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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
コンピュータシステムであって、
１つまたは複数のプロセッサと、
システムメモリと、
前記１つまたは複数のプロセッサによって実行されるとき、前記コンピュータシステム
に未読電子メールメッセージの表示をモバイルデバイス利用者に提供するための方法を行
わせる、コンピュータ実行可能命令をその上に記憶した１つまたは複数のコンピュータ可
読記憶媒体と
を備え、前記方法は、
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前記モバイルデバイス利用者から、前記利用者と関連する少なくとも１つのモバイルデ
バイスについてのトークンＩＤおよび前記モバイルデバイス利用者の電子メール受信箱が
最後にアクセスされた時刻を示すタイムスタンプを含む登録データを受け取る動作であっ
て、前記登録データが、前記利用者を電子メールプッシュ通知に登録する、動作と、
新しい電子メールメッセージが前記利用者の電子メール受信箱で前記利用者に到着した
ことを決定する動作と、
未読電子メールメッセージの数を決定するために前記利用者の電子メール受信箱にアク
セスする動作であって、未読電子メールメッセージの前記数が、前記利用者の電子メール
受信箱で受け取られたが、前記タイムスタンプに記載された前記時刻以来別の電子メール
クライアントを使用して見られていないまたは既読として印が付けられていない電子メー
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ルメッセージの数を含む、動作と、
プッシュ通知を前記利用者の登録されたモバイルデバイスのそれぞれに送る動作であっ
て、前記プッシュ通知が、未読電子メールメッセージの前記数を提供する、動作と
を含む、コンピュータシステム。
【請求項２】
前記利用者の電子メール受信箱が最後にアクセスされた時刻を示すタイムスタンプがす
でに存在することを決定する動作と、
前記受け取られた登録情報での前記タイムスタンプ上の前記時刻で既存のタイムスタン
プを更新する動作と
をさらに含む、請求項１に記載のコンピュータシステム。
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【請求項３】
前記利用者の電子メール受信箱が最後にアクセスされた時刻を示すタイムスタンプがす
でに存在することを決定する動作であって、既存のタイムスタンプが、前記利用者の電子
メール受信箱にアクセスする前記利用者に属する第２の異なる登録されたモバイルデバイ
スに基づいて作成された、動作と、
前記利用者の電子メール受信箱が前記第２の異なるモバイルデバイスによって最後にア
クセスされた時刻で前記既存のタイムスタンプを更新する動作と
をさらに含む、請求項１に記載のコンピュータシステム。
【請求項４】
前記モバイルデバイス利用者の電子メール受信箱は、個人情報管理アプリケーションを
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使用してアクセスされる、請求項３に記載のコンピュータシステム。
【請求項５】
前記既存のタイムスタンプは、前記利用者の個人情報管理アプリケーションが背景モー
ドに移行する時刻で更新される、請求項４に記載のコンピュータシステム。
【請求項６】
前記登録データは、個人情報管理アプリケーションが前記モバイルデバイス上で最前面
モードにもたらされるたびに前記モバイルデバイス利用者から受け取られる、請求項５に
記載のコンピュータシステム。
【請求項７】
前記利用者の登録されたモバイルデバイスに送られた前記プッシュ通知は、通知バッジ
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が表示される引き金となり、未読電子メールメッセージの数を示す、請求項１に記載のコ
ンピュータシステム。
【請求項８】
前記プッシュ通知を前記利用者の登録されたモバイルデバイスのそれぞれに送ることは
、未読電子メールメッセージの数を第三者サービスに送ることを含み、前記第三者サービ
スは、未読電子メールメッセージの前記数を前記利用者のモバイルデバイスに送るように
構成される、請求項１に記載のコンピュータシステム。
【請求項９】
前記トークンＩＤは、前記モバイルデバイスの１つまたは複数の特性を示す、請求項１
に記載のコンピュータシステム。
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【請求項１０】
前記トークンＩＤは、前記モバイルデバイスのオペレーティングシステムによって提供
される、請求項９に記載のコンピュータシステム。
【請求項１１】
コンピュータシステムであって、
１つまたは複数のプロセッサと、
システムメモリと、
前記１つまたは複数のプロセッサによって実行されるとき、前記コンピュータシステム
に未読電子メールメッセージ総数を確立するための方法を行わせる、コンピュータ実行可
能命令をその上に記憶した１つまたは複数のコンピュータ可読記憶媒体と
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を備え、前記方法は、
タイムスタンプが、登録されたモバイルデバイス利用者について確立されたことを決定
する動作であって、前記タイムスタンプが、前記利用者の電子メール受信箱が最後にアク
セスされた時刻を示し、前記タイムスタンプが、それぞれの登録されたモバイルデバイス
についてのトークンＩＤを含む登録情報を前記モバイルデバイス利用者から受け取ること
で確立される、動作と、
前記利用者の電子メール受信箱で前記利用者への１つまたは複数の電子メールメッセー
ジを受け取る動作と、
前記１つまたは複数の受け取られた電子メールメッセージが、非モバイル電子メールク
ライアントアプリケーションを使用して前記利用者によって読まれたことを決定する動作
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と、
前記利用者の電子メール受信箱で少なくとも１つのその後の電子メールメッセージを受
け取る動作と、
前記利用者が少なくとも１つの未読電子メールメッセージを有することを前記利用者に
通知するプッシュ通知を前記利用者のモバイルデバイスに送る動作であって、前記未読電
子メールメッセージが、前記利用者の受信箱で受け取られたが、前記タイムスタンプに記
載された前記時刻以来別の電子メールクライアントを使用して見られていないまたは既読
として印が付けられていないそれらの電子メールメッセージを含む、動作とを含む、コン
ピュータシステム。
【請求項１２】
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登録情報は、前記モバイルデバイス利用者と関連する複数のモバイルデバイスについて
受け取られ、各モバイルデバイスが、個別トークンＩＤを有する、請求項１１に記載のコ
ンピュータシステム。
【請求項１３】
前記非モバイル電子メールクライアントアプリケーションは、個人情報管理アプリケー
ションを含む、請求項１１に記載のコンピュータシステム。
【請求項１４】
前記非モバイル電子メールクライアントアプリケーションは、ウェブブラウザ上で実行
される、請求項１１に記載のコンピュータシステム。
【請求項１５】
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前記少なくとも１つのその後の電子メールメッセージは、前記モバイルデバイス利用者
が前記非モバイル電子メールクライアントアプリケーションを終了した後に前記利用者の
電子メール受信箱で受け取られる、請求項１１に記載のコンピュータシステム。
【請求項１６】
前記１つまたは複数の受け取られた電子メールメッセージの少なくとも１つは、前記非
モバイル電子メールクライアントアプリケーションを使用して読まれず、前記プッシュ通
知は、前記未読の受け取られたメッセージを含むことなく、未読電子メールメッセージの
数だけを示す、請求項１１に記載のコンピュータシステム。
【請求項１７】
コンピュータシステムであって、
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１つまたは複数のプロセッサと、
システムメモリと、
前記１つまたは複数のプロセッサによって実行されるとき、前記コンピュータシステム
に複数のモバイルデバイスにわたって一貫性のある、未読電子メールメッセージ総数を維
持するための方法を行わせる、コンピュータ実行可能命令をその上に記憶した１つまたは
複数のコンピュータ可読記憶媒体と
を備え、前記方法は、
モバイルデバイス利用者から、前記利用者と関連する少なくとも１つのモバイルデバイ
スについてのトークンＩＤおよび前記モバイルデバイス利用者の電子メール受信箱が最後
にアクセスされた時刻を示すタイムスタンプを含む登録データを受け取る動作であって、
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前記登録データが、前記利用者を電子メールプッシュ通知に登録する、動作と、
新しい電子メールメッセージが前記利用者のための電子メール受信箱で前記利用者に到
着したことを決定する動作と、
未読電子メールメッセージの数を決定するために前記利用者の電子メール受信箱にアク
セスする動作であって、未読電子メールメッセージの前記数が、前記利用者の受信箱で受
け取られたが、前記タイムスタンプに記載された前記時刻以来別の電子メールクライアン
トを使用して見られていないまたは既読として印が付けられていない電子メールメッセー
ジの数を含む、動作と、
プッシュ通知を前記利用者の登録されたモバイルデバイスのそれぞれに送る動作であっ
て、前記プッシュ通知が、未読電子メールメッセージの前記数を提供する、動作と、
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前記未読電子メールメッセージの少なくとも１つが、第２の異なるモバイルデバイスを
使用してその後にアクセスされることを決定する動作と、
前記利用者の電子メール受信箱が前記第２の異なるモバイルデバイスによって最後にア
クセスされた時刻で前記タイムスタンプを更新する動作とを含む、コンピュータシステム
。
【請求項１８】
未読電子メールメッセージの前記数は、少なくとも第１のモバイルデバイスおよび前記
第２の異なるモバイルデバイスにわたって一貫性がある、請求項１７に記載のコンピュー
タシステム。
【請求項１９】
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前記タイムスタンプは、前記利用者と関連するモバイルデバイスによるその後のアクセ
スごとに更新される、請求項１７に記載のコンピュータシステム。
【請求項２０】
前記タイムスタンプは、前記モバイルデバイス利用者の受信箱が非モバイル電子メール
クライアントアプリケーションを使用してアクセスされるときは更新されない、請求項１
７に記載のコンピュータシステム。
【発明の詳細な説明】
【背景技術】
【０００１】
[0001]

コンピュータは、労働力、家庭、モバイルデバイス、およびその他多くの場所に
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高度に組み込まれるようになった。コンピュータは、大量の情報を迅速かつ効率的に処理
することができる。コンピュータシステムで実行するように設計されたソフトウェアアプ
リケーションは、利用者がビジネスアプリケーション、学業、娯楽およびより多くのもの
を含む多種多様な機能を果たすことを可能にする。ソフトウェアアプリケーションはしば
しば、文書を作成するためのワードプロセッサアプリケーション、または電子メールを送
り、受け取り、整理するための電子メールプログラムなどの、特定のタスクを行うように
設計される。
【０００２】
[0002]

場合によっては、電子メールアプリケーションは、利用者が自分の電子メールを

ローカルまたはリモートにアクセスすることを可能にすることもある。例えば、利用者の
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電子メール、連絡先および予定表へのアクセスを提供する個人情報管理アプリケーション
は、ローカルインストールおよびローカルアクセスのために設計されたバージョン、なら
びに利用者がアプリケーションをブラウザー上でリモートにまたはモバイルデバイスから
使用することを可能にするリモートバージョンを有することもある。それ故に、利用者は
、自分の電子メールに自分のデスクトップまたはラップトップコンピュータシステム上で
ローカルにアクセスし、次いで後で自分の電子メールにブラウザーを通じてまたは電話な
どのモバイルデバイスを介してリモートにアクセスすることもある。新しい電子メール通
知をアプリケーションのローカルバージョンおよびリモートバージョンにわたって一貫性
のある状態に保つことは、やっかいな問題をもたらすこともある。
【発明の概要】
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【課題を解決するための手段】
【０００３】
[0003]

本明細書で述べられる実施形態は、未読電子メールメッセージの表示をモバイル

デバイス利用者に提供すること、未読電子メールメッセージ総数を確立すること、および
複数のモバイルデバイスにわたって一貫性のある、未読電子メールメッセージ総数を維持
することを対象とする。一実施形態では、コンピュータシステムは、モバイルデバイス利
用者から、利用者を電子メールプッシュ通知に登録する登録データを受け取る。登録デー
タは、利用者と関連するモバイルデバイスについてのトークンＩＤおよびモバイルデバイ
ス利用者の電子メール受信箱が最後にアクセスされた時刻を示すタイムスタンプを含む。
コンピュータシステムは、新しい電子メールメッセージが利用者のための電子メール受信
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箱で利用者に到着したことを決定し、未読電子メールメッセージの数を決定するために利
用者の電子メール受信箱にアクセスする。未読電子メールメッセージの数は、利用者の受
信箱で受け取られたが、タイムスタンプに記載された時刻以来別の電子メールクライアン
トを使用して見られていないまたは既読として印が付けられていない電子メールメッセー
ジの数を含む。コンピュータシステムはまた、プッシュ通知を利用者の登録されたモバイ
ルデバイスのそれぞれに送ることもし、ただしプッシュ通知は、未読電子メールメッセー
ジの数を提供する。
【０００４】
[0004]

別の実施形態では、コンピュータシステムは、タイムスタンプが、登録されたモ

バイルデバイス利用者について確立されたことを決定する。タイムスタンプは、利用者の
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電子メール受信箱が最後にアクセスされた時刻を示し、それぞれの登録されたモバイルデ
バイスについてのトークンＩＤを含む登録情報をモバイルデバイス利用者から受け取るこ
とで確立される。コンピュータシステムは、利用者の電子メール受信箱で利用者への電子
メールメッセージを受け取り、受け取った電子メールメッセージが、非モバイル電子メー
ルクライアントアプリケーションを使用して利用者によって読まれたことを決定する。コ
ンピュータシステムは次いで、利用者の電子メール受信箱で少なくとも１つのその後の電
子メールメッセージを受け取り、利用者が少なくとも１つの未読電子メールメッセージを
有することを利用者に通知するプッシュ通知を利用者のモバイルデバイスに送る。未読電
子メールメッセージは、利用者の受信箱で受け取られたが、タイムスタンプに記載された
時刻以来別の電子メールクライアントを使用して見られていないまたは既読として印が付
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けられてないそれらの電子メールメッセージを含む。
【０００５】
[0005]

なお別の実施形態では、コンピュータシステムは、複数のモバイルデバイスにわ

たって一貫性のある、未読電子メールメッセージ総数を維持するための上記の方法に似た
方法を行う。しかしながら、この実施形態では、コンピュータシステムは、未読電子メー
ルメッセージの数を有するプッシュ通知を利用者の登録されたモバイルデバイスのそれぞ
れに送る。コンピュータシステムは次いで、未読電子メールメッセージの少なくとも１つ
が、第２の異なるモバイルデバイスを使用してその後にアクセスされることを決定し、利
用者の電子メール受信箱が第２の異なるモバイルデバイスによって最後にアクセスされた
時刻でタイムスタンプを更新する。
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【０００６】
[0006]

この「概要」は、「詳細な説明」において以下でさらに述べられる概念の選択を

簡略化した形で導入するために提供される。この「概要」は、特許請求される主題の重要
な特徴または本質的な特徴を識別することを目的とせず、また特許請求される主題の範囲
を決定するのに役立つとして使用されることも目的としていない。
【０００７】
[0007]

追加の特徴および利点は、次に来る説明で明らかにされることになり、部分的に

はその説明から当業者には明らかとなり、または本明細書での教示の実施によって習得さ
れることもある。本明細書で述べられる実施形態の特徴および利点は、添付の請求項で詳
しく指摘される機器および組合せを用いて実現され、得られることもある。本明細書で述
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べられる実施形態の特徴は、次の説明および添付の請求項からより完全に明らかになる。
【０００８】
[0008]

本明細書で述べられる実施形態の上記の特徴および他の特徴をさらに明確にする

ために、より詳しい説明が、添付の図面を参照することによって与えられることになる。
これらの図面は、本明細書で述べられる実施形態の例を描写するだけであり、したがって
その範囲の限定と考えるべきでないと認識される。実施形態は、付随する図面の使用を通
じてさらに具体的にかつ詳細に述べられ、説明されることになる。
【図面の簡単な説明】
【０００９】
【図１】[0009]未読電子メールメッセージの表示をモバイルデバイス利用者に提供するこ
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とを含む、本明細書で述べられる実施形態が動作することができるコンピュータアーキテ
クチャを例示する図である。
【図２】[0010]未読電子メールメッセージの表示をモバイルデバイス利用者に提供するた
めの方法例のフローチャートを例示する図である。
【図３】[0011]未読電子メールメッセージ総数を確立するための方法例のフローチャート
を例示する図である。
【図４】[0012]複数のモバイルデバイスにわたって一貫性のある、未読電子メールメッセ
ージ総数を維持するための方法例のフローチャートを例示する図である。
【図５】[0013]未読メッセージ総数を有するプッシュ通知が１つまたは複数の登録された
モバイルデバイスに送られるコンピューティング環境を例示する図である。
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【発明を実施するための形態】
【００１０】
[0014]

本明細書で述べられる実施形態は、未読電子メールメッセージの表示をモバイル

デバイス利用者に提供すること、未読電子メールメッセージ総数を確立すること、および
複数のモバイルデバイスにわたって一貫性のある、未読電子メールメッセージ総数を維持
することを対象とする。一実施形態では、コンピュータシステムは、モバイルデバイス利
用者から、利用者を電子メールプッシュ通知に登録する登録データを受け取る。登録デー
タは、利用者と関連するモバイルデバイスについてのトークンＩＤおよびモバイルデバイ
ス利用者の電子メール受信箱が最後にアクセスされた時刻を示すタイムスタンプを含む。
コンピュータシステムは、新しい電子メールメッセージが利用者のための電子メール受信
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箱で利用者に到着したことを決定し、未読電子メールメッセージの数を決定するために利
用者の電子メール受信箱にアクセスする。未読電子メールメッセージの数は、利用者の受
信箱で受け取られたが、タイムスタンプに記載された時刻以来別の電子メールクライアン
トを使用して見られていないまたは既読として印が付けられていない電子メールメッセー
ジの数を含む。コンピュータシステムはまた、プッシュ通知を利用者の登録されたモバイ
ルデバイスのそれぞれに送ることもし、ただしプッシュ通知は、未読電子メールメッセー
ジの数を提供する。
【００１１】
[0015]

別の実施形態では、コンピュータシステムは、タイムスタンプが、登録されたモ

バイルデバイス利用者について確立されたことを決定する。タイムスタンプは、利用者の
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電子メール受信箱が最後にアクセスされた時刻を示し、それぞれの登録されたモバイルデ
バイスについてのトークンＩＤを含む登録情報をモバイルデバイス利用者から受け取るこ
とで確立される。コンピュータシステムは、利用者の電子メール受信箱で利用者への電子
メールメッセージを受け取り、受け取った電子メールメッセージが非モバイル電子メール
クライアントアプリケーションを使用して利用者によって読まれたことを決定する。コン
ピュータシステムは次いで、利用者の電子メール受信箱で少なくとも１つのその後の電子
メールメッセージを受け取り、利用者が少なくとも１つの未読電子メールメッセージを有
することを利用者に通知するプッシュ通知を利用者のモバイルデバイスに送る。未読電子
メールメッセージは、利用者の受信箱で受け取られたが、タイムスタンプに記載された時
刻以来別の電子メールクライアントを使用して見られていないまたは既読として印が付け
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られていないそれらの電子メールメッセージを含む。
【００１２】
[0016]

なお別の実施形態では、コンピュータシステムは、複数のモバイルデバイスにわ

たって一貫性のある、未読電子メールメッセージ総数を維持するための上記の方法に似た
方法を行う。しかしながら、この実施形態では、コンピュータシステムは、未読電子メー
ルメッセージの数を有するプッシュ通知を利用者の登録されたモバイルデバイスのそれぞ
れに送る。コンピュータシステムは次いで、未読電子メールメッセージの少なくとも１つ
が、第２の異なるモバイルデバイスを使用してその後にアクセスされることを決定し、利
用者の電子メール受信箱が第２の異なるモバイルデバイスによって最後にアクセスされた
時刻でタイムスタンプを更新する。
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【００１３】
[0017]

次の議論は今から、行われてもよいいくつかの方法および方法動作に言及する。

方法動作は、ある順番で論じられるまたは特定の順番で起こるとしてフローチャートで例
示されることもあるけれども、特定の順番は、具体的に述べられない限り必ずしも必要と
されるとは限らず、または動作は、その動作が行われるより前に別の動作が完了すること
に依存するので、特定の順番は、必要とされないことに留意されたい。
【００１４】
[0018]

本明細書で述べられる実施形態は、以下でより詳細に論じられるように、例えば

１つまたは複数のプロセッサおよびシステムメモリなどの、コンピュータハードウェアを
含む専用または汎用コンピュータを備えるまたは利用することができる。本明細書で述べ
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られる実施形態はまた、コンピュータ実行可能命令および／またはデータ構造を運ぶまた
は記憶するための物理的な他のコンピュータ可読媒体も含む。そのようなコンピュータ可
読媒体は、汎用または専用コンピュータシステムによってアクセスできる任意の利用可能
な媒体とすることができる。コンピュータ実行可能命令をデータの形で記憶するコンピュ
ータ可読媒体は、コンピュータ記憶媒体である。コンピュータ実行可能命令を運ぶコンピ
ュータ可読媒体は、伝送媒体である。それ故に、例としてであって、限定でなく、本明細
書で述べられる実施形態は、少なくとも２つの明確に異なる種類のコンピュータ可読媒体
、すなわちコンピュータ記憶媒体および伝送媒体を備えることができる。
【００１５】
[0019]

コンピュータ記憶媒体は、ＲＡＭ、ＲＯＭ、ＥＥＰＲＯＭ、ＣＤ−ＲＯＭ、ソリ
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ッドステートドライブ（ＳＳＤ）、それはＲＡＭ、フラッシュメモリ、相変化メモリ（Ｐ
ＣＭ）、もしくは他の種類のメモリに基づく、または他の光ディスク記憶装置、磁気ディ
スク記憶装置もしくは他の磁気記憶デバイス、または所望のプログラムコード手段をコン
ピュータ実行可能命令、データもしくはデータ構造の形で記憶するために使用でき、汎用
もくしは専用コンピュータによってアクセスできる任意の他の媒体を含む。
【００１６】
[0020]

「ネットワーク」は、コンピュータシステムおよび／またはモジュールおよび／

または他の電子デバイスの間での電子データの移送を可能にする１つまたは複数のデータ
リンクおよび／またはデータスイッチとして定義される。情報が、ネットワークを通じて
（有線か、無線、または有線もしくは無線の組合せで）コンピュータに転送されるまたは
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提供されるとき、コンピュータは、接続を伝送媒体と適切に見なす。伝送媒体は、データ
または所望のプログラムコード手段をコンピュータ実行可能命令またはデータ構造の形で
運ぶために使用でき、汎用または専用コンピュータによってアクセスできるネットワーク
を含むことができる。上記の組合せもまた、コンピュータ可読媒体の範囲内に含まれるべ
きである。
【００１７】
[0021]

さらに、様々なコンピュータシステムコンポーネントに達すると、コンピュータ

実行可能命令またはデータ構造の形のプログラムコード手段は、自動的に伝送媒体からコ
ンピュータ記憶媒体に（逆もまた同様に）転送されてもよい。例えば、ネットワークまた
はデータリンクを通じて受け取られたコンピュータ実行可能命令またはデータ構造は、ネ
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ットワークインターフェースモジュール（例えば、ネットワークインターフェースカード
すなわち「ＮＩＣ」）内のＲＡＭにバッファリングされ、次いで最終的にコンピュータシ
ステムＲＡＭおよび／またはコンピュータシステムでのより揮発性の少ないコンピュータ
記憶媒体に転送されてもよい。それ故に、コンピュータ記憶媒体は、伝送媒体もまた（ま
たは主としてさえ）利用するコンピュータシステムコンポーネントに含まれてもよいこと
を理解されたい。
【００１８】
[0022]

コンピュータ実行可能な（またはコンピュータ解釈可能な）命令は、例えば汎用

コンピュータ、専用コンピュータまたは専用処理デバイスにある機能または機能の群を行
わせる命令を備える。コンピュータ実行可能命令は、例えばバイナリ、アセンブリ言語な

10

どの中間フォーマット命令、またはソースコードさえでもよい。主題は、構造的特徴およ
び／または方法論的動作に特有の言語で述べられているけれども、添付の請求項で規定さ
れる主題は、必ずしも述べられる特徴または上で述べられた動作に限定されるとは限らな
いことを理解されたい。むしろ、述べられる特徴および動作は、請求項を実施する形の例
として開示される。
【００１９】
[0023]

当業者は、様々な実施形態が、パーソナルコンピュータ、デスクトップコンピュ

ータ、ラップトップコンピュータ、メッセージプロセッサ、ハンドヘルドデバイス、マル
チプロセッサシステム、マイクロプロセッサに基づくまたはプログラム可能な民生用電子
機器、ネットワークＰＣ、ミニコンピュータ、メインフレームコンピュータ、携帯電話、
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ＰＤＡ、タブレット、ポケットベル、ルーター、スイッチ、および同様のものを含む、多
くの種類のコンピュータシステム構成を有するネットワークコンピューティング環境で実
施されてもよいことを認識するであろう。本明細書で述べられる実施形態はまた、ネット
ワークを通じてリンクされる（有線データリンク、無線データリンクによってか、または
有線および無線データリンクの組合せによって）ローカルおよびリモートのコンピュータ
システムがそれぞれタスク（例えば、クラウドコンピューティング、クラウドサービスお
よび同様のもの）を行う、分散システム環境で実施されてもよい。分散システム環境では
、プログラムモジュールは、ローカルおよびリモートの両方のメモリ記憶デバイスに置か
れてもよい。
【００２０】
[0024]
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この説明および次の請求項では、「クラウドコンピューティング」は、構成可能

なコンピューティングリソース（例えば、ネットワーク、サーバー、記憶装置、アプリケ
ーション、およびサービス）の共有プールへのオンデマンドネットワークアクセスを可能
にするためのモデルとして定義される。「クラウドコンピューティング」の定義は、適切
に展開されるときにそのようなモデルから得ることができる他の多数の利点のいずれにも
限定されない。
【００２１】
[0025]

例えば、クラウドコンピューティングは現在、構成可能なコンピューティングリ

ソースの共有プールへの遍在する簡便なオンデマンドアクセスを提供するために市場で用
いられる。さらに、構成可能なコンピューティングリソースの共有プールは、仮想化を介
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して迅速に準備され、低い管理努力またはサービスプロバイダ相互作用でリリースされ、
次いでそれに応じて拡大縮小されてもよい。
【００２２】
[0026]

クラウドコンピューティングモデルは、オンデマンドのセルフサービス、広域ネ

ットワークアクセス、リソースプーリング、迅速な弾力性、計数サービス、その他などの
様々な特性から構成することができる。クラウドコンピューティングモデルはまた、例え
ばサービス型ソフトウェア（「ＳａａＳ」）、サービス型プラットフォーム（「ＰａａＳ
」）、およびサービス型インフラストラクチャ（「ＩａａＳ」）などの様々なサービスモ
デルの形でもたらされることもある。クラウドコンピューティングモデルはまた、プライ
ベートクラウド、コミュニティクラウド、パブリッククラウド、ハイブリッドクラウド、
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その他などの異なる展開モデルを使用して展開されることもある。この説明および請求項
では、「クラウドコンピューティング環境」は、クラウドコンピューティングが用いられ
る環境である。
【００２３】
[0027]

加えてまたは別法として、本明細書で述べられる機能性は、１つまたは複数のハ

ードウェア論理コンポーネントによって少なくとも部分的に行うことができる。例として
であって、限定なしで、使用できる例示的種類のハードウェア論理コンポーネントは、フ
ィールドプログラマブルゲートアレイ（ＦＰＧＡ）、特定プログラム向け集積回路（ＡＳ
ＩＣ）、特定プログラム向け規格品（ＡＳＳＰ）、システムオンチップシステム（ＳＯＣ
）、複合プログラマブル論理デバイス（ＣＰＬＤ）および他の種類のプログラム可能なハ
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ードウェアを含む。
【００２４】
[0028]

さらになお、本明細書で述べられるシステムアーキテクチャは、全体としてシス

テムの機能性にそれぞれ寄与する複数の独立したコンポーネントを含むことができる。こ
のモジュール方式は、プラットフォーム拡張可能性の問題に取り組むときに柔軟性の増加
を可能にし、この目的を達成するために、いろいろな利点を提供する。システムの複雑さ
および成長は、限られた機能的範囲を有するより小型の部品の使用を通じてより容易に管
理することができる。プラットフォームの耐故障性は、これらの疎結合モジュールの使用
を通じて強化される。個々のコンポーネントは、ビジネスニーズが指示するように徐々に
成長できる。モジュール開発はまた、新しい機能性の商品化までの時間の減少にもつなが
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る。新しい機能性は、コアシステムに影響を及ぼすことなく加えまたは取り去ることがで
きる。
【００２５】
[0029]

図１は、少なくとも１つの実施形態が用いられてもよいコンピュータアーキテク

チャ１００を例示する。コンピュータアーキテクチャ１００は、モバイルコンピュータシ
ステム１０１を含む。モバイルコンピュータシステム１０１は、クラウドコンピューティ
ングシステムを含む、任意の種類のローカルまたは分散コンピュータシステムであっても
よい。コンピュータシステムは、いろいろな異なる機能を果たすための様々なモジュール
を含む。例えば、モバイルコンピューティングシステム１０１は、他のコンピュータシス
テム（例えば、サーバーコンピューティングシステム111）と通信するための通信モジュ
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ール１０２を含む。通信モジュール１０２は、利用者１０５の要求で、登録データ１０８
をサーバー１１１に送ってもよい。登録データは、利用者１０５または利用者のモバイル
デバイス１０１をサーバーからのプッシュ通知に登録してもよい。登録データ１０８は、
モバイルデバイス１０１を識別するトークンＩＤ１０９およびモバイルデバイス利用者の
電子メール受信箱が最後にアクセスされた時刻を示すタイムスタンプ１１０を含む。利用
者の電子メール受信箱１１３は、連絡先１１４および予定表情報１１５を含む、利用者デ
ータ１１２の多くの異なる部分の１つであってもよい。トークンＩＤ１０９は、モバイル
デバイスを識別するまたはモバイルデバイスの特性に基づいて生成されてもよく、モバイ
ルデバイスのオペレーティングシステムによって生成されかつ／または提供されてもよい
40

。
【００２６】
[0030]

サーバーコンピューティングシステム１１１の監視モジュール１１７は、電子メ

ールメッセージが受け取られるときに電子メールメッセージのための利用者の電子メール
受信箱を監視するように構成されてもよい。（サーバーコンピューティングシステム111
は、クラウドコンピューティングシステムを含む、任意の種類のローカルまたは分散コン
ピューティングシステムであってもよいことに留意されたい）。もし監視モジュール１１
７が、新しい電子メールメッセージが受け取られたことを決定するならば、データアクセ
スモジュール１１８は、利用者の受信箱１１３にアクセスするために使用されてもよい。
次いで、アクセスされたデータに基づいて、未読総数決定モジュール１１９は、現在の未
読メッセージ総数１２１を決定し、その未読メッセージ総数をモバイルコンピューティン
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グデバイス１０１にプッシュ通知１２０を介して送ってもよい。未読メッセージ総数は本
明細書では、利用者の受信箱１１３で受け取られたが、タイムスタンプ１１０に記載され
た時刻以来別の電子メールクライアント（例えば、個人情報管理プログラム１０７）を使
用して見られていないまたは既読として印が付けられていない電子メールメッセージの数
として定義される。この概念は、以下でさらに説明されることになる。
【００２７】
[0031]

多くのモバイルデバイス上には、電子メールアプリケーション１０３などのアプ

リケーションが、様々な動作状態で存在することもあることに留意されたい。例えば、も
しアプリケーションが、最前面にあるならば、利用者１０５は、現在そのアプリケーショ
ンを使用している。モバイルデバイスオペレーティングシステムは典型的には、アプリケ
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ーションへの通知を扱わない。通知は、アプリケーションに直接渡される。典型的なアプ
リケーションライフサイクルでは、少しの割り当てだけが、この状態で費やされる。もし
アプリケーションが、背景にあるならば、利用者１０５は、最近そのアプリケーションを
使用したことがあり、アプリケーションは、背景で実行し続けるために指定された量の時
間を有する。最前面状態と同様に、モバイルデバイスオペレーティングシステムは典型的
には、背景状態でのアプリケーションへの通知を扱う。同様に、アプリケーションのライ
フサイクルの少しの部分だけが、この状態で費やされる。
【００２８】
[0032]

もしアプリケーションが、中断状態にあるならば、アプリケーションは、実行が

中断されてメモリにある。モバイルデバイスオペレーティングシステムは典型的には、こ
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の状態でのアプリケーションへの通知を扱う。上記の状態と対照的に、アプリケーション
のライフサイクルの大部分は、この状態および／または強制終了された状態で費やされる
。強制終了された状態では、アプリケーションは、メモリになく、実行されていない。モ
バイルデバイスオペレーティングシステムは、アプリケーションへの通知を扱う。
【００２９】
[0033]

そのため、利用者は、電子メールアプリケーション１０３が現在どの状態にある

かにかかわらず、利用者の電子メール受信箱の状態を知りたいと思うこともある。本明細
書で述べられる実施形態では、利用者は、アプリケーションが最前面にない間に利用者が
新しい電子メールを受け取ったという通知を提供される。新しいメール通知は、未読電子
メールの数を利用者に表示する。上で定義されたように、未読電子メール総数は、未読の
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電子メールの数と異なる。未読電子メール総数は、利用者がすべての自分の電子メールク
ライアント（モバイルコンピューティングデバイス101および非モバイルコンピューティ
ングデバイス106上のそれらを含む）にわたって自分の受信箱を最後に開いて以来受信箱
で受け取られた電子メールの数として定義される。
【００３０】
[0034]

新しい電子メールが、利用者の受信箱に受け取られ、電子メールアプリケーショ

ンのその事例についての新しい電子メール総数が、最大の未読メッセージ総数以下である
とき、数値識別子が、未読メッセージ総数１２１と一緒にモバイルコンピューティングデ
バイス１０１にプッシュされてもよい。最大の未読総数は、ある数に事前に設定されても
よく、それは、電子メール管理者によって構成可能であってもよくまたはなくてもよい。

40

未読メッセージ総数は、一回に一単位で（電子メールを読むことに基づいてなど）減らさ
れず、むしろ電子メールアプリケーションが最前面にもたらされるときにゼロの未読電子
メールにリセットされる。電子メールアプリケーションが、最前面にもたらされるとき、
少なくとも場合によっては、コマンドが、サーバー上の未読総数をリセットするためにサ
ーバーに送られ、それは次に、利用者のメールボックスに対する変更を通知されるように
登録されたすべての他のクライアントに伝搬するものとする。他の場合には、電子メール
アプリケーションが、最前面にもたらされるとき、電子メールアプリケーションは、電子
メール通知を受け取らないことになる。タイムスタンプの変更（またはリセット）は、次
に電子メールアプリケーションが背景に送られるときに起こることもある。これらの概念
は、図２、図３および図４の方法２００、３００および４００に関してそれぞれ以下でさ
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らに説明されることになる。
【００３１】
[0035]

上で述べられたシステムおよびアーキテクチャを考慮すると、開示される主題に

したがって実施されてもよい方法論は、図２、図３および図４のフローチャートを参照し
てより良く認識されることになる。説明の簡潔さのために、方法論は、一連のブロックと
して図示され、述べられる。しかしながら、いくつかのブロックは、本明細書で描写され
、述べられるものとは異なる順番でかつ／または他のブロックと同時に起こってもよいの
で、特許請求される主題は、ブロックの順番によって限定されないことを理解し、認識さ
れたい。その上、すべての例示されるブロックが、以下で述べられる方法論を実施するの
に必要とされるとは限らないこともある。

10

【００３２】
[0036]

図２は、未読電子メールメッセージの表示をモバイルデバイス利用者に提供する

ための方法２００のフローチャートを例示する。方法２００は今から、図１の環境１００
および図５の環境５００のコンポーネントおよびデータを頻繁に参照して述べられること
になる。
【００３３】
[0037]

方法２００は、モバイルデバイス利用者から、利用者と関連する少なくとも１つ

のモバイルデバイスについてのトークンＩＤおよびモバイルデバイス利用者の電子メール
受信箱が最後にアクセスされた時刻を示すタイムスタンプを含む登録データを受け取る動
作であって、登録データは、利用者を電子メールプッシュ通知に登録する、動作（動作21

20

0）を含む。方法２００はまた、新しい電子メールメッセージが利用者のための電子メー
ル受信箱で利用者に到着したことを決定する動作（動作２２０）も含む。さらになお、方
法２００は、未読電子メールメッセージの数を決定するために利用者の電子メール受信箱
にアクセスする動作であって、未読電子メールメッセージの数は、利用者の受信箱で受け
取られたが、タイムスタンプに記載された時刻以来別の電子メールクライアントを使用し
て見られていないまたは既読として印が付けられていない電子メールメッセージの数を含
む、動作（動作２３０）、およびプッシュ通知を利用者の登録されたモバイルデバイスの
それぞれに送る動作であって、プッシュ通知は、未読電子メールメッセージの数を提供す
る、動作（動作２４０）を含む。
【００３４】
[0038]

30

モバイルデバイス利用者の電子メール受信箱は、個人情報管理アプリケーション

を使用してアクセスされてもよい。個人情報管理アプリケーション１０７は、モバイルコ
ンピュータシステム１０１上でまたは非モバイルコンピュータシステム１０６上で実行さ
れてもよい。場合によっては、サーバーコンピュータシステム１１１は、利用者の電子メ
ール受信箱が最後にアクセスされた時刻を示すタイムスタンプがすでに存在することを決
定してもよい（例えば、既存のタイムスタンプ１１６）。もしタイムスタンプが、すでに
存在するならば、サーバーコンピュータシステムは、受け取った登録情報でのタイムスタ
ンプ上の時刻で既存のタイムスタンプを更新してもよい（例えば、タイムスタンプ１１０
）。それ故に、もしモバイルデバイス利用者１０５が、自分のモバイルデバイス１０１を
使用して自分の電子メール受信箱１１３にアクセスしているならば、モバイルデバイスに

40

よって送られた登録データ１０８は、既存のタイムスタンプ１１６を更新するために使用
されるタイムスタンプ情報１１０を含むことになる。
【００３５】
[0039]

さらになお、場合によっては、サーバー１１１は、利用者の電子メール受信箱が

最後にアクセスされた時刻を示す既存のタイムスタンプが、利用者の電子メール受信箱に
アクセスしている利用者に属する第２の異なる登録されたモバイルデバイスに基づいて更
新されるべきであることを決定してもよい。それ故に、例えば、図５で示されるように、
利用者１０５は、いろいろな異なるモバイルデバイス（第１のモバイルデバイス１０１Ａ
、第２のモバイルデバイス１０１Ｂおよび第３のモバイルデバイス１０１Ｃを含む）のい
ずれかを使用して自分の受信箱１１３にログインしてもよい。モバイルデバイスは、携帯
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電話、タブレット、ラップトップまたは他のモバイルコンピューティングデバイスに対応
することもある。サーバーからの電子メールメッセージに登録しかつ／またはそれを要求
するとき、モバイルデバイスの要求は、サーバーの既存のタイムスタンプ１１６を更新す
るために使用できるタイムスタンプ１１０を含む。要求を受け取った後、サーバーは、利
用者の電子メール受信箱が第２の、第３の、または他のモバイルデバイスによって最後に
アクセスされた時刻で既存のタイムスタンプを更新してもよい。
【００３６】
[0040]

既存のタイムスタンプは、例えば利用者の個人情報管理アプリケーションが背景

モードに移行するときに更新されてもよい。例えば、もし利用者１０５が、電子メールア
プリケーション１０３（例えば、個人情報管理アプリケーション）を自分のモバイルデバ

10

イス上で使用しており、そのアプリケーションが、背景モードに入るならば（アプリケー
ションが、終了されたかまたはモバイルデバイスが、電源を切られたので）、タイムスタ
ンプは、サーバー上で作成されまたは更新されてもよい。同様に、登録データは、電子メ
ールアプリケーションがモバイルデバイス上で最前面モードにもたらされるたびにモバイ
ルデバイスによって送られ、サーバーで受け取られてもよい。
【００３７】
[0041]

場合によっては、利用者の登録されたモバイルデバイスに送られたプッシュ通知

１２０は、通知バッジが表示される引き金となり、未読電子メールメッセージの数を示す
。それ故に、利用者は、自分のアプリケーションアイコン、タイルまたは他の視覚表現を
一瞥し、利用者が未読メッセージを有することを決定することができる。未読メッセージ

20

の数は、利用者の登録されたモバイルデバイス（例えば、１０１Ａ〜１０１Ｃ）のそれぞ
れに一貫して表示され、プッシュされる（通知１２０を介して）。いくつかの実施形態で
は、プッシュ通知を利用者の登録されたモバイルデバイスのそれぞれに送ることは、未読
電子メールメッセージの数を第三者サービスに送ることを含む。第三者サービスは、未読
電子メールメッセージの数を利用者のモバイルデバイスに送るように設計されまたは構成
されてもよい。それ故に、第三者サービスは、プッシュ通知を利用者の登録されたモバイ
ルデバイスのそれぞれに転送することができる。プッシュ通知は、上記の実施形態と併せ
て述べられたが、他の移送手段（例えば、ハングアップしているまたは保留中のゲットチ
ャンネル）が、プッシュ通知の代替案としてまたはそれに加えて使用されてもよいことに
もまた留意されたい。
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【００３８】
[0042]

図３は、未読電子メールメッセージ総数を確立するための方法３００のフローチ

ャートを例示する。方法３００は今から、図１の環境１００および図５の環境５００のコ
ンポーネントおよびデータを頻繁に参照して述べられることになる。
【００３９】
[0043]

方法３００は、タイムスタンプが、登録されたモバイルデバイス利用者について

確立されたことを決定する動作であって、タイムスタンプは、利用者の電子メール受信箱
が最後にアクセスされた時刻を示し、タイムスタンプは、それぞれの登録されたモバイル
デバイスについてのトークンＩＤを含む登録情報をモバイルデバイスから受け取ることで
確立される、動作（動作３１０）を含む。方法３００はまた、利用者の電子メール受信箱
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で利用者への１つまたは複数の電子メールメッセージを受け取る動作（動作３２０）、１
つまたは複数の受け取った電子メールメッセージが非モバイル電子メールクライアントア
プリケーションを使用して利用者によって読まれたことを決定する動作（動作３３０）、
および利用者の電子メール受信箱で少なくとも１つのその後の電子メールメッセージを受
け取る動作（動作３４０）も含む。さらになお、方法３００は、利用者が少なくとも１つ
の未読電子メールメッセージを有することを利用者に通知するプッシュ通知を利用者のモ
バイルデバイスに送る動作であって、未読電子メールメッセージは、利用者の受信箱で受
け取られたが、タイムスタンプに記載された時刻以来別の電子メールクライアントを使用
して見られていないまたは既読として印が付けられていないそれらの電子メールメッセー
ジを含む、動作（動作３５０）を含む。
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【００４０】
[0044]

このようにして、利用者は、未読電子メールメッセージを通知される。上で述べ

られたように、未読電子メールメッセージの数は、単に読まれていないまたは見られてい
ないメッセージの表示ではなく、むしろ、未読電子メールメッセージは、利用者の受信箱
で受け取られるが、タイムスタンプに示される特定の時刻以来異なる電子メールクライア
ントを使用して見られていないまたは既読として印が付けられていないそれらのメッセー
ジである。
【００４１】
[0045]

例えば、少なくとも１つのその後の電子メールメッセージは、モバイルデバイス

利用者が非モバイル電子メールクライアントアプリケーションを終了した後に利用者の電

10

子メール受信箱で受け取られると、上記の方法３００で想定する。さらに、利用者は、非
モバイル電子メールクライアントアプリケーションを使用して読まれなかった少なくとも
１つの電子メールメッセージを有すると仮定する。従来のシステムでは、利用者のモバイ
ルデバイス１０１上の利用者の電子メールアプリケーション１０３は、少なくとも２つの
未読電子メールを示すことになる。本明細書で述べられる実施形態では、しかしながら、
プッシュ通知は、未読電子メールメッセージの数だけを示す。そのため、プッシュ通知１
２０は、利用者が非モバイル電子メールクライアントアプリケーションからログアウトし
たまたはさもなければそれを終了した後に見られるメッセージを、これらだけが未読メッ
セージであるので、含むだけとなる。他の未読メッセージは、利用者によって見られたが
、しかし読まれていない。それ故に、未読メッセージ総数１２１は、未読メッセージの総

20

数だけを含むことになり、利用者の受信箱で見られたが、しかし未読の電子メールメッセ
ージを含まないことになる。
【００４２】
[0046]

未読メッセージ総数１２１は、利用者の登録されたデバイスのそれぞれにプッシ

ュされる。それに応じて、上記の例では、図５での利用者の登録されたデバイスのそれぞ
れは、１つの未読メッセージ総数を示すことになる。もし利用者が、利用者のモバイルデ
バイスの１つで未読メッセージにアクセスするならば、未読総数バッジは、他のデバイス
から除去されてもよい。もし利用者が、自分のモバイルデバイスで電子メールアプリケー
ション１０３にいる間に別の電子メールを受け取るならば、このメッセージは、「見られ
た」メッセージとして識別されることになり、他のデバイスへのプッシュ通知を生成しな

30

いことになる。
【００４３】
[0047]

図４は、複数のモバイルデバイスにわたって一貫性のある、未読電子メールメッ

セージ総数を維持するための方法４００のフローチャートを例示する。方法４００は今か
ら、環境１００のコンポーネントおよびデータを頻繁に参照して述べられることになる。
【００４４】
[0048]

方法４００は、モバイルデバイス利用者から、利用者と関連する少なくとも１つ

のモバイルデバイスについてのトークンＩＤおよびモバイルデバイス利用者の電子メール
受信箱が最後にアクセスされた時刻を示すタイムスタンプを含む登録データを受け取る動
作であって、登録データは、利用者を電子メールプッシュ通知に登録する、動作（動作４
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１０）を含む。方法４００はまた、新しい電子メールメッセージが利用者のための電子メ
ール受信箱で利用者に到着したことを決定する動作（動作４２０）、および未読電子メー
ルメッセージの数を決定するために利用者の電子メール受信箱にアクセスする動作であっ
て、未読電子メールメッセージの数は、利用者の受信箱で受け取られたが、タイムスタン
プに記載された時刻以来別の電子メールクライアントを使用して見られていないまたは既
読として印が付けられていない電子メールメッセージの数を含む、動作（動作４３０）も
含む。
【００４５】
[0049]

さらに、方法４００は、プッシュ通知を利用者の登録されたモバイルデバイスの

それぞれに送る動作であって、プッシュ通知は、未読電子メールメッセージの数を提供す
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る、動作（動作４４０）、未読電子メールメッセージの少なくとも１つが、第２の異なる
モバイルデバイスを使用してその後にアクセスされることを決定する動作（動作４５０）
、および利用者の電子メール受信箱が第２の異なるモバイルデバイスによって最後にアク
セスされた時刻でタイムスタンプを更新する動作（動作４６０）を含む。それ故に、未読
電子メールメッセージの数は、利用者のモバイルデバイスのすべてにわたって一貫性があ
る。利用者が、未読メッセージにアクセスするときはいつでも、タイムスタンプ１１６は
、サーバー１１１上で更新される。ここで、タイムスタンプは、利用者と関連するモバイ
ルデバイスによるその後の受信箱アクセスごとに更新され、タイムスタンプは、利用者の
受信箱が非モバイル電子メールクライアントアプリケーションを使用してアクセスされる
10

ときは更新されないことに留意されたい。
【００４６】
[0050]

それに応じて、未読電子メールメッセージの表示をモバイルデバイス利用者に提

供する方法、システムおよびコンピュータプログラム製品が、提供される。その上、未読
電子メールメッセージ総数を確立し、複数のモバイルデバイスにわたって一貫性のある、
未読電子メールメッセージ総数を維持する方法、システムおよびコンピュータ製品が、提
供される。
【００４７】
[0051]

本明細書で述べられる概念および特徴は、それらの趣旨または記述的特性から逸

脱することなく他の特定の形で具体化されてもよい。述べられる実施形態は、すべての点
で例示的としてだけであって、限定的でないと考えるべきである。本開示の範囲は、した
がって、前述の説明よりもむしろ添付の請求項によって示される。請求項の均等の意味お
よび範囲内に入るすべての変形は、それらの範囲内に包含されるべきである。

【図１】

【図２】
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【図３】

【図５】

【図４】
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特表２０１５−５０５４３９（ＪＰ，Ａ）
特表２０１４−５０１９７９（ＪＰ，Ａ）
(58)調査した分野(Int.Cl.，ＤＢ名)
Ｇ０６Ｆ
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