なるブランドに関連付けられる。いくつかの
場合において、モバイルデバイスは、初期のプロビジョニングプロセスが完了した後に、
第２のブランドに関連付けられることが可能であり得る。例えば、ユーザは、同一のデバ
イスを、異なるブランド、キャリア、又はサービスで使用したいと望んでよい。又は、デ
バイスは元に戻されリセットされてよい。この場合、モバイルデバイスは、第２のプロビ
ジョニングプロセスを完了し得、第２のプロビジョニングプロセス中にアクセスされるカ
スタマイズコンテンツは、第１のプロビジョニングプロセス中にアクセスされるコンテン
ツとは異なり（又は異なるブランドに関連付けられ）得る。換言すると、デバイスは、（
複数組のカスタマイズコンテンツへのアクセスなどの）複数のブランディングオプション
を備え得、第１のプロビジョニングプロセスにおいて第１のブランディングオプションが
選択され得、その後、第２のプロビジョニングプロセスにおいて第２のブランディングオ
プションが選択される、等である。
【００２８】
　モバイルコミュニケーションデバイスのブランドを簡単且つ容易に変更する能力は、様
々な望ましい事業目標を推進し得る。例えば、ハンドセットの単一モデルの大量注文は、
ボリュームディスカウントで相手先商標製造会社によって値段がつけられ得、その後に、
それらのモデルは３つ又はそれより多い異なるブランドにブランディングされ得る。それ
らのハンドセットが相手先商標製造会社によってブランディングされていた場合、おそら
く、それらは３つの異なる製品として扱われ、各異なる製品の購入量に基づいて値段がつ
けられ、ボリュームディスカウントの少なくともいくらかを失う可能性があっただろう。
さらに、複数のデバイスは、モバイルデバイスのライフサイクルの様々なステージにおい
て再ブランディングされ得る。例えば、ユーザは、保証期間中に修理される問題があると
して電話を戻し得る。修理センタは、ユーザに異なる物理的なデバイスを発送し、故障し
た電話を修理し得る。故障した電話の修理後、当該電話は異なるブランド－例えば、現在
顧客需要の増加を経験しているブランド－に再ブランディングし、再販売用に流通センタ
に提供され得る。本開示の複数の革新的事項及び方法は、そのようなブランディング、再
ブランディング及びカスタマイズのアクティビティを実行することの容易さ及び機能に寄
与する。
【００２９】
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　モバイルコミュニケーションデバイスは、システムメモリパーティション及びユーザメ
モリパーティションとして確立されるメモリを有し得る。モバイルコミュニケーションデ
バイスのオペレーティングシステムは、システムメモリパーティションへの書き込みアク
セスを制限し得て、複数のリセット動作、例えば工場出荷時のデフォルトへのリセット、
の間に、システムメモリパーティションのコンテンツが消去されることを防ぎ得る。例え
ば、ユーザは、システムメモリパーティションへ書き込むこと、及び／又は、システムメ
モリパーティションへの書き込みを引き起こすことを妨げられ得る。一方、モバイルコミ
ュニケーションデバイスのオペレーティングシステムは、ユーザメモリパーティションへ
の無制限な書き込みアクセスを許可し得る。例えば、モバイルコミュニケーションデバイ
スのユーザは、ユーザインタフェース制御の選択を行使する、例えば、個人連絡先を入力
する、サードパーティのアプリケーションをインストールする、リングトーンをダウンロ
ードする等、によって少なくとも間接的にユーザメモリパーティションの中へ情報を書き
込むことをオペレーティングシステムによって許可され得る。リセットの間、例えば、工
場出荷時のデフォルトへのリセットの間、ユーザメモリパーティション内の情報はオペレ
ーティングシステムによって削除され得る。いくつかのモバイルコミュニケーションデバ
イスによって使用されるＡＮＤＲＯＩＤ（登録商標）オペレーティングシステムは、シス
テムメモリパーティション及びユーザメモリパーティションを確立し得る。
【００３０】
　オペレーティングシステムは、複数の特権ユーザ又は複数の自動化プロセスに対してキ
ャリアメモリパーティションへの書き込みアクセスを更に提供し得る。例えば、キャリア
メモリパーティションのキー又はパスワードを提供する個人、例えば、無線通信サービス
プロバイダに関連付けられる従業員又は契約者は、オペレーティングシステムによってキ
ャリアメモリパーティションへの書き込みを許可され得る。あるいは、モバイルコミュニ
ケーションデバイス上で実行される複数の命令は、複数の命令がキー又はパスワードを提
供することに基づいて、オペレーティングシステムによってキャリアメモリパーティショ
ンへの書き込みのための特権が認められ得る。一実施形態において、キー又はパスワード
はモバイルコミュニケーションデバイスのユーザにとっては利用不可能且つ未知のもので
あり、例えば、キー又はパスワードは無線サービスプロバイダ及び／又はキャリアにとっ
てのみ既知であり得る。一実施形態において、複数の命令は、キャリアメモリパーティシ
ョンに書き込みを行うべく、オペレーティングシステムによって提供されるアプリケーシ
ョンプログラミングインタフェース（ＡＰＩ）を起動し得て、ＡＰＩコールは、キャリア
メモリパーティションに関連付けられるキー又はパスワードを提供することを必要とし得
る。いくつかの文脈において、これは、キャリアメモリパーティションキー又はキャリア
メモリパーティションパスワードと称され得る。キャリアメモリパーティションのキー又
はパスワード、例えばモバイルコミュニケーションデバイスに無線送信されるスクリプト
、を提示するモバイルコミュニケーションデバイス上で実行される自動化された手順又は
機能は、キャリアメモリパーティションへの書き込みを許可され得る。キャリアメモリパ
ーティションはブランディング情報を格納するために使用され得る。キャリアメモリパー
ティションは更に、ブランディング及び／又はカスタマイズコンテンツに無関係の他の情
報を格納するために使用されてもよい。キャリアメモリパーティションについての更なる
詳細については、Ｂｒａｎｄｏｎ　Ｃ．　Ａｎｎａｎらによる、「Ｓｙｓｔｅｍ　ａｎｄ
　Ｍｅｔｈｏｄ　ｏｆ　Ｓｔｏｒｉｎｇ　Ｓｅｒｖｉｃｅ　Ｂｒａｎｄ　Ｐａｃｋａｇｅ
ｓ　Ｏｎ　ａ　Ｍｏｂｉｌｅ　Ｄｅｖｉｃｅ」という発明の名称の、２０１３年２月８日
出願の米国特許出願第１３／７６３，４２８号を参照されたい。当該特許出願は、これに
より、その全体が参照として組み込まれる。
【００３１】
　ここで図１を参照すると、通信システム１００が記載される。一実施形態において、通
信システム１００は、セルラー無線トランシーバ１２０、複数の通信アプリケーション１
０８、及びオプションのユーザインタフェース１１８を有するモバイルデバイス１０２を
備える。モバイルデバイス１０２は、様々な通信交換に関わり得る。モバイルデバイス１
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０２は、携帯電話、パーソナルデジタルアシスタント（ＰＤＡ）、メディアプレーヤ、ラ
ップトップコンピュータ、タブレットコンピュータ、及びマクロなセルラー無線トランシ
ーバを含む他の電子デバイスなどの様々なデバイスを有し得る。
【００３２】
　一実施形態において、システム１００はネットワーク１３１を備える。ネットワーク１
３１は、プライベートネットワーク、パブリックネットワーク、又はそれらの組み合わせ
であり得る。ネットワーク１３１は音声通信及びデータ通信を促進し得る。ネットワーク
１３１の複数部分は、ＩＰマルチメディアサブシステム（ＩＭＳ）ネットワークを提供し
得る。モバイルデバイス１０２は、様々な通信経路によってネットワーク１３１に連結さ
れ得る。モバイルデバイス１０２は、限定はされないが、符号分割多重アクセス（ＣＤＭ
Ａ）、ロングタームエボリューション（ＬＴＥ）、マイクロ波アクセスのための世界的な
相互運用性（ＷｉＭＡＸ）、汎ヨーロッパデジタル移動通信システム（ＧＳＭ（登録商標
））、又は他の無線通信プロトコルを含む様々な無線通信プロトコルのうちのいずれかに
従う無線リンクを介して基地局（ＢＴＳ）１３２と通信し得る。いくつかの実施形態にお
いて、モバイルデバイス１０２は、モバイルデバイス１０２のセルラー無線トランシーバ
１２０を介して基地局（ＢＴＳ）１３２と通信し得る。モバイルデバイス１０２と基地局
１３２との間の無線リンクは、モバイルデバイス１０２をネットワーク１３１に連結し得
る。さらに、基地局１３２はまた、セルタワーとして知られている場合もある。いくつか
の実施形態において、ネットワーク１３１は、モバイルデバイス１０２とネットワークサ
ーバ１３４との間に通信を提供し得る。ネットワークサーバ１３４はまた、ネットワーク
データベース１３６と通信し得る。
【００３３】
　システム１００は、任意の数のモバイルデバイス１０２、及び任意の数の基地局１３２
を備え得ることが理解される。基地局１３２の集合体は、これらの基地局１３２がモバイ
ルデバイス１０２に無線通信リンクを提供してネットワーク１３１へのアクセスを提供し
得るという点で、無線アクセスネットワークを含むと言うことができる。当該無線アクセ
スネットワークは、様々な方法で抽象化され得、且つ、基地局１３２に加え、複数のホー
ムロケーションレジスタ（ＨＬＲ）又は複数のホームロケーションレジスタの機能を実装
する複数のサーバ、複数のビジタロケーションレジスタ（ＶＬＲ）又は複数のビジタロケ
ーションレジスタの機能を実装する複数のサーバなどの複数のサーバ及びデータストア、
基地局制御装置（ＢＳＣ）、移動交換局（ＭＳＣ）、及び、特にモバイルデバイス１０２
への無線アクセス及び接続性を提供することに関連付けられる他の複数のネットワークノ
ードを含み得る。
【００３４】
　複数の通信アプリケーション１０８は、音声通信アプリケーション、データ通信アプリ
ケーション、ウェブブラウザアプリケーション、電子メールアプリケーション、ショート
メッセージシステム（ＳＭＳ）又はテキストメッセージアプリケーション（ｔｅｘｔｉｎ
ｇ　ａｐｐｌｉｃａｔｉｏｎ）、マルチメディアメッセージシステム（ＭＭＳ）アプリケ
ーション、及び他の複数の通信アプリケーションを含み得る。複数の通信アプリケーショ
ン１０８は、モバイルコミュニケーションデバイス１０２を組み立てる相手先商標製造会
社（ＯＥＭ）によって配信される複数の標準的な通信アプリケーションであり得る。複数
の通信アプリケーション１０８は、モバイルコミュニケーションデバイス１０２のトラス
テッドメモリエリアに、ファームウェア又はソフトウェアとして格納され得る。複数の通
信アプリケーション１０８は、複数の他のアプリケーションにとってアクセス可能な複数
のアプリケーションプログラミングインタフェース（ＡＰＩ）を公開して、複数の他のア
プリケーションに無線通信機能を提供し得る。
【００３５】
　複数の通信アプリケーション１０８は、様々なアプリケーションのうちのいずれかであ
り得る。複数の通信アプリケーション１０８のうちの１つは、複数のダイアルされた数字
を受信し、且つ、音声通話―例えば、ＩＰを利用した音声（ＶｏＩＰ）通話―を呼び出さ
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れた電話に対して発しようと試みる電話アプリケーションであり得る。複数の通信アプリ
ケーション１０８のうちの１つは、例えば、ユニバーサルリファレンスロケータ（ＵＲＬ
）を埋め込むハイパーテキスト転送プロトコル（ＨＴＴＰ）メッセージを送信することに
よって、ネットワーク１３１からコンテンツを要求するウェブブラウザアプリケーション
であり得る。複数の通信アプリケーション１０８のうちの１つは、ネットワーク１３１か
らメディアのストリーミング又はダウンロードを要求するメディアプレーヤであり得る。
複数の通信アプリケーション１０８のうちの多数は、ＩＭＳネットワークによって提供さ
れる通信サービスに頼って、モバイルデバイス１０２のエンドユーザにそれらの機能を配
信し得る。複数の通信アプリケーション１０８のうちの１つは、モバイル取引インタフェ
ースを含み得る。ユーザは当該アプリケーションを使用して購入を完了し得、クレジット
カード情報などのセキュアな情報は、当該アプリケーションを通して通信され得る。いく
つかの実施形態において、複数の通信アプリケーション１０８は、モバイルデバイス１０
２のメモリのシステムメモリパーティション１０４に格納され得る。
【００３６】
　モバイルデバイス１０２のユーザインタフェース１１８は、いくつかの実施形態におい
て、ディスプレイ、入力システム、スピーカシステム、及び／又はマイクを含み得る。い
くつかの実施形態において、ディスプレイはスクリーンを含み得、入力システムは、例え
ば、キーパッド及び／又はタッチスクリーンを含み得る。スピーカシステムは、モバイル
デバイス１０２のユーザに（メディア、メッセージ、リングトーン、又は電話のオーディ
オなどの）オーディオを通信し得る。マイクは、ユーザから音声及び／又はオーディオを
受信し、及び／又は、ユーザにオーディオを通信し得る。一実施形態において、ユーザは
ユーザインタフェース１１８を使用してモバイルデバイス１０２と通信し、例えば、複数
の通信アプリケーション１０８のうちの１又は複数のものの実行を開始し得る。さらに、
ユーザは、例えば、電話、テキストメッセージ、メッセージ、電子メール、連絡先情報、
発信者番号、通話履歴、インターネットアクセス等の通信を、ユーザインタフェース１１
８を介してモバイルデバイス１０２から受信し得る。ユーザは、例えば、音楽、映画、シ
ョー、ビデオ、写真、ゲーム等のメディアを見る及び／又は聴くためのユーザインタフェ
ース１１８をさらに使用し得る。
【００３７】
　いくつかの実施形態において、モバイルデバイス１０２は、１又は複数のパーティショ
ンに分割されたメモリシステムを含み得る。当該複数のパーティションは、システムメモ
リパーティション１０４、キャリアメモリパーティション１０６、及びユーザメモリパー
ティション１０５を含み得る。いくつかの実施形態において、コンテンツは、１又は複数
のパーティションにおいて格納及び／又は実行され得る。いくつかの実施形態において、
モバイルデバイス１０２のメモリにおいて格納されるコンテンツは、デバイスの製造者に
関連付けられ得るか、又はデバイス上に予めロードされたコンテンツであり得る。いくつ
かの実施形態において、「予めロードされた」という用語は、デバイス１０２がユーザに
よって起動される前にデバイス１０２にロードされるコンテンツを説明し得る。いくつか
の実施形態において、複数の通信アプリケーション１０８は、システムメモリパーティシ
ョン１０４に格納され得る。さらに、カスタマイズクライアント１１４（又はプロビジョ
ニングアプリケーション）は、システムメモリパーティション１０４において格納及び／
又は実行され得る。カスタマイズクライアント１１４は、モバイルデバイス１０２のため
のカスタマイズ又はプロビジョニングプロセスを完了すべく動作可能であり得る。いくつ
かの実施形態において、複数の記憶場所のうちの１又は複数は、不揮発性又は永続的なメ
モリを含み得る。
【００３８】
　いくつかの実施形態において、予めロードされたコンテンツ１１２はモバイルデバイス
１０２にダウンロードされ得る。当該予めロードされたコンテンツ１１２は、プロビジョ
ニングコンテンツ又はカスタマイズコンテンツを含み得る。いくつかの実施形態において
、予めロードされたコンテンツ１１２は、モバイルデバイス１０２のシステムメモリパー
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ティション１０４にダウンロード（又は格納）され得る。いくつかの実施形態において、
予めロードされたコンテンツ１１２は、モバイルデバイス１０２（又は、モバイルデバイ
ス１０２上のアプリケーション）によって使用されて、プロビジョニングプロセス又はカ
スタマイズプロセスを完了し得る。いくつかの実施形態において、予めロードされたコン
テンツ１１２は、少なくとも３組のカスタマイズコンテンツを有し得る。各組のカスタマ
イズコンテンツは、異なる無線サービスブランドに関連付けられる。例えば、各組の予め
ロードされたコンテンツ１１２は、スプリント（Ｓｐｒｉｎｔ）サービスブランド、ブー
ストモバイル（Ｂｏｏｓｔ　Ｍｏｂｉｌｅ）サービスブランド、及び／又はバージンモバ
イル（Ｖｉｒｇｉｎ　Ｍｏｂｉｌｅ）サービスブランドなどの特定の無線サービスブラン
ドに対するブランディング及びカスタマイズの情報、並びに設定を含み得る。いくつかの
実施形態において、予めロードされたコンテンツ１１２は、一般的又は大量販売のブラン
ディング及びカスタマイズの情報を含む少なくとも一組の予めロードされたコンテンツ１
１２を含み得る。いくつかの実施形態において、モバイルデバイス１０２がモバイル仮想
ネットワークオペレータ（ＭＶＮＯ）によってブランディングされる場合、一般的な一組
の予めロードされたコンテンツ１１２が使用され得る。いくつかの実施形態において、予
めロードされたコンテンツ１１２は、複数のグラフィック、複数の画像、複数のオーディ
オファイル、複数のスプラッシュ画面、起動画面、複数の背景、及び複数のトーンのうち
の１又は複数を含み得る。
【００３９】
　いくつかの実施形態において、プロビジョニングペイロード１１３は、デバイスの初期
のセットアップ中、又は、デバイス１０２がリセットされるか、若しくは工場出荷時設定
に戻される場合などの後のセットアップ手順中に、デバイス１０２に配信され得る。プロ
ビジョニングペイロード１１３は、プロビジョニングプロセスを完了するための情報及び
／又は複数の命令を含み得る。いくつかの実施形態において、プロビジョニングペイロー
ド１１３は、ＯＭＡ　ＤＭ（オープンモバイルアライアンスデバイス管理）のプロトコル
又はフレームワークに従い、配信され得る。換言すると、プロビジョニングペイロード１
１３はＯＭＡ　ＤＭペイロードとして配信され得る。いくつかの実施形態において、プロ
ビジョニングペイロード１１３は、モバイルデバイス１０２のキャリアメモリパーティシ
ョン１０６に格納され得る。いくつかの実施形態において、プロビジョニングペイロード
の少なくとも一部は、モバイルデバイス上のＳＩＭ（加入者識別モジュール）カード又は
ＳＤ（セキュアデジタル）カードに格納され得る。ＳＩＭカード又はＳＤカードはモバイ
ルデバイスにリムーバブルメモリを提供し得る。
【００４０】
　プロビジョニングペイロード１１３はカスタマイズクライアント１１４と通信し得る。
カスタマイズクライアント１１４は、プロビジョニングペイロード１１３のデータを使用
して、プロビジョニングプロセスを完了し得る。いくつかの実施形態において、プロビジ
ョニングペイロード１１３は、複数の予めロードされたコンテンツアイテム１１２のうち
の１又は複数を指し示す１又は複数のファイルロケータを含み得る。いくつかの実施形態
において、カスタマイズクライアント１１４は、ファイルロケータに基づいて、予めロー
ドされたコンテンツ１１２の一部にアクセスし得る。いくつかの実施形態において、ファ
イルロケータはユニフォームリソース識別子（つまりＵＲＩ）のストリングを含み得る。
いくつかの実施形態において、ファイルロケータは、複数の無線サービスブランドのうち
の１つのみを指し示し得る。各組の予めロードされたコンテンツ１１２は、異なる無線サ
ービスブランドに関連付けられ得る。
【００４１】
　いくつかの実施形態において、カスタマイズコンテンツを、キャリアメモリパーティシ
ョン１０６及び／又はユーザメモリパーティション１０５などの、システムメモリパーテ
ィション１０４の外部において格納するのが望ましい場合がある。いくつかの実施形態に
おいて、予めロードされたコンテンツ１１２のコピーは、システムメモリパーティション
１０４からキャリアメモリパーティション１０６にダウンロードされ得る。当該コンテン
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ツはカスタマイズコンテンツ１１０として格納され得る。いくつかの実施形態において、
キャリアメモリパーティション１０６に格納されるカスタマイズコンテンツ１１０は、モ
バイルデバイス１０２が工場出荷時設定に戻される場合、存続しうる。いくつかの実施形
態において、カスタマイズコンテンツ１１０は、モバイルデバイス上のＳＩＭカード又は
ＳＤカードに格納され得る。いくつかの実施形態において、プロビジョニングプロセスが
完了した後、デバイス１０２上に未使用の予めロードされたコンテンツ１１２がある場合
、未使用のコンテンツのいくつか又は全てはデバイス１０２から取り除かれ得る。他の実
施形態において、予めロードされたコンテンツ１１２は、それがカスタマイズクライアン
ト１１４によってアクセスされようがされまいが、システムメモリパーティション１０４
において存続し得る。
【００４２】
　いくつかの実施形態において、プロビジョニングペイロード１１３はカスタマイズコン
テンツを含み得る。当該カスタマイズコンテンツは、プロビジョニングペイロード１１３
と共に無線又は有線で配信される。いくつかの実施形態において、プロビジョニングペイ
ロード１１３において配信されるコンテンツは、キャリアメモリパーティション１０６に
カスタマイズコンテンツ１１０として格納され得る。複数の他の実施形態において、プロ
ビジョニングペイロードと共に配信されるカスタマイズコンテンツは、モバイルデバイス
上のＳＩＭカード又はＳＤカードに格納され得る。いくつかの実施形態において、キャリ
アメモリパーティション１０６に格納されるカスタマイズコンテンツ１１０は、モバイル
デバイス１０２が工場出荷時設定に戻される場合、存続し得る。いくつかの実施形態にお
いて、プロビジョニングペイロード１１３において配信されるカスタマイズコンテンツは
、プロビジョニングプロセスを完了するために必要な全コンテンツの一部のみを含み得る
。例えば、プロビジョニングペイロード１１３は、カスタマイズコンテンツ１１０の、よ
り小さいサイズ（例えば、およそ２５６バイト又はそれより小さいサイズ）の複数のファ
イルのみを含み得、プロビジョニングペイロード１１３は、デバイス１０２上の予めロー
ドされたコンテンツ１１２であり得る、残っているカスタマイズコンテンツ１１０のため
のファイルロケータもまた含み得る。いくつかの実施形態において、プロビジョニングペ
イロード１１３と共に配信されるカスタマイズコンテンツ１１０は、顧客サービス番号、
メッセージングプラットフォーム、ＩＰアドレス及びポート番号、クライアント識別情報
、並びに複数の市場カタログのうちの１又は複数を含み得る。
【００４３】
　いくつかの実施形態において、プロビジョニングペイロード１１３は１又は複数のファ
イルロケータを含み得る。少なくとも１つのファイルロケータは、ユニフォームリソース
ロケータ（つまりＵＲＬ）のストリングであり得る。いくつかの実施形態において、ＵＲ
Ｌストリングはリモートでホスティングされた場所１４０を指し示し得る。モバイルデバ
イス１０２は無線で（又はネットワーク１３１を介して）リモートでホスティングされた
場所１４０にアクセスし得る。カスタマイズクライアント１１４によるプロビジョニング
プロセスの実行中、デバイス１０２は、ファイルロケータ（又はＵＲＬストリング）に基
づいて、リモートでホスティングされた場所１４０にアクセスし得る。いくつかの実施形
態において、リモートでホスティングされた場所１４０は、ネットワーク１３１を介して
デバイス１０２にダウンロードされ得るカスタマイズコンテンツ１１０を提供し得る。い
くつかの実施形態において、カスタマイズコンテンツ１１０のダウンロードは、漸次に完
了し得る。ダウンロードされるべきコンテンツは優先順位がつけられ、優先順位に従って
ダウンロードされ得る。複数の他の実施形態において、カスタマイズコンテンツ１１０は
全てが一度に、又は、一回のトランザクションで、ダウンロードされ得る。いくつかの実
施形態において、リモートでホスティングされた場所１４０は、（デバイス１０２のサー
ビスプロバイダ及び／又は製造者とは別個の）サードパーティによって提供又はホスティ
ングされ得る。当該サードパーティに特有のブランディングコンテンツ又はカスタマイズ
コンテンツは、ダウンロードされたカスタマイズコンテンツ１１０において提供され得る
。
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【００４４】
　いくつかの実施形態において、プロビジョニングペイロード１１３は一時的なカスタマ
イズコンテンツを含み得る。いくつかの実施形態において、一時的なカスタマイズコンテ
ンツは、１又は複数のプレースホルダを含み得る。プレースホルダは、（上述されたよう
に）ファイルロケータによって指し示されるカスタマイズコンテンツ１１０によるプロビ
ジョニングプロセス中に置き換えられ得る。ファイルロケータは、予めロードされたコン
テンツ１１２を指し示すＵＲＩストリングであり得るか、ファイルロケータは、リモート
でホスティングされた場所１４０を指し示すＵＲＬストリングであり得るか、又は、ＵＲ
Ｉストリング及びＵＲＬストリングの組み合わせは、カスタマイズコンテンツ１１０を取
得するために使用され得る。
【００４５】
　いくつかの実施形態において、リモートでホスティングされた場所１４０からのカスタ
マイズコンテンツ１１０のダウンロードは、漸次に完了し得る。例えば、デバイス１０２
にダウンロードされるべきコンテンツは、プロビジョニングプロセスを完了するための重
要度によって優先順位がつけられ得、コンテンツが全て同時にダウンロードされ得ない場
合、コンテンツは優先順位に従ってダウンロードされ得る。例えば、ダウンロードが開始
されるとき、デバイス１０２は、ネットワーク１３１への弱い接続又はローミング接続を
有し得、このことは、完全なコンテンツのダウンロードを妨げ得る。いくつかの実施形態
において、デバイス１０２へのコンテンツのダウンロードは、部分的に完了し、その後、
完了前にデバイスがネットワーク１３１とより良好な接続を有するまで、延期され得る。
複数の他の実施形態において、カスタマイズコンテンツ１１０のダウンロードは、より良
好な接続が取得されるまで先送りされ得る。いくつかの実施形態において、プレースホル
ダコンテンツは、ダウンロードが完了する前にデバイス１０２上で使用され得る。プレー
スホルダコンテンツは、デバイス上に既にロードされ得るか、プロビジョニングペイロー
ド１１３において配信され得るか、又はデバイス１０２にダウンロードされ得る。いくつ
かの実施形態において、ユーザは、リモートでホスティングされた場所１４０からプロビ
ジョニングペイロード１１３及び／又はカスタマイズコンテンツ１１０をダウンロードす
るために使用されたデータに対して請求又は課金され得る。
【００４６】
　いくつかの実施形態において、プロビジョニングプロセスを完了するために使用される
カスタマイズコンテンツ１１０の全ては、予めロードされたコンテンツ１１２によって提
供され得る。複数の他の実施形態において、プロビジョニングプロセスを完了するために
使用されるカスタマイズコンテンツ１１０の全ては、リモートでホスティングされた場所
１４０からダウンロードされ得る。複数の他の実施形態において、プロビジョニングプロ
セスを完了するために使用されるカスタマイズコンテンツ１１０の一部は、リモートでホ
スティングされた場所１４０からダウンロードされ得、当該カスタマイズコンテンツの別
の部分は、プロビジョニングペイロード１１３と共にデバイス１０２に配信され得る。複
数の他の実施形態において、プロビジョニングプロセスを完了するために使用されるカス
タマイズコンテンツ１１０の一部は、予めロードされたコンテンツ１１２によって提供さ
れ得、当該カスタマイズコンテンツの別の部分は、プロビジョニングペイロード１１３と
共にデバイス１０２に配信され得る。さらに他の複数の実施形態において、プロビジョニ
ングプロセスを完了するために使用されるカスタマイズコンテンツの一部は、リモートで
ホスティングされた場所１４０からダウンロードされ得、当該カスタマイズコンテンツの
別の部分は、予めロードされたコンテンツ１１２から提供され得る。
【００４７】
　いくつかの実施形態においては、上述されたように複数のソースからカスタマイズコン
テンツ１１０にアクセスすることが有用である場合がある。例えば、カスタマイズコンテ
ンツ１１０の一部は、リモートでホスティングされたサイト１４０によって配信され、且
つ保持され得、一方で、カスタマイズコンテンツ１１０の別の部分は、例えば、プロビジ
ョニングペイロード１１３、又はデバイス１０２上に予めロードすることを通して、電話
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のサービス提供者によって配信され、且つ保持され得る。次に、リモートでホスティング
された場所１４０からアクセスされるカスタマイズコンテンツ１１０があらゆるアップデ
ート又は変更を要求する場合、このことは、デバイス１０２のサービス提供者からアクセ
スされるどのコンテンツにも影響を及ぼさないであろう。なぜなら、それらの変更及びア
ップデートは、おそらく、リモートでホスティングされたサイト１４０上で行われること
だからである。同様に、デバイス１０２上か、又は（デバイス１０２のサービス提供者に
よる）プロビジョニングペイロード１１３を通して保持されるコンテンツ１１０があらゆ
るアップデート又は変更を要求する場合、リモートにアクセスされたコンテンツ、及びそ
のコンテンツの保持は影響を受けないであろう。
【００４８】
　ここで図２を参照すると、モバイルデバイスをプロビジョニングするための方法２００
が記載される。方法２００は、ブロック２０２において、モバイルデバイスのシステムメ
モリパーティションに複数のカスタマイズコンテンツアイテムを予めロードする段階を備
える。いくつかの実施形態において、予めロードされたカスタマイズコンテンツは、複数
のグラフィック、複数の画像、複数のオーディオファイル、複数のスプラッシュ画面、起
動画面、複数の背景、及び複数のトーンのうちの１又は複数を有し得る。ブロック２０４
において、方法２００は、モバイルデバイスにプロビジョニングペイロードを無線配信す
る段階を備える。当該ペイロードは１又は複数のファイルロケータを有し得る。いくつか
の実施形態において、ファイルロケータは、ユニフォームリソース識別子（ＵＲＩ）のス
トリングを含み得る。ブロック２０６において、方法２００は、ファイルロケータに基づ
いて、予めロードされたカスタマイズコンテンツの少なくとも一部にアクセスする段階を
備える。
【００４９】
　ブロック２０８において、方法２００は、ファイルロケータによって参照される予めロ
ードされたカスタマイズコンテンツのコピーを、モバイルデバイスのキャリアメモリパー
ティションに格納する段階を備える。ブロック２１０において、方法２００は、キャリア
メモリパーティションに格納されたカスタマイズコンテンツを使用して、モバイルデバイ
スのためのカスタマイズプロセスを完了する段階を備える。いくつかの実施形態において
、ファイルロケータに従う段階、コンテンツのコピーを格納する段階、及びカスタマイズ
プロセスを完了する段階は、モバイルデバイスのカスタマイズクライアントによって完了
され得る。いくつかの実施形態において、当該予めロードされたカスタマイズコンテンツ
は少なくとも３組のカスタマイズコンテンツを有する。各組のカスタマイズコンテンツは
異なる無線サービスブランドに関連付けられ、ファイルロケータは、それらの組のカスタ
マイズコンテンツのうちの１組のみ、例えば、複数の無線サービスブランドのうちの１つ
のみに関連付けられるカスタマイズコンテンツ、を指し示す。いくつかの実施形態におい
て、方法２００は、ブロック２１２において、システムメモリパーティションから未使用
の予めロードされたカスタマイズコンテンツを取り除く段階を任意に備え得る。
【００５０】
　いくつかの実施形態において、カスタマイズコンテンツの全体のうちの一部は、プロビ
ジョニングペイロードにおいて配信され得る。プロビジョニングペイロードにおいて配信
される当該カスタマイズコンテンツの一部は、顧客サービス番号、メッセージングプラッ
トフォーム、ＩＰアドレス及びポート番号、クライアント識別情報、並びに複数の市場カ
タログのうちの１又は複数を有し得る。複数の他の実施形態において、カスタマイズコン
テンツの全体はモバイルデバイスに予めロードされ、ファイルロケータによって参照され
得る。いくつかの実施形態において、プロビジョニングペイロードのサイズは低減され得
る。なぜなら、カスタマイズコンテンツの少なくともいくつかは、モバイルデバイス上に
予めロードされるからである。
【００５１】
　ここで図３を参照すると、モバイルデバイスをカスタマイズするための方法３００が記
載される。方法３００は、ブロック３０２において、モバイルデバイスにおいてプロビジ
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ョニングペイロードを無線受信する段階を備える。当該ペイロードは１又は複数のファイ
ルロケータを有する。いくつかの実施形態において、ファイルロケータはユニフォームリ
ソース識別子（ＵＲＩ）のストリングを有し得る。ブロック３０４において、方法３００
は、ファイルロケータ（又はＵＲＩストリング）に基づいて、予めロードされたカスタマ
イズコンテンツにアクセスする段階を備え得る。ファイルロケータは、モバイルデバイス
のシステムメモリパーティションに格納される予めロードされたカスタマイズコンテンツ
の少なくとも一部を指し示す。ブロック３０６において、方法３００は、モバイルデバイ
スのシステムメモリパーティションからの予めロードされたカスタマイズコンテンツのコ
ピーを、モバイルデバイスのキャリアメモリパーティションに格納する段階を任意に備え
得る。
【００５２】
　ブロック３０８において、方法３００は、システムメモリパーティションに格納される
カスタマイズコンテンツを使用して、モバイルデバイスのカスタマイズプロセスを完了す
る段階を備え得る。いくつかの実施形態において、方法３００は、ブロック３１０におい
て、モバイルデバイスを工場出荷時のデフォルト設定に戻す段階を任意に備え得る。工場
出荷時のデフォルト設定に戻す段階中ずっと、当該カスタマイズコンテンツはモバイルデ
バイスのキャリアメモリパーティションに存続する。いくつかの実施形態において、カス
タマイズコンテンツの全体のうちの一部は、プロビジョニングペイロードにおいて配信さ
れ得る。いくつかの実施形態において、カスタマイズプロセスは、モバイルデバイス上の
プロビジョニングアプリケーションによって完了させられる。いくつかの実施形態におい
て、ファイルロケータは、ユニフォームリソース識別子（ＵＲＩ）のストリング、又はユ
ニフォームリソースロケータ（ＵＲＬ）のストリングのうちの１つを有し得る。いくつか
の実施形態において、カスタマイズコンテンツはブランド又は企業特有のものであり得る
。
【００５３】
　ここで図４を参照すると、モバイルデバイスをプロビジョニングするための方法４００
が記載される。方法４００は、ブロック４０２において、モバイルデバイスにおいてプロ
ビジョニングペイロードを無線受信する段階を備える。当該ペイロードは１又は複数のフ
ァイルロケータ、及び任意でカスタマイズコンテンツを有する。いくつかの実施形態にお
いて、ファイルロケータは、ユニフォームリソースロケータ（つまりＵＲＬ）のストリン
グを含み得る。ブロック４０４において、方法４００は、プロビジョニングペイロードを
検査する段階を任意に備える。ブロック４０６において、方法４００は、ファイルロケー
タに基づいて、リモートでホスティングされた場所にアクセスする段階を備える。ブロッ
ク４０８において、方法４００は、リモートでホスティングされた場所からモバイルデバ
イスにカスタマイズコンテンツをダウンロードする段階を備える。いくつかの実施形態に
おいて、当該ダウンロードする段階は、ハイパーテキスト転送プロトコル（ＨＴＴＰ）要
求に基づいて完了され得る。いくつかの実施形態において、当該ダウンロードする段階は
、漸次に完了し得、カスタマイズコンテンツは、優先順位がつけられ、優先順位に従って
ダウンロードされる。いくつかの実施形態において、当該ダウンロードする段階は、モバ
イルデバイスがローミング接続によってネットワークに接続される場合（又は、モバイル
デバイスがローミング接続下にある場合）、部分的にしか完了し得ない。いくつかの実施
形態において、モバイルデバイスのユーザは、カスタマイズコンテンツのダウンロードの
ために発生するデータ利用に対して課金され得ない。
【００５４】
　いくつかの実施形態において、ダウンロードされたカスタマイズコンテンツは、複数の
グラフィック、複数の画像、複数のオーディオファイル、複数のスプラッシュ画面、起動
画面、複数の背景、及び複数のトーンを有し得る。いくつかの実施形態において、カスタ
マイズコンテンツの全体は、リモートでホスティングされた場所からダウンロードされ得
る。複数の他の実施形態において、カスタマイズコンテンツの一部はプロビジョニングペ
イロードにおいて配信され得、プロビジョニングペイロードにおいて配信される当該カス
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タマイズコンテンツの一部は、顧客サービス番号、メッセージングプラットフォーム、Ｉ
Ｐアドレス及びポート番号、クライアント識別情報、並びに複数の市場カタログのうちの
１又は複数を有し得る。ブロック４１０において、方法４００は、カスタマイズコンテン
ツを使用して、モバイルデバイスのためのカスタマイズプロセスを完了する段階を備える
。いくつかの実施形態において、方法４００は、ブロック４１２において、モバイルデバ
イスを工場出荷時のデフォルト設定に戻す段階を任意に備え得る。工場出荷時のデフォル
ト設定に戻す段階中ずっと、カスタマイズコンテンツは、モバイルデバイスのキャリアメ
モリパーティションに存続する。いくつかの実施形態において、当該方法の複数の段階の
うちの１又は複数は、モバイルデバイス上のカスタマイズクライアント又はプロビジョニ
ングアプリケーションによって完了され得る。いくつかの実施形態において、リモートで
ホスティングされた場所からダウンロードされる、及び／又は、プロビジョニングペイロ
ードにおいて受信されるカスタマイズコンテンツは、ブランド及び／又は企業特有のコン
テンツであり得る。
【００５５】
　ここで図５を参照すると、モバイルデバイスをカスタマイズするための方法５００が記
載される。方法５００は、ブロック５０２において、モバイルデバイスにおいてプロビジ
ョニングペイロードを無線受信する段階を備える。当該ペイロードは２又はそれより多く
のファイルロケータを有する。ブロック５０４において、方法５００は、第１のファイル
ロケータに基づいて、予めロードされたカスタマイズコンテンツにアクセスする段階を備
え得る。第１のファイルロケータは、モバイルデバイス上の１又は複数の予めロードされ
たカスタマイズコンテンツアイテムを指し示す。いくつかの実施形態において、予めロー
ドされたカスタマイズコンテンツは、最大４つの異なるバージョンのブランディングコン
テンツを有する。ブロック５０６において、方法５００は、第２のファイルロケータに基
づいて、リモートでホスティングされた場所にアクセスする段階を備え得る。ブロック５
０８において、方法５００は、リモートでホスティングされた場所からモバイルデバイス
にカスタマイズコンテンツをダウンロードする段階を備え得る。いくつかの実施形態にお
いて、第２のファイルロケータは、第５のバージョンのブランディングコンテンツを指し
示し得る。いくつかの実施形態において、第２のファイルロケータは、企業特有のコンテ
ンツを指し示し得る。ブロック５１０において、方法５００は、予めロードされたカスタ
マイズコンテンツ及びダウンロードされたカスタマイズコンテンツを使用して、モバイル
デバイスのためのカスタマイズプロセスを完了する段階を備え得る。
【００５６】
　図６はモバイルデバイス６００を描写する。モバイルデバイス６００は、本開示の複数
の態様を実施すべく動作可能であるが、本開示はこれらの実施に限定されるべきではない
。携帯電話として示されてはいるが、モバイルデバイス６００は、無線ハンドセット、ペ
ージャ、パーソナルデジタルアシスタント（ＰＤＡ）、ゲーム機、又はメディアプレーヤ
を含む様々な形態をとり得る。モバイルデバイス６００は、ディスプレイ６０２と、ユー
ザによる入力のためのタッチセンサ面及び／又は複数のキー６０４を含む。モバイルデバ
イス６００は、ユーザが選択するための複数のオプション、ユーザが作動させるための複
数の制御、及び／又はユーザが指示するための複数のカーソル若しくは他の複数のインジ
ケータを提示し得る。モバイルデバイス６００は、ダイアルする複数の番号か、又はハン
ドセットの動作を設定するための様々なパラメータ値を含む、ユーザからのデータ入力を
更に受け入れ得る。モバイルデバイス６００は、複数のユーザ命令に応答して、１又は複
数のソフトウェア又はファームウェアのアプリケーションを更に実行し得る。これらのア
プリケーションは、ユーザインタラクションに応答して様々なカスタマイズされた機能を
実行するようモバイルデバイス６００を設定し得る。さらに、モバイルデバイス６００は
、例えば、無線基地局、無線アクセスポイント、又はピアモバイルデバイス６００から、
無線でプログラム及び／又は設定され得る。モバイルデバイス６００は、ディスプレイ６
０２がウェブページを表示できるようにするウェブブラウザアプリケーションを実行し得
る。ウェブページは、基地局、無線ネットワークアクセスノード、ピアモバイルデバイス
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６００、又は、任意の他の無線通信のネットワーク若しくはシステムとの無線通信によっ
て取得され得る。
【００５７】
　図７は、モバイルデバイス６００のブロック図を示す。ハンドセットの様々な既知のコ
ンポーネントが描写される一方で、一実施形態においては、列挙された複数のコンポーネ
ントのサブセット、及び／又は列挙されていない追加的な複数のコンポーネントがモバイ
ルデバイス６００に含まれ得る。モバイルデバイス６００は、デジタル信号プロセッサ（
ＤＳＰ）７０２及びメモリ７０４を含む。示されるように、モバイルデバイス６００は、
アンテナ及びフロントエンドユニット７０６、無線周波（ＲＦ）トランシーバ７０８、ベ
ースバンド処理ユニット７１０、マイク７１２、イヤホンスピーカ７１４、ヘッドセット
ポート７１６、入出力インタフェース７１８、リムーバブルメモリカード７２０、ユニバ
ーサルシリアルバス（ＵＳＢ）ポート７２２、赤外線ポート７２４、バイブレータ７２６
、キーパッド７２８、タッチセンサ面を有するタッチスクリーン液晶ディスプレイ（ＬＣ
Ｄ）７３０、タッチスクリーン／ＬＣＤコントローラ７３２、カメラ７３４、カメラコン
トローラ７３６、及びグローバルポジショニングシステム（ＧＰＳ）受信機７３８を更に
含み得る。一実施形態において、モバイルデバイス６００はタッチセンサスクリーンを提
供しない別の種類のディスプレイを含み得る。一実施形態において、ＤＳＰ７０２は、入
出力インタフェース７１８を介すことなくメモリ７０４と直接通信し得る。さらに、一実
施形態においては、モバイルデバイス６００は、他の機能を提供する他の複数の周辺機器
を備え得る。
【００５８】
　ＤＳＰ７０２、又は何らかの他の形態のコントローラ若しくは中央演算処理装置は、メ
モリ７０４に格納される、又はＤＳＰ７０２自体の中に含まれるメモリに格納される組み
込みソフトウェア若しくはファームウェアに従って、モバイルデバイス６００の様々なコ
ンポーネントを制御すべく動作する。組み込みソフトウェア又はファームウェアに加えて
、ＤＳＰ７０２は、メモリ７０４に格納されるか、又は、リムーバブルメモリカード７２
０のようなポータブルデータ記憶媒体などの情報搬送媒体を介して、あるいは有線若しく
は無線のネットワーク通信を介して利用可能となる複数の他のアプリケーションを実行し
得る。アプリケーションソフトウェアは、所望の機能を提供するようＤＳＰ７０２を設定
するコンパイルされた一組の機械可読命令を備え得るか、又は、アプリケーションソフト
ウェアは、ＤＳＰ７０２を間接的に設定するための、インタープリタ若しくはコンパイラ
によって処理される複数の高水準ソフトウェア命令であり得る。
【００５９】
　ＤＳＰ７０２は、アナログベースバンド処理ユニット７１０を介して無線ネットワーク
と通信し得る。いくつかの実施形態において、当該通信は、インターネット接続を提供し
得て、ユーザがインターネット上のコンテンツへのアクセスを獲得し、電子メール又はテ
キストメッセージを送受信できるようにする。入出力インタフェース７１８は、ＤＳＰ７
０２と、様々なメモリ及びインタフェースとを相互接続する。メモリ７０４及びリムーバ
ブルメモリカード７２０はソフトウェア及びデータを提供してＤＳＰ７０２の動作を設定
し得る。複数のインタフェースの中にはＵＳＢポート７２２及び赤外線ポート７２４があ
ってよい。ＵＳＢポート７２２は、モバイルデバイス６００が周辺機器として機能して、
パーソナルコンピュータ又は他のコンピュータシステムと情報を交換できるようにし得る
。赤外線ポート７２４、及びＢｌｕｅｔｏｏｔｈ（登録商標）インタフェース又はＩＥＥ
Ｅ８０２．１１準拠の無線インタフェースなどの他の複数のオプションのポートは、モバ
イルデバイス６００が、近傍の他の複数のハンドセット及び／又は複数の無線基地局と無
線で通信することを可能にし得る。
【００６０】
　キーパッド７２８はインタフェース７１８を介してＤＳＰ７０２に連結して、ユーザが
選択を行い、情報を入力し、且つ別の方法でモバイルデバイス６００に入力を提供するた
めの一メカニズムを提供する。別の入力メカニズムは、ユーザにテキスト及び／又はグラ
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フィックスをも表示し得るタッチスクリーンＬＣＤ７３０であり得る。タッチスクリーン
ＬＣＤコントローラ７３２はＤＳＰ７０２をタッチスクリーンＬＣＤ７３０に連結する。
ＧＰＳ受信機７３８は、複数のグローバルポジショニングシステム信号をデコードすべく
ＤＳＰ７０２に連結され、それによりモバイルデバイス６００が自身の位置を決定できる
ようにする。
【００６１】
　図８Ａは、ＤＳＰ７０２によって実施され得るソフトウェア環境８０２を示す。ＤＳＰ
７０２は、ソフトウェアの残りが動作するプラットフォームを提供するオペレーティング
システムソフトウェア８０４を実行する。オペレーティングシステムソフトウェア８０４
は、アプリケーションソフトウェアにアクセス可能な複数の標準化されたインタフェース
を有するハンドセットハードウェアのための様々なドライバを提供し得る。オペレーティ
ングシステムソフトウェア８０４は、モバイルデバイス６００上で動作する複数のアプリ
ケーションの間で制御を移行させるアプリケーション管理サービス（ＡＭＳ）８０６に連
結され、且つそれと情報をやり取りし得る。また、ウェブブラウザアプリケーション８０
８、メディアプレーヤアプリケーション８１０、及びＪＡＶＡ（登録商標）アプレット８
１２も図８Ａにおいて示される。ウェブブラウザアプリケーション８０８は、例えば、モ
バイルデバイス６００が無線リンクを介してネットワークに連結されるとき、コンテンツ
及び／又はインターネットをブラウズすべくモバイルデバイス６００によって実行され得
る。ウェブブラウザアプリケーション８０８は、複数のウェブページを検索及び閲覧すべ
く、ユーザが複数のフォームに情報を入力し、且つ、複数のリンクを選択できるようにし
得る。メディアプレーヤアプリケーション８１０はモバイルデバイス６００によって実行
されて、オーディオ又はオーディオビジュアルのメディアを再生し得る。ＪＡＶＡ（登録
商標）アプレット８１２はモバイルデバイス６００によって実行されて、ゲーム、ユーテ
ィリティ、及び他の機能を含む様々な機能を提供し得る．
【００６２】
　図８ＢはＤＳＰ７０２によって実施され得る代替的ソフトウェア環境８２０を示す。Ｄ
ＳＰ７０２は、オペレーティングシステムソフトウェア８２８（例えば、オペレーティン
グシステムカーネル）及び実行ランタイム８３０を実行する。ＤＳＰ７０２は、実行ラン
タイム８３０において実行し得て、且つ、アプリケーションフレームワーク８２４によっ
て提供される複数のサービスを使用し得るアプリケーション８２２を実行する。アプリケ
ーション８２２及びアプリケーションフレームワーク８２４はライブラリ８２６によって
提供される機能を使用し得る。
【００６３】
　図９は、本明細書において開示される１又は複数の実施形態を実施するのに適したコン
ピュータシステム９００を示す。コンピュータシステム９００は、二次記憶装置９０４、
リードオンリメモリ（ＲＯＭ）９０６、ランダムアクセスメモリ（ＲＡＭ）９０８を含む
メモリデバイス、入出力（Ｉ／Ｏ）デバイス９１０、及びネットワーク接続性デバイス９
１２と通信する、（中央演算処理装置又はＣＰＵと称され得る）プロセッサ９０２を含む
。プロセッサ９０２は、１又は複数のＣＰＵチップとして実装され得る。
【００６４】
　コンピュータシステム９００上に複数の実行可能命令をプログラム及び／又はロードす
ることによって、ＣＰＵ９０２、ＲＡＭ９０８、及びＲＯＭ９０６のうちの少なくとも１
つが変更されて、本開示によって教示される新規な機能を有する特定の機械又は装置へと
コンピュータシステム９００を部分的に変換することが理解される。実行可能なソフトウ
ェアをコンピュータにロードすることによって実装され得る機能が、複数の周知の設計ル
ールによってハードウェア実装に変換され得ることは、電気工学及びソフトウェア工学の
技術において基本的なことである。ソフトウェアにおけるコンセプトの実装とハードウェ
アにおけるそれとの間の決定は、通常、ソフトウェアドメインからハードウェアドメイン
への変換に含まれるあらゆる問題よりむしろ、設計の安定性及び生成されるユニット数に
ついての考察に依存する。一般的に、依然として頻繁に変更される設計は、ソフトウェア
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において実装されることが好ましいであろう。なぜならハードウェア実装のリスピンは、
ソフトウェア設計のリスピンより費用がかかるからである。一般的に、安定していて、大
量生産される設計は、ハードウェアにおいて、例えば、特定用途向け集積回路（ＡＳＩＣ
）において、実装されるのが好ましいであろう。なぜなら、大量生産する上では、ハード
ウェア実装はソフトウェア実装より費用がかからないからである。設計は、ソフトウェア
の形態で開発されテストされ、後に、ソフトウェアの複数の命令をハード配線する特定用
途向け集積回路において、周知の設計ルールによって等価なハードウェア実装へと変換さ
れ得ることが多い。新たなＡＳＩＣによって制御される機械が特定の機械又は装置である
のと同様、複数の実行可能命令がプログラム及び／又はロードされたコンピュータは同様
に、特定の機械又は装置とみなされ得る。
【００６５】
　二次記憶装置９０４は通常１又は複数のディスクドライブ又はテープドライブからなり
、データを不揮発的に記憶するために、且つ、ＲＡＭ９０８が全てのワーキングデータを
保持するのに十分な大きさでない場合はオーバーフローデータストレージデバイスとして
使用される。二次記憶装置９０４は複数のプログラムを格納すべく使用され得る。複数の
プログラムは、そのような複数のプログラムが実行されるべく選択されるときにＲＡＭ９
０８にロードされる。ＲＯＭ９０６は、プログラム実行の間に読み出される複数の命令及
び場合によってはデータを格納すべく使用される。ＲＯＭ９０６は、通常、二次記憶装置
９０４のより大きなメモリ容量に対して小さなメモリ容量を有する不揮発性メモリデバイ
スである。ＲＡＭ９０８は揮発性データを格納すべく、且つ場合によっては複数の命令を
格納すべく使用される。ＲＯＭ９０６及びＲＡＭ９０８の両方へのアクセスは、通常、二
次記憶装置９０４へのアクセスより速い。二次記憶装置９０４、ＲＡＭ９０８、及び／又
はＲＯＭ９０６は、いくつかの文脈においては、コンピュータ可読記憶媒体及び／又は非
一時的コンピュータ可読媒体と称され得る。
【００６６】
　Ｉ／Ｏデバイス９１０は、プリンタ、ビデオモニタ、液晶ディスプレイ（ＬＣＤ）、タ
ッチスクリーンディスプレイ、キーボード、キーパッド、スイッチ、ダイアル、マウス、
トラッキングボール、音声認識装置、カードリーダ、紙テープリーダ、又は、他の周知の
入力デバイスを含み得る。
【００６７】
　ネットワーク接続性デバイス９１２は、モデム、モデムバンク、Ｅｔｈｅｒｎｅｔ（登
録商標）カード、ユニバーサルシリアルバス（ＵＳＢ）インタフェースカード、シリアル
インタフェース、トークンリングカード、光ファイバ分散データインタフェース（ＦＤＤ
Ｉ）カード、無線ローカルエリアネットワーク（ＷＬＡＮ）カード、例えば、符号分割多
重アクセス（ＣＤＭＡ）、汎ヨーロッパデジタル移動通信システム（ＧＳＭ（登録商標）
）、ロングタームエボリューション（ＬＴＥ）、マイクロ波アクセスのための世界的な相
互運用性（ＷｉＭＡＸ）及び／又は他の無線インタフェースプロトコルの無線トランシー
バカードなどの無線トランシーバカード、及び他の周知のネットワークデバイスの形態を
とり得る。これらのネットワーク接続性デバイス９１２は、プロセッサ９０２がインター
ネット若しくは１又は複数のイントラネットと通信できるようにし得る。そのようなネッ
トワーク接続で、プロセッサ９０２が、上述された方法の複数の段階を実行する過程でネ
ットワークから情報を受信し得るか、又はネットワークに情報を出力し得ることが予期さ
れる。プロセッサ９０２を使用して実行されるべき命令のシーケンスとして表されること
の多いそのような情報は、例えば、搬送波において具現化されるコンピュータデータ信号
の形でネットワークから受信され、且つネットワークに出力され得る。
【００６８】
　例えばプロセッサ９０２を使用して実行されるべきデータ又は複数の命令を含み得るそ
のような情報は、例えば、コンピュータデータベースバンド信号、又は搬送波において具
現化される信号の形でネットワークから受信され、且つネットワークに出力され得る。現
在使用されているか又は今後開発されるベースバンド信号若しくは搬送波に埋め込まれる
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信号、又は他の複数のタイプの信号は、当業者には周知のいくつかの方法に従って生成さ
れ得る。当該ベースバンド信号及び／又は搬送波に埋め込まれる信号は、いくつかの文脈
においては一時的な信号と称され得る。
【００６９】
　プロセッサ９０２は、それがハードディスク、フロッピー（登録商標）ディスク、光デ
ィスク（これらの様々なディスクベースのシステムは、全て二次記憶装置９０４と見なさ
れ得る）、ＲＯＭ９０６、ＲＡＭ９０８、又はネットワーク接続性デバイス９１２からア
クセスする、複数の命令、複数のコード、複数のコンピュータプログラム、複数のスクリ
プトを実行し得る。１つのプロセッサ９０２のみが示されているが、複数のプロセッサが
存在してよい。従って、複数の命令が一プロセッサによって実行されると述べられてもよ
いが、それらの命令は、１又は複数のプロセッサによって、同時に、連続して、又は、別
の方法で、実行され得る。例えば、ハードドライブ、フロッピー（登録商標）ディスク、
光ディスク、及び／又は他のデバイスなどの二次記憶装置９０４、ＲＯＭ９０６、及び／
又はＲＡＭ９０８からアクセスされ得る複数の命令、複数のコード、複数のコンピュータ
プログラム、複数のスクリプト、及び／又はデータは、いくつかの文脈においては非一時
的な複数の命令及び／又は非一時的な情報と称され得る。
【００７０】
　一実施形態において、コンピュータシステム９００は、互いに通信し合う２又はそれよ
り多くのコンピュータを備えて、連携してタスクを実行し得る。例えば、アプリケーショ
ンは、アプリケーションの複数の命令の同時及び／又は並列処理を可能にするように区画
化され得るが、それに限定するものではない。あるいは、アプリケーションによって処理
されるデータは、２又はそれより多くのコンピュータによる、データセットの複数の異な
る部分の同時及び／又は並列処理を可能にするよう区画化され得る。一実施形態において
は、仮想化ソフトウェアがコンピュータシステム９００によって使用され、コンピュータ
システム９００において複数のコンピュータに直接結合していない複数のサーバの機能を
提供し得る。例えば、仮想化ソフトウェアは４台の物理的なコンピュータ上に２０台の仮
想サーバを提供し得る。一実施形態においては、上記の開示された機能は、クラウドコン
ピューティング環境において１つのアプリケーション及び／又は複数のアプリケーション
を実行することによって提供され得る。クラウドコンピューティングは、動的にスケーラ
ブルな複数のコンピューティングリソースを使用して、ネットワーク接続を介して複数の
コンピューティングサービスを提供することを含み得る。クラウドコンピューティングは
、少なくとも部分的に仮想化ソフトウェアによってサポートされ得る。クラウドコンピュ
ーティング環境は企業によって確立され得る、及び／又は、サードパーティのプロバイダ
から必要に応じ採用され得る。いくつかのクラウドコンピューティング環境は、企業によ
って所有され運営される複数のクラウドコンピューティングリソース、並びに、サードパ
ーティのプロバイダから採用され、及び／又はリースされる複数のクラウドコンピューテ
ィングリソースを備え得る。
【００７１】
　一実施形態においては、上記の開示された機能のうちのいくつか又は全ては、コンピュ
ータプログラムプロダクトとして提供され得る。当該コンピュータプログラムプロダクト
は、コンピュータ利用可能プログラムコードが収められる１又は複数のコンピュータ可読
記憶媒体を含み、上記に開示される機能を実施し得る。当該コンピュータプログラムプロ
ダクトは、複数のデータ構造、複数の実行可能命令、及び他のコンピュータ利用可能プロ
グラムコードを含み得る。当該コンピュータプログラムプロダクトは、リムーバブルコン
ピュータ記憶媒体、及び／又は非リムーバブルコンピュータ記憶媒体に収められ得る。リ
ムーバブルコンピュータ可読記憶媒体は、例えばアナログ磁気テープ、コンパクトディス
クリードオンリメモリ（ＣＤ－ＲＯＭ）ディスク、フロッピー（登録商標）ディスク、ジ
ャンプドライブ、デジタルカード、マルチメディアカード等といった、紙テープ、磁気テ
ープ、磁気ディスク、光ディスク、ソリッドステートメモリチップを含み得るが、これら
に限定されない。当該コンピュータプログラムプロダクトは、コンピュータシステム９０
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メモリ及び揮発性メモリに、コンピュータプログラムプロダクトのコンテンツの少なくと
も複数の部分を、コンピュータシステム９００がロードするのに適していてよい。プロセ
ッサ９０２は、部分的には、コンピュータプログラムプロダクトに直接アクセスすること
によって、例えば、コンピュータシステム９００のディスクドライブ周辺機器の中に挿入
されたＣＤ－ＲＯＭディスクから読み出すことによって、複数の実行可能命令及び／又は
複数のデータ構造を処理し得る。あるいは、プロセッサ９０２は、コンピュータプログラ
ムプロダクトにリモートにアクセスすることによって、例えば、ネットワーク接続性デバ
イス９１２を通してリモートサーバから複数の実行可能命令及び／又は複数のデータ構造
をダウンロードすることによって、複数の実行可能命令及び／又は複数のデータ構造を処
理し得る。当該コンピュータプログラムプロダクトは、コンピュータシステム９００の二
次記憶装置９０４に、ＲＯＭ９０６に、ＲＡＭ９０８に、及び／又は、他の不揮発性メモ
リ及び揮発性メモリに、データ、複数のデータ構造、複数のファイル、及び／又は複数の
実行可能命令をロード及び／又はコピーすることを促進する複数の命令を備え得る。
【００７２】
　いくつかの文脈において、二次記憶装置９０４、ＲＯＭ９０６、及びＲＡＭ９０８は非
一時的コンピュータ可読媒体又はコンピュータ可読記憶媒体と称され得る。ＲＡＭ９０８
のダイナミックＲＡＭの実施形態は、ダイナミックＲＡＭが電力を受け取り、その設計に
従って動作させられる間、例えば、コンピュータシステム９００がオンにされ、動作可能
である期間、ダイナミックＲＡＭはそれに書き込まれる情報を格納すると言う点で、同様
に非一時的コンピュータ可読媒体と称され得る。同様に、プロセッサ９０２は、内部ＲＡ
Ｍ、内部ＲＯＭ、キャッシュメモリ、及び／又は、いくつかの文脈においては非一時的コ
ンピュータ可読媒体又はコンピュータ可読記憶媒体と称され得る他の内部の非一時的記憶
ブロック、セクション、又はコンポーネントを含み得る。
【００７３】
　いくつかの実施形態が本開示において提供されてきたが、開示された複数のシステム及
び方法は本開示の主旨又は範囲を逸脱することなく、他の多数の特定の形態で具現化され
得ることが理解されるべきである。複数の本実施例は例示的なものであって限定的なもの
ではないと見なされるべきであり、その意図は、本明細書において与えられた詳細に限定
されるものではない。例えば、様々な要素若しくはコンポーネントは、別のシステムにお
いて組み合わされるか、又は統合され得、あるいは、複数の特定の特徴は省略されるか、
又は実装され得ない。
【００７４】
　また、様々な実施形態において、分離した、若しくは別個のものとして記載され示され
る複数の技術、複数のシステム、複数のサブシステム、及び複数の方法は、本開示の範囲
を逸脱することなく、他の複数のシステム、複数のモジュール、複数の技術、又は複数の
方法と組み合わされるか、又は統合され得る。直接連結される、又は互いに通信すると示
されるか、又は述べられる他の複数のアイテムは、何らかのインタフェース、デバイス、
又は中間コンポーネントを通して、電気的にか機械的にか、又は別の方法によってかは問
わず、間接的に連結されるか、又は通信し得る。他の、変更、置換、及び修正の複数の例
は、当業者によって確認され、それらは本明細書において開示される主旨及び範囲から逸
脱することなく成され得る。
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