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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　実行可能な命令で構成された１つまたは複数のプロセッサの制御下で、
　インスタント受信クライアントで、ファイルフォルダの情報と前記ファイルフォルダ内
の複数のファイルの情報とを受信することと、
　前記インスタント受信クライアントによって、前記ファイルフォルダの前記情報と前記
ファイルフォルダ内の前記複数のファイルの前記情報とを表示することと、
　前記インスタント受信クライアントで、前記ファイルフォルダ内の１つまたは複数の選
択されたファイルと関連付けられた情報を含む選択情報を受信することと、
　前記インスタント受信クライアントによって、前記ファイルフォルダ内の前記１つまた
は複数の選択されたファイルを受信することと、
　前記１つまたは複数の選択されたファイルを受信することに応答して、前記インスタン
ト受信クライアントによって、前記ファイルフォルダ内の１つまたは複数の追加のファイ
ルを受信し続けるかどうかについてのプロンプトを提供することであって、前記１つまた
は複数の追加のファイルは、前記受信した１つまたは複数の選択されたファイルとは異な
ることと、
　前記インスタント受信クライアントから、ファイルリストを送信することであって、前
記ファイルリストは、前記ファイルフォルダ内の前記１つまたは複数の追加のファイルを
示すことと
を含む、方法。
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【請求項２】
　前記ファイルフォルダの前記情報と前記ファイルフォルダ内の前記複数のファイルの前
記情報とは、前記インスタント受信クライアントで同時に受信され、前記ファイルフォル
ダの前記情報と前記ファイルフォルダ内の前記複数のファイルの前記情報とは、前記イン
スタント受信クライアントによって同時に表示される、請求項１に記載の方法。
【請求項３】
　前記インスタント受信クライアントで前記選択情報を受信するとすぐに、当該方法は、
　前記インスタント受信クライアントによって、前記選択情報に含まれた前記１つまたは
複数の選択されたファイルと関連付けられた前記情報に対応するファイルリストをインス
タント送信クライアントに送信することと、
　前記インスタント受信クライアントによって、前記１つまたは複数の選択されたファイ
ルを前記インスタント送信クライアントから受信することと、を更に含む、請求項１に記
載の方法。
【請求項４】
　前記インスタント受信クライアントによって、前記１つまたは複数の追加のファイルを
受信し続けるかどうかについての前記プロンプトを提供するとすぐに、当該方法は、
　ユーザが、前記１つまたは複数の追加のファイルを受信し続けることを選択した場合、
前記インスタント受信クライアントによって、前記受信されたファイル以外の前記ファイ
ルフォルダ内の前記１つまたは複数の追加のファイルに対応する前記ファイルリストをイ
ンスタント送信クライアントに送信することと、
　前記インスタント受信クライアントによって、前記ファイルリストに対応する前記１つ
または複数のファイルを前記インスタント送信クライアントから受信することと、を更に
含む、請求項１に記載の方法。
【請求項５】
　前記インスタント受信クライアントによって、ファイル伝送の順序の情報を受信するこ
とを更に含む、請求項１に記載の方法。
【請求項６】
　前記ファイル伝送の順序の前記情報に従って、前記インスタント受信クライアントによ
って、前記ファイルフォルダ内の前記１つまたは複数の選択されたファイルをインスタン
ト送信クライアントから受信することを更に含む、請求項５に記載の方法。
【請求項７】
　前記ファイルフォルダ内の前記１つまたは複数の選択されたファイルを前記インスタン
ト送信クライアントから受信するとすぐに、前記インスタント受信クライアントで、ユー
ザに受信される前記１つまたは複数の追加のファイルのための選択のオプションを提供す
ることを更に含む、請求項６に記載の方法。
【請求項８】
　前記インスタント受信クライアントによって、前記ファイルフォルダの前記情報と前記
ファイルフォルダ内の前記複数のファイルの前記情報とを表示することは、リスト制御を
用いて前記ファイルフォルダの前記情報と前記ファイルフォルダ内の前記複数のファイル
の前記情報とを表示することを含む、請求項１に記載の方法。
【請求項９】
　前記インスタント受信クライアントで、前記選択情報を受信することは、前記リスト制
御に表示された前記１つまたは複数の選択されたファイルの名前の選択を受信することを
含む、請求項８に記載の方法。
【請求項１０】
　１つまたは複数のプロセッサと、
　前記１つまたは複数のプロセッサに通信可能に結合されたメモリと、
　前記メモリ内に格納され、前記１つまたは複数のプロセッサによって実行可能な第１の
受信モジュールであって、ファイルフォルダの情報と前記ファイルフォルダ内の複数のフ
ァイルの情報とを受信する第１の受信モジュールと、
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　前記メモリ内に格納され、前記１つまたは複数のプロセッサによって実行可能な表示モ
ジュールであって、前記ファイルフォルダの前記情報と前記ファイルフォルダ内の前記複
数のファイルの前記情報とを表示する表示モジュールと、
　前記メモリ内に格納され、前記１つまたは複数のプロセッサによって実行可能な第２の
受信モジュールであって、前記ファイルフォルダ内の１つまたは複数の選択されたファイ
ルと関連付けられた情報を含む選択情報を受信する第２の受信モジュールと、
　前記メモリ内に格納され、前記１つまたは複数のプロセッサによって実行可能な第３の
受信モジュールであって、前記選択情報に対応する前記ファイルフォルダ内の前記１つま
たは複数の選択されたファイルを受信する第３の受信モジュールと、を備え、
　前記選択情報に対応する前記１つまたは複数の選択されたファイル以外の前記ファイル
フォルダ内の１つまたは複数の追加のファイルを受信し続けるかどうかについてのプロン
プトをユーザに提供し、
　前記選択情報に対応する前記１つまたは複数の選択されたファイル以外の前記ファイル
フォルダ内の前記１つまたは複数の追加のファイルを示すファイルリストを送信するよう
に構成された装置。
【請求項１１】
　前記メモリ内に格納され、前記１つまたは複数のプロセッサによって実行可能な第４の
受信モジュールであって、ファイル伝送の順序の情報を受信する第４の受信モジュールを
更に備え、前記第３の受信モジュールは、前記ファイル伝送の順序の前記情報に従って前
記ファイルフォルダ内の前記１つまたは複数の選択されたファイルを受信するように更に
構成される、請求項１０に記載の装置。
【請求項１２】
　当該装置は、前記１つまたは複数の選択されたファイル以外の前記ファイルフォルダ内
の前記１つまたは複数の追加のファイルを受信し続けるという入力をユーザから受信する
ことに応答して、前記１つまたは複数の選択されたファイル以外の前記ファイルフォルダ
内の前記１つまたは複数の追加のファイルに対応する前記ファイルリストをインスタント
送信クライアントに送信するように、更に構成される、請求項１０に記載の装置。
【請求項１３】
　前記ファイルフォルダ内の前記１つまたは複数の選択されたファイルは、前記ファイル
フォルダ内のファイルの全てよりも少ないものから成る、請求項１０に記載の装置。
【請求項１４】
　コンピュータ実行可能な命令で構成された１つまたは複数のコンピュータ記憶媒体であ
って、１つまたは複数のプロセッサによって実行されるときに、
　インスタント送信クライアントによって、ファイルフォルダの情報と前記ファイルフォ
ルダ内の複数のファイルの情報とを取得するために伝送される前記ファイルフォルダを探
索することと、
　前記インスタント送信クライアントによって、前記ファイルフォルダの前記情報と前記
ファイルフォルダ内の前記複数のファイルの前記情報とをインスタント受信クライアント
に送信することと、
　前記インスタント送信クライアントで、前記ファイルフォルダ内の１つまたは複数のフ
ァイルと関連付けられた選択情報を前記インスタント受信クライアントから受信すること
と、
　前記インスタント送信クライアントによって、前記選択情報に対応する前記ファイルフ
ォルダ内の前記１つまたは複数のファイルを送信することと、
　前記選択情報に対応する前記ファイルフォルダ内の前記１つまたは複数のファイルを送
信した後に、前記インスタント受信クライアントからファイルリストを受信することに応
答して、前記インスタント送信クライアントによって、前記選択情報に対応する前記ファ
イルフォルダ内の前記１つまたは複数のファイルとは異なる１つまたは複数の追加のファ
イルを送信することであって、前記ファイルリストは、前記ファイルフォルダ内の前記１
つまたは複数の追加のファイルを示すことと、
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を含む動作を実行するように前記１つまたは複数のプロセッサを構成する、１つまたは複
数のコンピュータ記憶媒体。
【請求項１５】
　前記動作は、前記選択情報を受信することに応答して、前記インスタント送信クライア
ントによって、前記選択情報に基づいて前記インスタント送信クライアントのローカルに
あるコンピューティングデバイスまたはサーバにおいて、前記選択情報に対応する前記フ
ァイルフォルダ内の前記１つまたは複数のファイルを検索することを更に含む、請求項１
４に記載の１つまたは複数のコンピュータ記憶媒体。
【請求項１６】
　前記動作は、前記ファイルリストを受信することに応答して、前記選択情報に対応する
前記１つまたは複数のファイルとは異なる前記ファイルフォルダ内の前記１つまたは複数
の追加のファイルを前記インスタント受信クライアントに送信することを更に含む、請求
項１４に記載の１つまたは複数のコンピュータ記憶媒体。
【請求項１７】
　前記ファイルフォルダ内の前記複数のファイルの各ファイルの情報は、前記ファイルフ
ォルダ内の前記各ファイルのそれぞれの名前、種類および／またはサイズを含む、請求項
１４に記載の１つまたは複数のコンピュータ記憶媒体。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本開示は、データ伝送の分野に関するものであり、より詳細には、インスタントメッセ
ージングにおけるフォルダ伝送のための方法およびシステム、またインスタント受信クラ
イアントに関するものである。
【０００２】
（関連特許出願の相互参照）
　この出願は、２０１１年２月２４日に出願され、「Ｍｅｔｈｏｄ　ａｎｄ　Ｓｙｓｔｅ
ｍ　ｏｆ　Ｆｉｌｅ　Ｆｏｌｄｅｒ　Ｔｒａｎｓｍｉｓｓｉｏｎ　ａｎｄ　Ｉｎｓｔａｎ
ｔ　Ｒｅｃｅｉｖｉｎｇ　Ｃｌｉｅｎｔ　ｉｎ　Ｉｎｓｔａｎｔ　Ｍｅｓｓａｇｉｎｇ」
と題された中国特許出願第２０１１１００４５７３５．２号の優先権を主張するものであ
り、その中国特許出願は、その全体が参照によって本明細書に組み込まれる。
【背景技術】
【０００３】
　インスタントメッセージング製品におけるファイル伝送のプロセスは、ファイルフォル
ダを伝送するプロセスであって、ただし、受信側が、全てを受け入れるか、あるいは全て
を拒否するかを選択することだけを許可され得るプロセスを含むであろう。
【０００４】
　既存の技術では、ファイルフォルダ伝送方法は、一般に、以下の手順を含む。
【０００５】
　送信側は、ファイルフォルダを受信側に送信する。
【０００６】
　受信側は、送信側から送信されたファイルフォルダの名前を見る。
【０００７】
　受信側がファイルフォルダを受信することに同意した後に、送信側のファイルフォルダ
の内容は、探索され、全てのファイルが完全に送信されるまで、次から次のファイルへと
引き続き受信側に伝送される。
【０００８】
　上記の方法において、受信側は、受信時にファイルフォルダの名前の情報だけを取得す
ることができる。更に、受信側は、全てを受け入れるか、あるいは全てを拒否するかを選
択することだけを許可され、従って、ユーザに多くの不便さを招く。その上、ファイルフ
ォルダ内の全てのファイルがファイルフォルダ伝送のプロセスの間にネットワークデータ
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として伝送されるので、膨大な量のネットワークデータが伝送される必要がある。結果と
して、比較的広いネットワーク帯域幅が占有されることになり、従って、ネットワーク輻
輳を引き起こし、ネットワークリソースを浪費する。
【発明の概要】
【０００９】
　本開示は、インスタントメッセージングプロセスにおいてファイルフォルダを伝送する
ときのネットワークリソースの激しい浪費の問題を解決するために、インスタントメッセ
ージングにおけるファイルフォルダ伝送のための方法およびシステム、またインスタント
受信クライアントを提供することを目標とする。
【００１０】
　上記の目標を達成するために、本開示の第１の態様によれば、インスタントメッセージ
ングにおけるファイルフォルダ伝送の方法が提供される。一実施形態では、インスタント
受信クライアントは、ファイルフォルダの情報とファイルフォルダ内の各ファイルの情報
とを受信してもよい。インスタント受信クライアントは、ファイルフォルダの情報と、フ
ァイルフォルダ内の各ファイルの情報とを表示してもよい。いくつかの実施形態では、イ
ンスタント受信クライアントは、ユーザから入力された選択情報を更に受信してもよい。
選択情報は、ユーザによって選択されたファイルフォルダ内のファイルの情報を含んでも
よい。一実施形態では、インスタント受信クライアントは、選択情報に対応するファイル
フォルダ内のファイルを受信してもよい。
【００１１】
　その上、いくつかの実施形態では、インスタント受信クライアントがファイルフォルダ
の情報とファイルフォルダ内の各ファイルの情報とを受信する前に、インスタント送信ク
ライアントは、ファイルフォルダの情報とファイルフォルダ内の各ファイルの情報とを取
得するために、送信されるファイルフォルダを探索してもよい。インスタント送信クライ
アントは、ファイルフォルダの情報とファイルフォルダ内の各ファイルの情報とをインス
タント受信クライアントに同時に送信してもよい。
【００１２】
　その上またはその代わりに、一実施形態では、ユーザから入力された選択情報を受信す
ることに応答して、インスタント受信クライアントは、選択情報に対応するファイルリス
トをインスタント送信クライアントに送信してもよい。インスタント送信クライアントは
、ファイルリストに対応するファイルをインスタント受信クライアントに送信してもよい
。
【００１３】
　その上またはその代わりに、選択情報に対応するファイルフォルダ内のファイルを受信
することに応答して、インスタント受信クライアントは、受信されたファイルとは異なる
ファイルフォルダ内の他のファイルを受信し続けるかどうかについてのプロンプトを提供
してもよい。
【００１４】
　更に、インスタント受信クライアントが、受信されたファイルとは異なるファイルフォ
ルダ内の他のファイルを受信し続けるかどうかについてのプロンプトを提供した後に、ユ
ーザが、受信されたファイルとは異なるファイルフォルダ内の他のファイルを受信し続け
ることを選択する場合、インスタント受信クライアントは、受信されたファイルとは異な
るファイルフォルダ内の他のファイルに対応する残りのファイルリストをインスタント送
信クライアントに送信してもよい。インスタント送信クライアントは、残りのファイルリ
ストに対応するファイルをインスタント受信クライアントに送信してもよい。
【００１５】
　その上またはその代わりに、いくつかの実施形態では、インスタント受信クライアント
は、ユーザによって入力されたファイル伝送の順序の情報を更に受信してもよい。それゆ
えに、インスタント受信クライアントは、ファイル伝送の順序の情報に従ってファイルフ
ォルダ内の各ファイルを受信してもよい。
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【００１６】
　上記の目標を達成するために、本開示の第２の態様によれば、インスタントメッセージ
ングにおけるファイルフォルダ伝送の方法が更に提供される。一実施形態では、インスタ
ント送信クライアントは、ファイルフォルダの情報とファイルフォルダ内の各ファイルの
情報とを取得するために、送信されるファイルフォルダを探索してもよい。インスタント
送信クライアントは、ファイルフォルダの情報とファイルフォルダ内の各ファイルの情報
とをインスタント受信クライアントに送信してもよい。いくつかの実施形態では、インス
タント送信クライアントは、ユーザによって選択されたファイルフォルダ内のファイルの
情報をインスタント受信クライアントから更に受信してもよく、それから、選択情報に対
応するファイルフォルダ内のファイルをインスタント受信クライアントに送信してもよい
。
【００１７】
　上記の目標を達成するために、本開示の第３の態様によれば、インスタント受信クライ
アントが提供される。インスタント受信クライアントは、ファイルフォルダの情報とファ
イルフォルダ内の各ファイルの情報とを受信するように構成された第１の受信モジュール
を含んでもよい。その上、インスタント受信クライアントは、ファイルフォルダの情報と
ファイルフォルダ内の各ファイルの情報とを表示するように構成された表示モジュールを
更に含んでもよい。いくつかの実施形態では、インスタント受信クライアントは、ユーザ
によって入力された選択情報を受信するように構成された第２の受信モジュールを更に含
んでもよい。選択情報は、ユーザによって選択されたファイルフォルダ内のファイルの情
報を含んでもよい。一実施形態では、インスタント受信クライアントは、選択情報に対応
するファイルフォルダ内のファイルを受信するように構成された第３の受信モジュールを
追加的に含んでもよい。
【００１８】
　その上またはその代わりに、いくつかの実施形態では、インスタント受信クライアント
は、ユーザによって入力されたファイル伝送の順序の情報を受信するように構成された第
４の受信モジュールを更に含んでもよい。一実施形態では、第３の受信モジュールは、フ
ァイル伝送の順序の情報に従ってファイルフォルダ内の各ファイルを受信するように更に
構成される。
【００１９】
　上記の目標を達成するために、本開示の第４の態様によれば、インスタントメッセージ
ングにおけるファイルフォルダ伝送のためのシステムが提供される。ファイルフォルダ伝
送システムは、インスタント送信クライアントおよびインスタント受信クライアントを含
んでもよい。一実施形態では、インスタント送信クライアントは、ファイルフォルダの情
報とファイルフォルダ内の各ファイルの情報とを取得するように構成されてもよい。イン
スタント受信クライアントは、ファイルフォルダの情報とファイルフォルダ内の各ファイ
ルの情報とを受信して表示するように構成されてもよい。いくつかの実施形態では、イン
スタント受信クライアントは、ユーザによって入力された選択情報を受信し、選択情報に
対応するファイルフォルダ内のファイルを受信するように更に構成されてもよい。一実施
形態では、選択情報は、例えば、ユーザによって選択されたファイルフォルダ内のファイ
ルの情報を含んでもよい。
【００２０】
　その上またはその代わりに、インスタント受信クライアントは、ファイルフォルダ内の
受信されたファイル以外のファイルを受信し続けるかどうかについてのプロンプトを提供
するように更に構成される。いくつかの実施形態では、インスタント送信クライアントは
、ユーザが、ファイルフォルダ内の受信されたファイル以外のファイルを受信し続けるこ
とを選択する場合、ファイルフォルダ内の受信されたファイル以外のファイルをインスタ
ント受信クライアントに送信するように更に構成される。
【００２１】
　開示された方法およびシステムは、ファイルフォルダの情報とファイルフォルダ内の各
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ファイルの情報とを受信し、ファイルフォルダの情報とファイルフォルダ内の各ファイル
の情報とを表示し、ユーザによって入力された選択情報を受信し、選択情報に対応するフ
ァイルフォルダ内のファイルを受信するインスタント受信クライアントを用いることによ
って、インスタント受信クライアントが、全ファイルフォルダ内の全てのファイルを受信
すること無く、ユーザによって選択されたファイルだけを受信することを可能にする。こ
のことは、インスタントメッセージングプロセスにおけるファイルフォルダ伝送の間のネ
ットワークリソースの浪費の問題を解決し、従って、ファイルフォルダ伝送の間のネット
ワークリソースの効率的な節約の効果を達成する。
【図面の簡単な説明】
【００２２】
　本開示の一部を成す添付の図面は、本開示の更なる理解を与えるために使用される。本
開示における例示的な実施形態およびそれぞれの記載は、例示的な実施形態を記載するこ
とを意図するものであり、本開示を限定するものとして解釈されるべきではない。
【図１】本開示の例示的な実施形態に係るファイルフォルダ伝送のシステムの概略図を示
す。
【図２】本開示の例示的な実施形態に係るインスタント受信クライアントの概略図を示す
。
【図３】本開示の例示的な実施形態に係るインスタント受信クライアントの概略図を示す
。
【図４】本開示の例示的な実施形態に係るインスタント送信クライアントの概略図を示す
。
【図５】本開示の例示的な実施形態に係るファイルフォルダ伝送のための方法のフローチ
ャートを示す。
【図６】本開示の例示的な実施形態に係るファイルフォルダ伝送のための方法のフローチ
ャートを示す。
【図７】図１に記載された例示的なシステムをより詳細に示す。
【発明を実施するための形態】
【００２３】
　本開示の例示的な実施形態および例示的な実施形態における特徴は、矛盾しない状況下
で互いに組み合わされてもよいことに留意するべきである。本開示は、添付の図面および
例示的な実施形態を用いて以下に詳細に記載される。
【００２４】
　図１は、本開示の例示的な実施形態に係るファイルフォルダ伝送のシステムの概略図を
示す。
【００２５】
　図１に示されるように、ファイルフォルダ伝送システムは、インスタント送信クライア
ント１０およびインスタント受信クライアント２０を含む。
【００２６】
　一実施形態では、インスタント送信クライアント１０は、ファイルフォルダの情報とフ
ァイルフォルダ内の各ファイルの情報とを取得するように構成されてもよい。例えば、イ
ンスタント送信クライアント１０は、そのインスタント送信クライアントが位置するとこ
ろであるローカルコンピュータまたはサーバからの直接入手によって、あるいはそのイン
スタント送信クライアントが位置するところであるコンピュータと接続されたサーバまた
はコンピュータからの入手によって、ファイルフォルダの情報とファイルフォルダ内の各
ファイルの情報とを取得してもよい。インスタント受信クライアント２０は、ファイルフ
ォルダの情報とファイルフォルダ内の各ファイルの情報とをインスタント送信クライアン
ト１０から受信し表示するように構成されてもよい。いくつかの実施形態では、インスタ
ント受信クライアント２０は、ユーザによって入力された選択情報を受信し、選択情報に
対応するファイルフォルダ内の（複数の）ファイルを受信するように更に構成されてもよ
い。選択情報は、例えば、ユーザによって選択されたファイルフォルダ内の（複数の）フ
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ァイルの情報を含んでもよい。いくつかの実施形態では、インスタント受信クライアント
２０およびインスタント送信クライアント１０は、無線通信または有線通信を通じて互い
に通信してもよい。
【００２７】
　一実施形態では、インスタント送信クライアント１０によって取得されたファイルフォ
ルダの情報とファイルフォルダ内の各ファイルの情報とは、ファイルフォルダの名前、フ
ァイルフォルダ内の各ファイルのそれぞれの名前およびそれぞれのサイズ等を含んでもよ
いが、これらに限定されない。
【００２８】
　インスタント受信クライアント２０は、送信されるファイルフォルダの情報とファイル
フォルダ内の各ファイルの情報とだけをまず受信してもよい。次いで、インスタント受信
クライアント２０は、ユーザによって所望された（複数の）ファイルの選択のために受信
された情報をユーザに表示してもよい。インスタント受信クライアント２０は、ユーザに
よって入力された選択情報を更に受信し、選択情報に対応するファイルフォルダリストを
インスタント送信クライアント１０に送信してもよい。選択情報を受信することに応答し
て、インスタント送信クライアント１０は、ユーザによって所望された（複数の）ファイ
ルをインスタント受信クライアント２０に送信してもよく、それゆえに、ユーザによって
所望された（複数の）ファイルだけを伝送することが可能になり、従って、ユーザの操作
を容易にし、ファイルフォルダ伝送のプロセスの間にネットワークリソースを効率的に節
約する。
【００２９】
　一実施形態では、インスタント受信クライアント２０は、受信された（複数の）ファイ
ル以外のファイルフォルダ内のファイルを受信し続けるかどうかについてのプロンプトを
提供するように更に構成される。更に、インスタント送信クライアント１０は、ユーザが
、ファイルフォルダ内の受信された（複数の）ファイル以外のファイルを受信し続けるこ
とを選択する場合、ファイルフォルダ内の受信された（複数の）ファイル以外のファイル
をインスタント受信クライアント２０に送信するように更に構成される。いくつかの状況
において、ユーザによって所望された（複数の）ファイルの伝送が完了次第、ユーザは、
ファイルフォルダ内の残りのファイルを取得することを望んでもよい。その時点で、ユー
ザが残りのファイルを伝送することを望む場合にインスタント受信クライアント２０がプ
ロンプトをユーザに提供することを可能にすることは、ユーザの操作を非常に容易にする
であろう。
【００３０】
　インスタント受信クライアント１０によってファイルフォルダの情報とファイルフォル
ダ内の各ファイルの情報とを受信する前に、インスタント送信クライアント１０は、ファ
イルフォルダの情報とファイルフォルダ内の各ファイルの情報とを取得するために、送信
されるファイルフォルダを探索するように更に構成されてもよい。インスタント送信クラ
イアント１０は、ファイルフォルダの情報とファイルフォルダ内の各ファイルの情報とを
インスタント受信クライアント２０に同時に送信してもよい。ファイルフォルダの情報と
ファイルフォルダ内の各ファイルの情報とをインスタント受信クライアント２０に同時に
送信することは、インスタント受信クライアント２０がファイルフォルダの情報とファイ
ルフォルダ内の各ファイルの情報とを同時に取得して表示することを可能にし、従って、
ユーザが所望した（複数の）ファイルを選択することを容易にする。
【００３１】
　一実施形態では、インスタント受信クライアント２０が、ユーザによって入力された選
択情報を受信した後に、インスタント受信クライアント２０は、選択情報に対応するファ
イルリストをインスタント送信クライアント１０に送信するように更に構成されてもよい
。インスタント送信クライアント１０は、ファイルリストに対応する（複数の）ファイル
をインスタント受信クライアントに送信してもよい。インスタント送信クライアント１０
が、受信されたファイルリストに基づいて（複数の）ファイルを伝送するので、すなわち



(9) JP 5948353 B2 2016.7.6

10

20

30

40

50

、ファイルリスト内で見つけられた（複数の）ファイルだけを伝送するので、それゆえに
、不必要なファイル伝送は回避される。従って、このことは、ネットワークリソースを効
率的に節約し、伝送速度を向上する。
【００３２】
　図２は、本開示の例示的な実施形態に係るインスタント受信クライアントの概略図であ
る。
【００３３】
　図２に示されるように、インスタント受信クライアント２０は、第１の受信モジュール
２０１、表示モジュール２０２、第２の受信モジュール２０３、および第３の受信モジュ
ール２０４を含む。
【００３４】
　第１の受信モジュール２０１は、ファイルフォルダの情報とファイルフォルダ内の各フ
ァイルの情報とを受信する。表示モジュール２０２は、ファイルフォルダの情報とファイ
ルフォルダ内の各ファイルの情報とを表示してもよい。いくつかの実施形態では、第２の
受信モジュール２０３は、ユーザによって入力された選択情報を受信してもよい。選択情
報は、例えば、ユーザによって選択されたファイルフォルダ内のファイルの情報を含んで
もよい。第３の受信モジュール２０４は、選択情報に対応するファイルフォルダ内のファ
イルを受信してもよい。
【００３５】
　インスタント受信クライアント２０は、送信されるファイルフォルダの情報とファイル
フォルダ内の各ファイルの情報とだけをまず受信し、次いで、ユーザによって所望された
（複数の）ファイルを選択するために、受信された情報をユーザに表示する。インスタン
ト受信クライアント２０は、ユーザによって入力された選択情報を更に受信し、選択情報
に対応するファイルフォルダを受信してもよい。従って、ユーザによって所望された（複
数の）ファイルだけが伝送され、それゆえに、不必要なファイル伝送を削減し、ネットワ
ークリソースを効率的に節約する。
【００３６】
　図３は、本開示の例示的な実施形態に係るインスタント受信クライアントの概略図であ
る。
【００３７】
　図３に示されるように、インスタント受信クライアント２０は、第１の受信モジュール
２０１、表示モジュール２０２、第２の受信モジュール２０３および第３の受信モジュー
ル２０４に加えて、第４の受信モジュール２０５を更に含む。
【００３８】
　一実施形態では、第１の受信モジュール２０１は、ファイルフォルダの情報とファイル
フォルダ内の各ファイルの情報とを受信するように構成される。表示モジュール２０２は
、ファイルフォルダの情報とファイルフォルダ内の各ファイルの情報とを表示してもよい
。更に、第２の受信モジュール２０３は、ユーザによって入力された選択情報を受信する
ように構成されてもよく、ここで、選択情報は、ユーザによって選択されたファイルフォ
ルダ内のファイルの情報に対応する。一実施形態では、第３の受信モジュール２０４は、
選択情報に対応するファイルフォルダ内のファイルを受信するように構成される。いくつ
かの実施形態では、第４の受信モジュール２０５は、ユーザによって入力されたファイル
伝送の順序の情報を受信してもよい。第３の受信モジュール２０４は、ファイル伝送の順
序の情報に従って、ファイルフォルダ内の各ファイルを受信するように更に構成されても
よい。
【００３９】
　インスタント受信クライアント２０は、ユーザによって入力されたファイル伝送の順序
の情報をまず受信し、ユーザによって所望されたファイルフォルダ順序に従って受信する
ことを実行し、それによって、ユーザのニーズに基づいてファイルを受信する順序を確認
する。一実施形態では、ユーザによって所望されたファイルフォルダ順序に従って受信す
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ることを実行するインスタント受信クライアント２０は、以下のように実施されてもよい
。すなわち、インスタント受信クライアント２０は、ユーザによって入力されたファイル
伝送順序情報を受信し、ファイル伝送順序情報をインスタント送信クライアント１０に送
信する。次いで、インスタント送信クライアント１０は、ファイル伝送順序情報に従って
ファイルフォルダ内のファイルを送信してもよい。ユーザによって所望された順序に従っ
てインスタント送信クライアント側からファイルを送信することによって、ファイルのフ
ァイル伝送は、ユーザのニーズに従って完全に制御されることができ、従って、ネットワ
ークリソースを最大限に節約する。
【００４０】
　図４は、本開示の例示的な実施形態に係るインスタント送信クライアントの概略図であ
る。
【００４１】
　図４に示されるように、インスタント送信クライアント１０は、探索モジュール１０１
および送信モジュール１０２を含む。
【００４２】
　一実施形態では、探索モジュール１０１は、ファイルフォルダの情報とファイルフォル
ダ内の各ファイルの情報とを取得するために、伝送されるファイルフォルダを探索するよ
うに構成されてもよい。送信モジュール１０２は、ファイルフォルダの情報とファイルフ
ォルダ内の各ファイルの情報とをインスタント受信クライアント２０に送信するように構
成されてもよい。ファイルフォルダの情報とファイルフォルダ内の各ファイルの情報とを
インスタント受信クライアント２０に送信することによって、インスタント受信クライア
ント２０は、ファイルフォルダの情報とファイルフォルダ内の各ファイルの情報とを同時
に取得し表示することが可能になり、それゆえに、ユーザが、ユーザの所望したファイル
を選択することを容易にする。
【００４３】
　説明の目的のために、上記装置は、それぞれの機能に基づいて個々のユニットに関して
別個に記載されることに留意するべきである。本開示を実施するとき、各ユニットの機能
は、１つまたは複数のソフトウェアおよび／またはハードウェア構成要素において実施さ
れてもよい。特に、インスタント送信クライアント１０およびインスタント受信クライア
ント２０は、ハードウェアまたはインスタントメッセージングソフトウェアを用いて実施
されてもよい。
【００４４】
　図５は、本開示の例示的な実施形態に係るファイルフォルダ伝送の方法のフローチャー
トである。
【００４５】
　図５に示されるように、ファイルフォルダ伝送の方法は以下のブロックを含む。
【００４６】
　ブロックＳ５０２では、インスタント受信クライアント２０は、ファイルフォルダの情
報とファイルフォルダ内の各ファイルの情報とを受信する。
【００４７】
　ブロックＳ５０４では、インスタント受信クライアント２０は、ファイルフォルダの情
報とファイルフォルダ内の各ファイルの情報とを表示する。
【００４８】
　ブロックＳ５０６では、インスタント受信クライアント２０は、ユーザによって入力さ
れた選択情報を受信する。選択情報は、ユーザによって選択されたファイルフォルダ内の
ファイルと関連付けられた情報に対応する。
【００４９】
　ブロックＳ５０８では、インスタント受信クライアント２０は、選択情報に対応するフ
ァイルフォルダ内のファイルを受信する。
【００５０】
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　この例示的な実施形態において、インスタント受信クライアント２０は、伝送されるフ
ァイルフォルダの情報と伝送されるファイルフォルダ内の各ファイルの情報とだけをまず
受信し、受信される所望の（複数の）ファイルをユーザが選択するために受信された情報
をユーザに表示し、ユーザによって入力された選択情報を受信し、選択情報に対応するフ
ァイルフォルダを受信することが許可される。そのように、ユーザによって所望された（
複数の）ファイルだけが伝送され、それゆえに、不必要なファイル伝送を削減し、ネット
ワークリソースを効率的に節約する。
【００５１】
　更に、一実施形態では、インスタント受信クライアント２０は、ユーザによって入力さ
れたファイル伝送の順序の情報を受信してもよい。この場合において、選択情報に対応す
るファイルフォルダ内のファイルを受信することは、インスタント受信クライアント２０
が、ファイル伝送の順序の情報に従ってファイルフォルダ内の各ファイルを受信すること
を含む。この例示的な実施形態を通して、インスタント受信クライアント２０は、ユーザ
によって入力されたファイル伝送の順序の情報をまず受信し、次いで、ファイル伝送の順
序の情報に従ってフォルダファイル内の各ファイルを受信してもよく、それによって、ユ
ーザのニーズに従ってファイルを受信する順序の決定を許可する。更に、ユーザによって
所望されたファイルフォルダ順序に従って受信することを実行するインスタント受信クラ
イアント２０は、以下の方法を用いて実施されてもよい。すなわち、インスタント受信ク
ライアント２０は、ユーザによって入力されたファイル伝送の順序の情報を受信し、ファ
イル伝送の順序の情報をインスタント送信クライアント１０に送信し、インスタント送信
クライアントは、ファイル伝送の順序の情報に従ってファイルフォルダ内のファイルを送
信する。ユーザによって所望された順序に従ってインスタント送信クライアント側によっ
てファイルを送信することにより、ファイルのファイル伝送は、ユーザのニーズに基づい
て完全に制御されることができ、従って、ネットワークリソースを最大限に節約する。
【００５２】
　一実施形態では、インスタント受信クライアント２０によってファイルフォルダの情報
とファイルフォルダ内の各ファイルの情報とを受信する前に、インスタント送信クライア
ント１０は、ファイルフォルダの情報とファイルフォルダ内の各ファイルの情報とを取得
するために、伝送されるファイルフォルダを探索してもよい。インスタント送信クライア
ント１０は、ファイルフォルダの情報とファイルフォルダ内の各ファイルの情報とをイン
スタント受信クライアント２０に同時に送信してもよい。その時点で、インスタント受信
クライアント２０は、受信するユーザが、できる限りの情報の理解に基づいて選択をする
ことを容易にするために、できる限りの情報を同時に表示してもよい。
【００５３】
　いくつかの実施形態では、インスタント受信クライアント２０がユーザによって入力さ
れた選択情報を受信した後に、インスタント受信クライアント２０は、選択情報に対応す
るファイルリストをインスタント送信クライアント１０に更に送信してもよい。ファイル
リストを受信することに応答して、インスタント送信クライアント１０は、ファイルリス
トに対応するファイルをインスタント受信クライアント２０に送信してもよい。インスタ
ント送信クライアント１０が、選択情報に対応する受信されたファイルリストに基づいて
ファイルリストに対応するファイルを見つけて、ファイルリストに対応するファイルをイ
ンスタント受信クライアント２０に送信することを可能にすることによって、インスタン
ト送信クライアント１０は、迅速に伝送される必要があるファイルを検索することが可能
になる。
【００５４】
　その上またはその代わりに、インスタント受信クライアント２０が選択情報に対応する
ファイルフォルダ内のファイルを受信した後に、インスタント受信クライアント２０は、
受信されたファイル以外のファイルフォルダ内のファイルを受信し続けるかどうかについ
てのプロンプトを提供してもよい。プロンプトを設定することによって、ユーザが、受信
されたファイル以外のファイルフォルダ内のファイルを受信することを望む場合、ユーザ
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は、残りのファイルを受信するためにプロンプトに従って操作を直接実行してもよく、従
って、ユーザに便宜を供与する。
【００５５】
　一実施形態では、インスタント受信クライアント２０が、受信されたファイル以外のフ
ァイルフォルダ内のファイルを受信し続けるかどうかについてのプロンプトを提供した後
に、ユーザが、受信されたファイル以外のファイルフォルダ内のファイルを受信し続ける
ことを選択する場合、インスタント受信クライアント２０は、受信されたファイル以外の
ファイルフォルダ内のファイルに対応する残りのファイルリストをインスタント送信クラ
イアント１０に送信してもよい。残りのファイルリストを受信することに応答して、イン
スタント送信クライアント１０は、残りのファイルリストに対応するファイルをインスタ
ント受信クライアント２０に送信してもよい。インスタント送信クライアント１０が、残
りのファイルのファイルリストに基づいてファイルを見つけて、残りのファイルのファイ
ルリストに対応するファイルをインスタント受信クライアント２０に送信することを可能
にすることによって、インスタント送信クライアント１０は、所望されてはいるものの迅
速に伝送されてはいないファイルを検索することが可能になる。
【００５６】
　本開示の例示的な実施形態によれば、インスタントメッセージングの間のファイルフォ
ルダ伝送の方法が更に提供され、その方法は以下のブロックを含む。
【００５７】
　ブロックＳ５１２では、インスタント送信クライアントは、ファイルフォルダの情報と
ファイルフォルダ内の各ファイルの情報とを取得するために、伝送されるファイルフォル
ダを探索する。
【００５８】
　ブロックＳ５１４では、インスタント送信クライアントは、ファイルフォルダの情報と
ファイルフォルダ内の各ファイルの情報とをインスタント受信クライアントに送信する。
【００５９】
　ブロックＳ５１６では、インスタント送信クライアントは、ユーザによって選択されて
いるファイルフォルダ内のファイルについての情報をインスタント受信クライアントから
受信する。
【００６０】
　ブロックＳ５１８では、インスタント送信クライアントは、選択情報に対応するファイ
ルフォルダ内のファイルを送信する。
【００６１】
　この例示的な実施形態において、インスタント送信クライアントが、伝送されるファイ
ルフォルダを探索し、探索されたファイルフォルダの情報とファイルフォルダ内の各ファ
イルの情報とをインスタント受信クライアントに送信することを可能にすることによって
、インスタント受信クライアントは、ユーザが、受信される所望のファイルを選択し、選
択情報に対応するファイルだけを伝送することを可能にするために、伝送されるファイル
フォルダの情報とファイルフォルダ内の各ファイルの情報とを受信するとすぐに、受信さ
れた情報をユーザに表示することが許可される。従って、この例示的な実施形態は、ユー
ザによって所望されたファイルだけを伝送することを可能にし、従って、不必要なファイ
ル伝送を削減し、ネットワークリソースを効率的に節約する。
【００６２】
　図６は、本開示の例示的な実施形態に係るファイルフォルダ伝送の方法のフローチャー
トである。
【００６３】
　この図面において、送信側は、（送信側のローカルコンピューティングデバイスまたは
サーバを含む）ファイルフォルダの伝送を開始するユーザに対応する。受信側は、（受信
側のローカルコンピューティングデバイスまたはサーバを含む）伝送されたファイルフォ
ルダを受信するユーザに対応する。インスタント送信クライアントは、上記の例示的な実
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施形態のいずれか１つに記載されたインスタント送信クライアント１０であってもよい。
インスタント受信クライアントは、上記の例示的な実施形態のいずれか１つに記載された
インスタント受信クライアント２０であってもよい。図６に示されるように、その方法は
、以下のブロックを含む。
【００６４】
　ブロックＳ６０１では、送信側は、コンピューティングデバイスがインスタント送信ク
ライアントのためにファイルフォルダを送信することをもたらすために送信側のローカル
コンピューティングデバイスにおける操作を実行する。あるいは、インスタント送信クラ
イアントは、ユーザによって入力された操作の情報を受信し、ユーザの操作に基づいて伝
送されるファイルフォルダを局所的に検索する。
【００６５】
　ブロックＳ６０２では、インスタント送信クライアントは、ファイルフォルダのディレ
クトリを探索し、ファイル情報を収集し、ファイルフォルダの情報とファイルフォルダ内
の各ファイルの情報とを取得する。ファイル情報は、ファイル名、ファイルサイズ、ファ
イル種類などを含んでもよい。
【００６６】
　ブロックＳ６０３では、送信側のコンピューティングデバイスまたはサーバは、インス
タント送信クライアントによって必要とされたファイルフォルダとファイルとの情報をイ
ンスタント送信クライアントに戻す。
【００６７】
　ファイルフォルダの情報とファイルフォルダ内の全てのファイルの情報とは、送信側の
コンピューティングデバイスまたはサーバからインスタント送信クライアントに戻されて
もよいし、あるいは、インスタント送信クライアントによって局所的に直接取得されても
よいことに、留意するべきである。
【００６８】
　ブロックＳ６０４では、インスタント送信クライアントは、ファイルフォルダ情報およ
びファイル情報をインスタント受信クライアントに送信する。例えば、インスタント送信
クライアントは、例えばＰ２Ｐ技術によって、ファイルフォルダ情報およびファイル情報
をインスタント受信クライアントに伝送してもよい。
【００６９】
　ブロックＳ６０５では、インスタント受信クライアントは、フォルダ情報およびファイ
ル情報を受信側に表示する。例えば、インスタント受信クライアントは、リスト制御を用
いてリストを受信側に提示してもよい。リストは、ファイルフォルダの名前と、ファイル
フォルダ内の各ファイルの名前、サイズおよび種類などを含む。
【００７０】
　一実施形態では、情報を受信することに応答して、インスタント受信クライアントは、
もうすぐ伝送されるファイルフォルダを受信側にまず通知してもよい。受信側は、リスト
制御を通してファイルフォルダの名前を見て、更に、リストをクリックし次第、ファイル
フォルダ内の全てのファイルの情報を更に見てもよい。
【００７１】
　ブロックＳ６０６では、フォルダ情報およびファイル情報を見た後に、受信側は、受信
されるファイルフォルダ内の所望の（複数の）ファイルを選択する。受信側は、受信側の
ニーズに基づいて伝送のために受信側の所望の（複数の）ファイルを検査し選択してもよ
いし、その全伝送を実行するためにファイルフォルダの名前を検査し選択してもよい。
【００７２】
　ブロックＳ６０７では、インスタント受信クライアントは、ユーザによって選択された
ファイルリストをインスタント送信クライアントに送信する。
【００７３】
　ブロックＳ６０８では、インスタント送信クライアントは、ユーザによって選択された
ファイルフォルダとファイルフォルダ内のファイル、すなわちファイルリストに対応する
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ファイルとを、インスタント受信クライアントに送信する。例えば、伝送される必要があ
るファイルリストを受信した後に、ファイルは、ファイルリストに対応する全てのファイ
ルが完全に伝送されるまで順序に従って伝送される。
【００７４】
　ブロックＳ６０９では、インスタント受信クライアントは、伝送が完了したことを受信
側に通知し、伝送し続けるかどうかについてのプロンプトを提供し、受信側が、ファイル
を選択し、更なる伝送のためにそれのファイルリストを送信することを可能にする。
【００７５】
　ブロックＳ６１０では、受信側は、伝送し続けることを選択し、伝送のために残された
ファイルを選択する。
【００７６】
　ブロックＳ６１１では、インスタント受信クライアントは、残りのファイルリストをイ
ンスタント送信クライアントに送信する。
【００７７】
　ブロックＳ６１２では、インスタント送信クライアントは、残りのファイルをインスタ
ント受信クライアントに送信する。
【００７８】
　ブロックＳ６１３では、インスタント受信クライアントは、ファイル伝送が完了したこ
とを受信側に通知する。
【００７９】
　ブロック６１４では、受信側は、伝送が完了したことを確認する。
【００８０】
　ブロックＳ６１５では、インスタント受信クライアントは、伝送の割合およびファイル
情報を記録する。伝送されたファイルフォルダの情報を局所的に記録することによって、
ブレークポイントにおける再伝送が実行されてもよい。
【００８１】
　ブロックＳ６１６では、インスタント受信クライアントは、伝送が完了したことを示す
メッセージをインスタント送信クライアントに送信する。
【００８２】
　ブロックＳ６１７では、伝送が完了したことを示すメッセージを受信することに応答し
て、インスタント送信クライアントは、伝送を終了し、送信側のための伝送を完了する。
【００８３】
　この例示的な実施形態において、既存のインスタントメッセージングツールにおけるフ
ァイルフォルダ伝送の機能を向上することによって、受信側は、ファイルフォルダの内容
を具体的に見ることができ、受信側が伝送するためにおよび伝送の順序の調整のために真
に必要とする（複数の）ファイルを選択することができる。
【００８４】
　添付の図面のフローチャートに示されたブロックが、コンピューティングシステムの一
連のコンピュータ実行可能な命令を用いて実行されてもよいことに、留意するべきである
。更には、論理的順序がフローチャートに示されるが、そのフローチャートに図示された
または記載されたブロックは、ある一定の状況下でその論理的順序とは異なる順序で実行
されてもよい。
【００８５】
　本開示は、新しい技術的スキームを提供する。具体的には、ファイルフォルダ伝送を開
始するとき、送信側は、ファイルフォルダの情報のみならず、ファイルフォルダ内の全て
のファイルの名前、種類およびサイズなどの情報も受信側に送信する。更に、送信側は、
伝送を続けるための選択のオプションとブレークポイントにおける再伝送のオプションと
を受信側に更に提供する。上記の記載から理解され得るように、本開示は以下の利点を有
する。すなわち、
１．受信の前に、受信側は、ファイルフォルダの内容を十分に理解することができ、従っ
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て、伝送の安全性を高める。
２．ユーザの自主性が顕在化される。ユーザは、ユーザの好みおよびスペースなどの要因
に基づいて、伝送のために１つまたは複数のファイルを選択することができ、従って、ネ
ットワークフローを節約する。
３．ユーザは、ユーザのニーズに基づいてファイル伝送の順序を選択することが許可され
る。
４．ファイルフォルダ伝送の個々のユーザ体験がもたらされる。
【００８６】
　例示的な実施形態の上記の記載から、当業者は、開示された方法およびシステムが、汎
用ハードウェアプラットフォームでソフトウェアを使用して実施されてもよいことを明ら
かに理解することができる。この理解に基づいて、本開示の技術的スキームまたは既存の
技術への貢献は、ソフトウェア製品の形態で実施されてもよい。ソフトウェア製品は、不
揮発性記憶媒体、例えば、ＲＯＭ／ＲＡＭ、ディスク、またはコンパクトディスク等に格
納されてもよく、本開示における例示的な実施形態または例示的な実施形態の一定の部分
に記載された方法を実行するコンピューティングデバイス（例えば、パーソナルコンピュ
ータ、サーバまたはネットワークドデバイスなど）のための命令を含む。
【００８７】
　様々な例示的な実施形態は、本開示に徐々に記載される。例示的な実施形態の同一また
は類似の部分は、互いに参照され得る。例示的な実施形態のそれぞれは、他の例示的な実
施形態とは異なる焦点を有する。特に、例示的なシステムは、例示的な方法とのその例示
的なシステムの基本的な対応のために、比較的簡単な手法で記載されている。その例示的
なシステムの詳細は、例示的な方法の関連した部分を参照されることができる。
【００８８】
　開示された方法およびシステムは、（複数の）汎用もしくは特殊用途コンピュータシス
テムの環境または構成に使用されてもよい。実例は、パーソナルコンピュータ、サーバコ
ンピュータ、手持ち式デバイスもしくは携帯型デバイス、タブレットデバイス、マルチプ
ロセッサシステム、マイクロプロセッサシステム、セットトップボックス、プログラム可
能な家庭用電化製品、ネットワークＰＣ、マイクロコンピュータ、マクロコンピュータ、
および上記のシステムまたはデバイスのいずれかを含む分散形コンピューティング環境を
含む。
【００８９】
　開示された方法およびシステムは、コンピュータ実行可能な命令、例えばプログラムモ
ジュールの一般的コンテキストに記載されることができる。一般に、プログラムモジュー
ルは、特定の機能を実行するかまたは特定の抽象データ型を実施するルーチン、プログラ
ム、オブジェクト、構成要素、データ構造、および同様のものを含むことができる。開示
された方法およびシステムはまた、機能が、通信ネットワークを通じてリンクされる遠隔
処理デバイスによって実行される分散形コンピューティング環境において実践されること
もできる。分散形コンピューティング環境では、プログラムモジュールは、記憶デバイス
を含む、ローカルおよび／または遠隔コンピュータ記憶媒体に位置してもよい。
【００９０】
　明らかに、当業者は、本開示におけるモジュールまたはブロックが一般のコンピューテ
ィングデバイスを用いて実現され得ることと、それらのモジュールまたはブロックが単一
コンピューティングデバイスに集められ得ることと、または複数のコンピューティングデ
バイスから成るネットワークに分散され得ることとが理解されるべきである。オプション
として、それらのモジュールまたはブロックは、コンピューティングデバイスにおける実
行可能なプログラムコードを用いて実施されることができ、従って、記憶デバイスに格納
され、コンピューティングデバイスによって実行されることができる。あるいは、それら
のモジュールまたはブロックは、複数の集積回路モジュールに別個に生成されることがで
きるし、あるいは、それらの様々なモジュールおよびブロックは、単一の集積回路モジュ
ールを形成するために組み合わされることができる。このようにして、本開示は、任意の
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特定の組み合わせのハードウェアおよびソフトウェアに限定されるものではない。
【００９１】
　例えば、図７は、上記したようなシステムなどの例示的なシステム７００をより詳細に
示す。一実施形態では、システム７００は、インスタント送信クライアント７０２、イン
スタント受信クライアント７０４、およびネットワーク７０６を含む。ネットワークは、
無線通信ネットワークまたは有線通信ネットワークを含んでもよいが、これらに限定され
ない。
【００９２】
　インスタント送信クライアント７０２は、１つまたは複数のプロセッサ７０８、ネット
ワークインターフェース７１０、メモリ７１２、および入出力インターフェース７１４を
含むことができるが、これらに限定されない。
【００９３】
　インスタント受信クライアント７０４は、１つまたは複数のプロセッサ７１６、ネット
ワークインターフェース７１８、メモリ７２０、および入出力インターフェース７２２を
含むことができるが、これらに限定されない。
【００９４】
　メモリ７１２およびメモリ７２０は、ランダムアクセスメモリ（ＲＡＭ）などの揮発性
メモリおよび／または読み出し専用メモリ（ＲＯＭ）もしくはフラッシュＲＡＭなどの不
揮発性メモリの形態のコンピュータ読み取り可能な媒体を含んでもよい。メモリ８０３は
、コンピュータ読み取り可能な媒体の例である。
【００９５】
　コンピュータ読み取り可能な媒体は、コンピュータ読み取り可能な命令、データ構造、
プログラムモジュール、もしくは他のデータなどの情報の記憶のための任意の方法または
技術において実施される揮発性および不揮発性の、取り外し可能および取り外し不可能な
媒体を含む。コンピュータ記憶媒体の例は、相変化メモリ（ＰＲＡＭ）、スタティックラ
ンダムアクセスメモリ（ＳＲＡＭ）、ダイナミックランダムアクセスメモリ（ＤＲＡＭ）
、他の種類のランダムアクセスメモリ（ＲＡＭ）、読み出し専用メモリ（ＲＯＭ）、電気
的消去可能でプログラム可能な読み出し専用メモリ（ＥＥＰＲＯＭ）、フラッシュメモリ
もしくは他のメモリ技術、コンパクトディスク読み出し専用メモリ（ＣＤ‐ＲＯＭ）、デ
ジタル多用途ディスク（ＤＶＤ）もしくは他の光学記憶装置、磁気カセット、磁気テープ
、磁気ディスク記憶装置もしくは他の磁気記憶デバイス、またはコンピューティングデバ
イスによるアクセスのために情報を格納するように使用されることができる任意の他の非
伝送媒体を含むが、これらに限定されるものではない。本明細書に定義されるように、コ
ンピュータ読み取り可能な媒体は、変調されたデータ信号および搬送波などの一過性の媒
体を含まない。
【００９６】
　一実施形態では、インスタント送信クライアント７０２のメモリ７１２は、プログラム
モジュール７２４およびプログラムデータ７２６を含んでもよい。いくつかの実施形態で
は、プログラムモジュール７２４は、探索モジュール７２８および送信モジュール７３０
を含んでもよい。これらのプログラムモジュールについての詳細は、上記された実施形態
において見つけられるであろう。
【００９７】
　一実施形態では、インスタント受信クライアント７０４のメモリ７２０は、プログラム
モジュール７３２およびプログラムデータ７３４を含んでもよい。いくつかの実施形態で
は、プログラムモジュール７３２は、第１の受信モジュール７３６、表示モジュール７３
８、第２の受信モジュール７４０、第３の受信モジュール７４２および第４の受信モジュ
ール７４４を含んでもよい。これらのプログラムモジュールについての詳細は、上記され
た実施形態において見つけられるであろう。
【００９８】
　上記の例示的な実施形態は、本開示の単なる実施形態例にすぎず、本開示を限定するも
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のとして解釈されるべきではない。当業者のために、本開示は、この開示の趣旨および範
囲から逸脱すること無く、多くの異なる手法で変更されるか変形され得る。従って、この
開示の趣旨および範囲内にある変形、同等物および改良などの全てが、本開示の保護範囲
内に包含されることが意図される。　

【図１】 【図２】
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【図３】 【図４】

【図５】 【図６】
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【図７】
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