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(57)【要約】
人間中心のネットワークでの右脳スマートネス（即ちＲスマート）の条件を使用したデー
タ管理に関する実施形態を開示する。一実施形態では、装置は、親近感、愛情、尊敬、敬
慕、立場、及び演じる役割の少なくとも１つを含む性質と項目とを関連付けるように適用
されたロジックを備えた端末デバイスを含む。端末デバイスは、項目を格納するように、
及び性質が入っている条件に応じて項目のソートを、格納された他の項目と照らし合わせ
て行うように適用されたロジックを更に含む。
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　格納された項目を、親近感、愛情、尊敬、敬慕、立場、及び演じる役割の少なくとも１
つを含む性質と関連付けるステップを含む方法。
【請求項２】
　前記性質を含む条件に応じて、前記格納された項目を他の格納された項目と一緒にソー
トするステップを更に含む請求項１に記載の方法。
【請求項３】
　前記格納された項目を、前記性質と関連付けられた他の格納された項目と一緒にアーカ
イブするステップを更に含む請求項１に記載の方法。
【請求項４】
　前記性質を含む条件に応じて、他の格納された項目に混じっている前記格納された項目
を検索するステップを更に含む請求項１に記載の方法。
【請求項５】
　検索するステップが前記格納された項目の内容を検索することを含む請求項４に記載の
方法。
【請求項６】
　前記格納された項目がメッセージを含み、内容の検索がメッセージの内容の検索を含む
請求項５に記載の方法。
【請求項７】
　前記性質が、前記メッセージを送信した個人的な知り合いと関連付けられる請求項６に
記載の方法。
【請求項８】
　前記性質が前記個人的な知り合いの関係リングメンバーシップを示す請求項７に記載の
方法。
【請求項９】
　前記格納された項目がメッセージを含み、前記メッセージと関連付けられたヘッダに前
記性質が取り込まれる請求項１に記載の方法。
【請求項１０】
　前記格納された項目がメッセージを含み、前記メッセージが個人的な知り合いのＩＤを
伝達し、前記個人的な知り合いの前記ＩＤが匿名ＩＤ、又は前記性質を含む請求項１に記
載の方法。
【請求項１１】
　前記格納された項目を、前記性質に関連付けられた他の格納された項目のみと一緒に表
示するステップを更に含む請求項１に記載の方法。
【請求項１２】
　前記格納された項目を他の格納された項目のみと一緒に表示するステップが、前記格納
された項目と関連付けられたインジケータを、前記他の格納された項目と関連付けられた
インジケータと一緒に表示することを含む請求項１１に記載の方法。
【請求項１３】
　格納された項目を性質と関連付けるステップが、内容にインデックスを付けること、メ
タデータにインデックスを付けること、キーワードにインデックスを付けること、及びタ
グにインデックスを付けることのうち少なくとも１つを含む請求項１に記載の方法。
【請求項１４】
　前記性質がエモティエント属性を含む請求項１に記載の方法。
【請求項１５】
　前記格納された項目と関連付けられた前記性質を変更するステップを含む請求項１に記
載の方法。
【請求項１６】
　格納された項目を性質と関連付けるステップがデータベースを参照するインデックスを
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生成することを含む請求項１に記載の方法。
【請求項１７】
　前記データベースが、コンピュータ、電話、及びＰＤＡのうちの１つに内蔵されている
請求項１に記載の方法。
【請求項１８】
　物品であって、命令を格納した記憶媒体を含み、該命令が実行されると、
　格納された項目を、親近感、愛情、尊敬、敬慕、立場、及び演じる役割の少なくとも１
つを含む性質と関連付けるステップが実行される物品。
【請求項１９】
　前記記憶媒体が命令を格納しており、該命令が実行されると、更に、
　前記性質が入っている条件に応じて、前記格納された項目を他の格納された項目と一緒
にソートするステップが実行される請求項１８に記載の物品。
【請求項２０】
　前記記憶媒体が命令を格納しており、該命令が実行されると、更に、
　前記格納された項目を、前記性質と関連付けられた他の格納された項目と一緒にアーカ
イブするステップが実行される請求項１８に記載の物品。
【請求項２１】
　前記記憶媒体が命令を格納しており、該命令が実行されると、更に、
　前記性質が入っている条件に応じて、他の格納された項目に混じっている前記格納され
た項目を検索するステップが実行される請求項１８に記載の物品。
【請求項２２】
　前記格納された項目が内容を有し、前記記憶媒体は命令を格納しており、該命令が実行
されると、更に、
　前記格納された項目の内容を検索するステップが実行される請求項２１に記載の物品。
【請求項２３】
　前記格納された項目がメッセージを含み、前記記憶媒体は命令を格納しており、該命令
が実行されると、更に、
　メッセージの内容を検索するステップが実行される請求項２１に記載の物品。
【請求項２４】
　前記性質が、前記メッセージを送信した個人的な知り合いと関連付けられる請求項２３
に記載の物品。
【請求項２５】
　前記性質が前記個人的な知り合いの関係リングメンバーシップを示す請求項２３に記載
の物品。
【請求項２６】
　前記格納された項目がメッセージを含み、前記メッセージと関連付けられたヘッダに前
記性質が取り込まれる請求項１８に記載の物品。
【請求項２７】
　前記格納された項目がメッセージを含み、前記メッセージが個人的な知り合いのＩＤを
伝達し、前記個人的な知り合いの前記ＩＤが匿名ＩＤ、又は前記性質を含む請求項１８に
記載の物品。
【請求項２８】
　前記記憶媒体が命令を格納しており、該命令が実行されると、更に、
前記格納された項目を、前記性質に関連付けられた他の格納された項目のみと一緒に表示
するステップが実行される請求項１８に記載の物品。
【請求項２９】
　前記格納された項目を、前記性質に関連付けられた他の格納された項目のみと一緒に表
示する前記命令が実行されると、
　前記格納された項目と関連付けられたインジケータを、前記他の格納された項目と関連
付けられたインジケータと一緒に表示するステップが実行される請求項２８に記載の物品
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。
【請求項３０】
　格納された項目を性質と関連付ける前記命令が実行されると、
　内容にインデックスを付けること、メタデータにインデックスを付けること、キーワー
ドにインデックスを付けること、及びタグにインデックスを付けることのうち少なくとも
１つが実行される請求項１８に記載の物品。
【請求項３１】
　前記性質がエモティエント属性を含む請求項１８に記載の物品。
【請求項３２】
　前記記憶媒体が命令を格納しており、該命令が実行されると、更に、
　前記格納された項目と関連付けられた前記性質を変更するステップが実行される請求項
１８に記載の物品。
【請求項３３】
　格納された項目を性質と関連付ける前記命令が実行されると、
データベースを参照するインデックスを生成するステップが実行される請求項１８に記載
の物品。
【請求項３４】
　前記データベースが、コンピュータ、電話、及びＰＤＡのうちの１つに内蔵されている
請求項３３に記載の物品。
【請求項３５】
　装置であって、
　項目を、親近感、愛情、尊敬、敬慕、立場、及び演じる役割の少なくとも１つを含む性
質に関連付けるように適用されたロジックを有する端末デバイスと、
　前記項目を格納するように適用されたロジックを更に有する前記端末デバイスと、
　前記性質が入っている条件に応じて、前記項目を他の格納された項目と照らし合わせて
ソートするように適用されたロジックを更に有する前記端末デバイスと、を含む装置。
【請求項３６】
　前記項目が、前記端末デバイスのユーザの個人的な知り合いと関連付けられる請求項３
５に記載の装置。
【請求項３７】
　前記性質が、前記個人的な知り合いの関係リングメンバーシップを示す請求項３６に記
載の装置。
【請求項３８】
　前記項目がメッセージを含み、前記メッセージと関連付けられたヘッダに前記性質が取
り込まれる請求項３５に記載の装置。
【請求項３９】
　前記端末デバイスが、前記格納された項目のインジケータを、前記性質と関連付けられ
た他の項目のインジケータと一緒に表示するように適用されたロジックを更に有する請求
項３５に記載の装置。
【請求項４０】
　項目を性質と関連付けるように適用された前記ロジックが、前記項目と関連付けられた
内容、メタデータ、キーワード、及び／又はタグにインデックスを付けるように適用され
る請求項３５に記載の装置。
【請求項４１】
　項目を性質と関連付けるように適用された前記ロジックが、データベースを参照するイ
ンデックスを生成するように適用される請求項３５に記載の装置。
【請求項４２】
　端末デバイスがコンピュータ、電話、及びＰＤＡのうちの１つを含む請求項３５に記載
の装置。
【請求項４３】
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　前記端末デバイスが、前記性質が入っている条件に応じて、他の格納された項目に混じ
っている前記格納された項目を検索するように適用されたロジックを更に有する請求項３
５に記載の装置。
【請求項４４】
　前記端末デバイスが、前記格納された項目を、前記性質と関連付けられた他の格納され
た項目と一緒にアーカイブするように適用されたロジックを更に有する請求項３５に記載
の装置。
【請求項４５】
　システムであって、
　プロセッサと、
　前記プロセッサに結合された記憶装置と、
　前記プロセッサに結合された表示装置と、を含み、
　前記プロセッサが、項目を、親近感、愛情、尊敬、敬慕、立場、及び演じる役割の少な
くとも１つを含む性質に関連付けるように適用され、
　前記プロセッサが前記項目を前記記憶装置に格納するように更に適用され、及び
　前記プロセッサが、前記項目を、前記性質が入っている条件に応じて、前記記憶装置に
格納された他の項目と照らし合わせてソートするように更に適用されるシステム。
【請求項４６】
　前記項目が、前記システムのユーザの個人的な知り合いと関連付けられる請求項４５に
記載のシステム。
【請求項４７】
　前記性質が前記個人的な知り合いの関係リングメンバーシップを示す請求項４６に記載
のシステム。
【請求項４８】
　前記項目がメッセージを含み、前記メッセージと関連付けられたヘッダに前記性質が取
り込まれる請求項４５に記載のシステム。
【請求項４９】
　前記プロセッサが、前記格納された項目のインジケータを、前記性質と関連付けられた
他の項目のインジケータと一緒に表示するように適用されたロジックを更に有する請求項
４５に記載のシステム。
【請求項５０】
　項目を性質と関連付けるように適用された前記ロジックが、前記項目と関連付けられた
内容、メタデータ、キーワード、及び／又はタグにインデックスを付けるように適用され
る請求項４５に記載のシステム。
【請求項５１】
　項目を性質と関連付けるように適用された前記ロジックが、データベースを参照するイ
ンデックスを生成するように適用される請求項４５に記載のシステム。
【請求項５２】
　コンピュータ、電話、及びＰＤＡのうちの１つにプロセッサが内蔵されている請求項４
５に記載のシステム。
【請求項５３】
　前記プロセッサが、前記性質が入っている条件に応じて、他の格納された項目に混じっ
ている前記格納された項目を検索するように適用されたロジックを更に有する請求項４５
に記載のシステム。
【請求項５４】
　前記プロセッサが、前記格納された項目を、前記性質と関連付けられた他の格納された
項目と一緒にアーカイブするように適用されたロジックを更に有する請求項４５に記載の
システム。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
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【０００１】
　本発明は人間中心のネットワークでのデータの管理に関する。
【背景技術】
【０００２】
　格納された情報の管理は、ほとんどの人々の生活にとって益々重要性を増している要素
である。人々によって格納される情報の量は増加傾向にあり、この結果、その情報を管理
するための新たな課題が生じている。
【０００３】
　一部の社会科学者は、大部分の社会的交流は感情的なもので、分析的考察が仮にあると
してもそれは二次的なものであると主張する。正しいかどうかは別として、思いやりや感
情はしばしば「右脳」の活動と呼ばれ、こうした活動に長けていることは「右脳スマート
ネス」、略して「Ｒスマートネス」と呼ばれることがある。
【０００４】
　人々はしばしば、他人とどのように関係するかを決定する際にＲスマートネスを使用す
る。一部の文化では、これは非常に顕著であり、会話の語彙や文法に影響を及ぼすことさ
えあり得る。例えば、近代以前のヨーロッパでは、三人称と間接語は王族の人と話すとき
に使用されていた。もう一つの例として、日本では、話す相手が子供なのか、家族なのか
、同僚なのか、年長者なのか、上司なのかによって、異なる形式の挨拶が使用される。例
えば、感謝を表す日本語の単語を取り上げよう。会話内で察知される演じる役割や立場の
違いに応じて、「どうも」、「どうもありがとう」、「どうもありがとうございます」と
いう形式を取り得る。このような状況において、演じる役割には、親と子、生徒と先生、
部下と上司といったものが含まれる。更に、立場の違いは、年齢、スキルの到達度、精神
的な成熟度、金銭等に基づき得る。実際には、こうしたことはそれほど形式的な形ではな
いにせよ、アメリカ英語にも存在し、「ｔｈａｎｋｓ」、「ｔｈａｎｋ　ｙｏｕ」、「ｔ
ｈａｎｋ　ｙｏｕ　ｖｅｒｙ　ｍｕｃｈ」、その他のバリエーションが異なるトーン及び
イントネーションで言われる。ただし、Ｒスマートネスは、ただ感謝を言うときばかりは
なく、さまざまな状況で効力を発揮する。
【０００５】
　典型的なコンピュータユーザは熟練した科学者でも技術者でもない。そのようなコンピ
ュータユーザは、階層やカテゴリの観点からデータについて考えることはまれだが、デー
タについてどう感じるかという観点からは考えることが多い。したがって、ユーザは、家
族の再会の写真を見て家族のつながりに思いを馳せたり、学校新聞に書かれた古い記事を
読んで郷愁や、記事が洞察力に富んでいることや、ジョークにユーモアがあることや、ス
プレッドシートは必要だが退屈な資料であることを感じたりするであろう。「家族、郷愁
、優れた洞察力、ユーモア、退屈だが必要」は、典型的なユーザがデータを関連付けるカ
テゴリとなり得る。しかし、情報記憶システムでは多くの場合データ等の格納された項目
をソート、検索、及び／又はアーカイブすることができるが、従来のシステムではそのよ
うなタスクを実行するために使用できる条件に制限がある。このため、典型的なユーザが
望んでいると思われる条件を提供できない場合がある。
【０００６】
発明の対象は、明細書の結びの部分に特定的に且つ明確に記述されている。しかし、請求
の範囲に記載されている発明の対象は、構成と操作の方法の両方、並びにそれらの目的及
び機能に関するものであり、以下に示す詳細な説明を添付の図面と合わせて参照すること
により良く理解できよう。
【図面の簡単な説明】
【０００７】
【図１】データの文脈フィルタリングの例を示す。
【図２】データの文脈フィルタリングの例を示す。
【図３】例示的なメッセージヘッダを示す。
【図４】例示的なメッセージヘッダを示す。
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【図５】例示的なメッセージヘッダを示す。
【図６】例示的なメッセージヘッダを示す。
【図７】例示的なメッセージヘッダを示す。
【図８】データの文脈フィルタリングの別の例を示す。
【図９】例示的なシステムを示す。
【図１０】例示的な方法を示す。
【図１１】例示的な方法を示す。
【発明を実施するための形態】
【０００８】
　以下の詳細な説明では、請求の範囲に記載されている発明の対象を十分に理解できるよ
う、数多くの具体的な詳細を示している。但し、こうした具体的な詳細がなくても、請求
の範囲に記載されている発明の対象を実施し得ることは、当業者ならば理解されよう。こ
れ以外の場合、周知の方法、手順、構成要素及び／又は回線は詳細には説明していない。
【０００９】
　以下の詳細な説明の一部分は、コンピュータ及び／又はコンピュータシステムメモリ内
等のコンピューティングシステム内に格納されたデータビット及び／又はバイナリデジタ
ル信号に対する操作のアルゴリズム及び／又は記号表現によって表される。こうしたアル
ゴリズムの記述及び／又は表現は、データ処理の分野における当業者が、自身の作業の実
態を他の当業者に伝えるために使用する技法である。アルゴリズムはまさにここにあり、
通常、所望の結果に通じる操作及び／又は類似の処理の自己矛盾のないシーケンスである
と考えられる。操作及び／又は処理は、物理的数量の物理的な操作を含み得る。必ずとい
うわけではないものの、一般的に、こうした数量は、格納、転送、結合、比較及び／又は
他の処理を行うことができる電気、磁気及び／又は電磁気の形を取り得る。主に共通使用
の理由のため、これらの信号をビット、データ、値、エレメント、記号、文字、用語、数
、数詞等と称することが、ときには好都合であると判明している。しかしながら、これら
及び類似の用語の全ては、適切な物理的数量に関連付けられるべきであり、単に好都合な
ラベルでしかないことを理解されたい。特に具体的に明記しない限り、下記の説明から明
らかであるように、本明細書を通じて、「処理する」、「コンピューティング」、「計算
する」、「決定する」及び／又は類似の用語を使用する記述は、コンピュータ又は類似の
電子コンピューティングデバイス等のコンピューティングプラットフォームの動作及び／
又はプロセスを指し、コンピューティングプラットフォームは、物理的な電子及び／又は
電磁数量及び／又はその他の物理的数量として表現されたデータを、コンピューティング
プラットフォームのプロセッサ、メモリ、レジスタ及び／又はその他の情報ストレージ、
伝送及び／又は表示デバイス内で操作及び／又は変換することに留意されたい。
【００１０】
　データ記憶システムでは項目の格納が可能であり、ユーザは特定の条件に基づいてこれ
らの項目をソート、検索、及び／又はアーカイブすることができる。請求の範囲に記載さ
れている発明の対象の一部の実施形態によれば、ユーザはＲスマート条件を使用して項目
をソート、フィルタリング、及び／又はアーカイブし得る。本開示及び添付の特許請求の
範囲では、「Ｒスマート条件」という言い回しは項目と関連付けられたエモティエント（
ｅｍｏｔｉｅｎｔ）属性を指し得る。ここで「エモティエント属性」という言い回しは、
ユーザに対して定義される、個人的な知り合い等の主体における親近感、愛情、尊敬、敬
慕、立場、及び／又は演じる役割という性質を指し得る。言い換えれば、エモティエント
属性は、格納された項目と関連付けられた主体について、又は項目自体について、ユーザ
がどのように感じているかを反映し得る。例えば、コンピュータのハードドライブ等のデ
ータ記憶システムのユーザは、ハードドライブに格納されたユーザの祖母の写真の方を、
同様にハードドライブに格納されたユーザが飼っている猫の写真よりも敬慕すると考えら
れる。このような状況では、請求の範囲に記載されている発明の対象に係るシステムのユ
ーザは、ユーザが飼っている猫の写真とは異なるエモティエント属性をユーザの祖母の写
真に関連付けることができる。
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【００１１】
　本開示及び添付の特許請求の範囲では、「文脈フィルタリング」という用語は、少なく
とも部分的には、格納されたデータを管理するためのＲスマート条件の使用について説明
する。この文脈で、「ソート」という用語と「フィルタリング」という用語は区別なく用
いることが可能である。請求の範囲に記載されている発明の対象の一部の実施形態によれ
ば、そのような「文脈フィルタリング」は必ずしも項目のソートに適用されるだけでなく
、項目内での検索にも適用され得る。更に、本開示及び添付の特許請求の範囲では、文脈
フィルタリングの文脈で採用される「管理する」又は「管理」という用語は、少なくとも
部分的には、格納された項目の検索、フィルタリング、及び／又はアーカイブについて説
明する。
【００１２】
　当業者ならば、格納されたデータをソート、検索、及び／又はアーカイブする技術がす
でに確立されていることや、データ管理を実施するための周知の仕組み及び／又はデータ
管理用のユーザインターフェイスをユーザに提供するための周知の仕組みが多数存在する
ことは認識できよう。したがって、ここでは、特定のデータ管理の仕組み及び／又はイン
ターフェイスについての詳細な説明は省略する。例えば、項目のソート、検索、及び／又
はアーカイブを容易にするための一般的な技術としては、項目に関連付けられたメタデー
タ（例えば、ファイル名や前回のアクセス日等）にインデックスを付けること及び／又は
項目の内容にインデックスを付けることが挙げられる。加えて、一部の仕組みではユーザ
は、インデックスを付けることもできるキーワード及び／又はタグを追加及び／又は変更
することでメタデータをカスタマイズして、項目のソート、検索、及び／又はアーカイブ
を容易にすることができる。
【００１３】
　請求の範囲に記載されている発明の対象は、エモティエント属性に関連付けられたデー
タのタイプによって限定されるものではないが、一部の実施形態では、格納されたメッセ
ージの内容及び／又はメッセージ関連のデータはこれらの項目と関連付けられたＲスマー
ト属性に応じてソート、検索、及び／又はアーカイブされ得る。例えば、電子メールクラ
イアントは、電子メールに関連付けられたＲスマート属性を電子メールのヘッダに直接提
供することができ、これらの属性は電子メールのソート、検索、及び／又はアーカイブに
おいて使用され得る。加えて、請求の範囲に記載されている発明の対象の一部の実施形態
によれば、ユーザは、メッセージの送り主の１つ又は複数の「関係リング」属性に基づい
て項目をソート、検索、及び／又はアーカイブすることができる。ここで、これらの属性
はメッセージに関連付けられたヘッダに伝達され得る。
【００１４】
　本開示全体及び特許請求の範囲にて使用されるように、「関係リング」という言い回し
は、１つ又は複数の共通のエモティエント属性を共有する項目のグループ化を説明するた
めに使用され得る。但し、この点では請求の範囲に記載されている発明の対象は制限され
ず、請求の範囲に記載されている発明の対象に従った項目のグループ化は、いくつか例を
挙げれば、「リング」、「グループ」、「ドメイン」と呼ばれ得る。したがって、本開示
内において、「リング」という用語の使用は、請求の範囲に記載されている発明の対象の
実施例を表すために使用され得るネットワーク図等でたとえそのような形状が採用されて
いても、文字通りの幾何学的形状を記述するものと理解すべきでない。
【００１５】
　請求の範囲に記載されている発明の対象の一部の実施形態では、項目は、個別のプログ
ラム又は組み合わせプログラムにより、Ｒスマート条件に応じてソート、検索、及び／又
はアーカイブされ得る。このようなプログラム又はプログラムの集まりは、ソート、検索
、及び／又はアーカイブの機能又はユーティリティをユーザに提供することができ、「ｅ
ｍｏｔｉｅｎｃｅマネージャ」と呼ばれ得るが、この点に関して請求の範囲に記載されて
いる発明の対象は限定されない。例えば、ｅｍｏｔｉｅｎｃｅマネージャはユーザに検索
機能を提示し得る。ユーザはこの検索機能により、格納された項目を検索するのに使用す
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るＲスマート条件を入力及び／又は選択することができる。同様に、ｅｍｏｔｉｅｎｃｅ
マネージャはユーザにソート機能を提示し得る。ユーザはこのソート機能により、格納さ
れた項目をソート又はフィルタリングするのに使用するＲスマート条件を入力及び／又は
選択することができる。更に、ｅｍｏｔｉｅｎｃｅマネージャはユーザにアーカイブ機能
を提示し得る。ユーザはこのアーカイブ機能により、項目の格納を整理するのに使用する
Ｒスマート条件を入力及び／又は選択することができる。一部の実施形態では、請求の範
囲に記載されている発明の対象に係るｅｍｏｔｉｅｎｃｅデータマネージャを使用するこ
とにより、ユーザは、エモティエント属性等の性質をデータ項目に付加し、継承及びデフ
ォルト規則をセットアップし（例えば、通信対象のデータに対して）、後で項目を検索及
び取得することができる。
【００１６】
　請求の範囲に記載されている発明の対象に係るｅｍｏｔｉｅｎｃｅマネージャは、表示
デバイスに表示可能なグラフィカルユーザインターフェイス（ＧＵＩ）の少なくとも一部
分が含み得る。使用される特定の形式は、ユーザプリファレンス又は例えばユーザによっ
て採用される表示デバイスの機能となり得る。更に、ｅｍｏｔｉｅｎｃｅマネージャは、
請求の範囲に記載されている発明の対象によれば、Ｒスマートネットワークと互換性のあ
るソフトウェアアプリケーションによってアクセスされ得る（例えば、読み取り及び／又
は編集の場合）。
【００１７】
　前述したようにユーザは請求の範囲に記載されている発明の対象に従ってｅｍｏｔｉｅ
ｎｃｅマネージャを利用し、項目のソート又はフィルタリングを行うことができる。考え
られる一フィルタリングインターフェイスは、特定のエモティエント属性と関連付けられ
た項目のみをユーザが明示的にソート又はフィルタリングできるようにするインターフェ
イスを含む。そのようなインターフェイスでは、ダイアログボックスが提示されることが
可能で、ユーザは１つ又は複数の属性に関連する条件をダイアログボックスに入力するこ
とができる。ｅｍｏｔｉｅｎｃｅマネージャは、入力された条件に応じて項目をフィルタ
リングし得る。例えば、関係リングの文脈では、ユーザは、「家族」リングと「仕事」リ
ングの両方を選択し、これらのリングと関連付けられた項目をフィルタリングして、ユー
ザの友人であり仕事の同僚でもあるというエモティエント属性を有する知り合いと関連付
けられた項目のみを選別することができる。この実施形態の考えられる更なる一拡張では
、ユーザ入力を正規表現として解釈し、一致する全てのカテゴリを提示し得る。もちろん
、データ管理の当業者であれば、格納された情報の管理を容易にする方法は多数存在し、
上記した例はそれを行う一方法にすぎないということを認識されよう。
【００１８】
　請求の範囲に記載されている発明の対象の一部の実施形態では、ユーザは特定のエモテ
ィエント属性と関連付けられた項目の表示を選択的に有効にすることができる。したがっ
て、関係リングの文脈例を再び使用すると、ユーザが家族のイベントに参加している場合
は、知り合い「家族」リングのメンバーと関連する格納された当該項目だけを表示するよ
うにアプリケーションを設定できる。同様に、別の例として、ユーザは、オフィスで働い
ている場合、そのユーザの知り合い「オフィス」リングのメンバーに関連する格納された
当該項目だけを表示するようにアプリケーションを設定できる。
【００１９】
　図１では、請求の範囲に記載されている発明の対象の実施形態の一例に従って、関係リ
ングとして整理された知り合いリストの文脈での格納された電子メール項目の文脈フィル
タリングを示す。図１の左側には、関係リングとして整理された知り合いリスト４００を
示す。一方、右側には、メールの各送り主が属する関係リングに基づいて整理された電子
メール受信トレイの内容の表現４０２を示す。しかしながら、図１は例示的な実施形態を
示していること、及びこの図に示された特定の情報が、請求の範囲に記載されている発明
の対象を多少なりとも限定するものとして、必ずしも解釈されるべきではないことを理解
されたい。また、請求の範囲に記載されている発明の対象は格納されたデータの管理に関
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するものであり、通信関連の格納データの管理に何等限定されるものではないことを理解
されたい。
【００２０】
　請求項に記載されている発明の対象の一部の実施形態によれば、メッセージの表示及び
／又は文脈検索は関係リングのメンバーシップ又はリング名等のエモティエント属性に従
って行われ得る。例えば、請求の範囲に記載されている発明の対象の実施形態の一例に係
る図２では、表示される項目５００を特定の文脈（この例ではマネジメントの知り合いか
ら受信した項目）に制限するように設定された電子メールアプリケーションのユーザイン
ターフェイスを示している。更に、図２の例では、項目検索もマネジメントメッセージに
関連する項目に対象範囲が同様に限定され得る。繰り返しになるが、図２は例示的な実施
形態を示しているに過ぎず、この図に示された特定の情報は、請求の範囲に記載されてい
る発明の対象を限定するものとして必ずしも解釈されるべきではない。
【００２１】
　更に、図１及び図２に示した例に類似したユーザインターフェイスを採用する文脈フィ
ルタリングに加えて、請求の範囲に記載されている発明の対象に係る文脈フィルタリング
を実現するために採用され得るインターフェイスは他にも数多く存在する。例えば、Ｒス
マート条件に応答する文脈フィルタリングは、請求の範囲に記載されている発明の対象に
よれば、検索するテキスト文字列の明確な提示を採用することを含む。したがって、例え
ば、文脈フィルタリングが「マネジメント」リングの知り合いから受信した項目に制限さ
れている場合、それらの項目と関連するテキスト文字列「ｍｅｅｔｉｎｇ　ａｔ　１ｐｍ
（午後１時の会議）」のありとあらゆる出現を対象とした検索が行われ得る。更に、例え
ば、検索アクティビティが特定のリング（例えば「マネジメント」リング）に制約される
場合、例えば「ｐｉｃｋ　ｕｐ　ｂｒｅａｄ（パンを買ってきて）」の検索は失敗する可
能性がある。このような内容は「家族」リングのメンバーから発信される項目としか関連
しないと考えられるからである。請求の範囲に記載されている発明の対象に係る他の実施
形態では、表示文脈と検索文脈がリンクされ得ない。この場合、上記の例を使用すると、
表示文脈がマネジメントリングに制約される際、「ｐｉｃｋ　ｕｐ　ｂｒｅａｄ（パンを
買ってきて）」の検索は失敗し得ない。
【００２２】
　請求項に記載されている発明の対象の一部の実施形態は、「ｅｖｅｒｙｂｏｄｙ（エブ
リバディ）」リング及び／又は「ｎｏｂｏｄｙ（ノウバディ）」リング等、特殊なリング
を含み得る。ここで、ｅｖｅｒｙｂｏｄｙ（エブリバディ）リングはすべての知り合いを
取り込んだフラットな知り合いリストを含み、ｎｏｂｏｄｙ（ノウバディ）リングは他の
どのリングにも属さない全ての知り合いを含み得る。種々の実施形態では、「ｅｖｅｒｙ
ｂｏｄｙ（エブリバディ）」及び「ｎｏｂｏｄｙ（ノウバディ）」以外のかかる特殊なリ
ング名を与え得る。このような実施形態では、文脈フィルタリングは特殊な項目リストを
生じ得る。例えば、項目表示をｅｖｅｒｙｂｏｄｙ（エブリバディ）リングに制限すると
、全ての項目が表示され、一方、項目表示をｎｏｂｏｄｙ（ノウバディ）リングに制限す
ると、知り合いリストに入っていない知り合いか、若しくは知り合いリストには入ってい
るがどの関係リングにも割り当てられていない知り合いから受信した項目が表示され得る
。
【００２３】
　請求項に記載されている発明の対象によれば、項目の格納時に格納される項目がエモテ
ィエント属性に基づいて配置されるように、エモティエント属性は該当する項目と関連付
けされ得る。即ち、共通のエモティエント属性を共有する項目は、互いに関連し合って格
納され得る。請求項に記載されている発明の対象の他の実施形態では、前に格納された項
目は引き続きエモティエント属性と関連付けされ得る。当業者は認識できるだろうが、格
納する項目を互いに関連付けると、該当する項目は互いに物理的に関連し合って、例えば
、隣り合うメモリ領域に格納され得る、及び／又は該当する項目は互いに論理的に関連し
合って格納され得る（即ち、記憶システム内において、例えば共通のインデックを使用し
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て各項目を関連付けておくことにより、該当する項目は互いに関連付けされ得る）。
【００２４】
　請求項に記載されている発明の対象の実施形態は、通信と関連付けられた項目の管理に
限定されるものではなく、任意のタイプの格納された項目及び／又はオリジン（デジタル
画像やアプリケーションファイル等）をソート、検索、及び／又はアーカイブすることも
含み得る。ただし、通信関連の項目の文脈内では、請求項に記載されている発明の対象の
一部の実施形態によれば、項目の送り主と関連付けられた識別情報（例えば、発信者の識
別情報）がユーザの知り合い情報に対して検索されることで、項目と関連付けられる関係
リング及び／又は役割が特定され得る。メッセージの送り主は、複数の役割を持っている
及び／又は複数の関係リングに属しているならば、明確な情報を自発的に申し出たか、明
確な情報を提供するよう求められた可能性がある。したがって、例えば、友人でもある緊
急知り合いでは、緊急メッセージと友好的なメッセージを区別する。同様に、ビジネスパ
ートナーでもある妻は、メッセージを一方の役割又は両方の役割に分類し得る。そのよう
な状況では、１つの役割又は別の役割に関連するＲスマート条件に応じて項目をソート、
検索、及び／又はアーカイブすることは、請求項に記載されている発明の対象によれば、
格納された１つ又は複数の同じメッセージと関連付けられた項目をソート、検索、及び／
又はアーカイブすることを意味し得る。
【００２５】
　更に、知り合いに関連付けられた役割は階層となり得る。したがって、例えば、ビジネ
スパートナーでもある配偶者は、ビジネスパートナーの役割と関連付けられたメッセージ
を、マーケティング又はセールスの視点に立って更に区別し得る。
【００２６】
　加えて、請求項に記載されている発明の対象の一部の実施形態では、項目の受信者は、
項目と関連付けられた１つ又は複数のエモティエント属性（１つ又は複数の演じる役割）
を再分類し得る。更に、一部の実施形態では、ユーザはメッセージの１つ又は複数の部分
を強調表現するか、或いはこれらの部分にフラグを立てて、分類化をこれらの部分に限定
することができる。エモティエント属性によって項目がフィルタリングされる場合、強調
表示された部分はそれらだけで表示、又は強調表示された区域として表示され得る。
【００２７】
　図３と図４は実施形態の例を示し、知り合い「Ｊｏｈｎ　Ｄｏｅ（ジョン・ドウ）」は
「家業」リングと「家族の一員」リングという２つのリングに属する。図３／４の実施形
態の例では、電子メールアプリケーションは、請求項に記載されている発明の対象に従っ
てメッセージの曖昧さをなくす目的で電子メールキーワードの使用をサポートし得る。こ
のため、図３では、知り合いＪｏｈｎ　Ｄｏｅ（ジョン・ドウ）はヘッダーキー６０２を
追加することにより、格納された項目６００において彼がどのような役割を担って話をす
るかを示す。一方、図４では、項目７００と関連付けられた知り合いは、彼が属するリン
グとしてキー７０２を受信者の電子メールアプリケーション上に提供し、彼が演じる役割
としてキー７０４を提供している。したがって、請求項に記載されている発明の対象によ
れば、項目６００と関連付けられた項目のソート、検索、及び／又はアーカイブは、キー
７０２及び７０４のいずれか一方又は両方を含む条件に応じて行われ得る。
【００２８】
　上記の種々の例で説明したようにＲスマート条件は項目のフィルタリング又は検索に利
用され得るが、加えて、請求項に記載されている発明の対象に従って項目をアーカイブす
るためにもＲスマート条件が使用され得る。このため、請求項に記載されている発明の対
象によれば、ユーザはＲスマート条件を採用して、特定の項目集合に属するような格納さ
れた特定の項目を整理若しくは指定することができる。例えば、ユーザは、特定のＲスマ
ート条件に関連する格納された全項目、例えば、ユーザが特に敬慕する知り合いであり共
通の演じる役割を共有している知り合いから受信した全項目等（例えば、ユーザの友人で
もある同僚からのメッセージ）を整理したいと考えているとする。ユーザは、「同僚」及
び「友人」というＲスマート条件を含む検索文字列を使用して格納された項目を検索し、
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検索の結果を取得し、取得した項目をアーカイブされた集まりとして一緒に格納し得る。
【００２９】
　請求項に記載されている発明の対象の一部の実施形態によれば、格納された項目と関連
付けられたエモティエント属性を使用することにより、拡張通信リストを提供することが
できる。一部の実施形態では、例えば、電子メールアドレス等のアドレスを関係リングの
名前等のエモティエント属性と関連付けることができるので、そのアドレスを使用するこ
とにより、関連するリングに属する全ての知り合いへの通信の送信が可能である。したが
って、例えば、「家族」リングを定義したユーザは、そのリングのメンバーに電子メール
を単一のメールヘッダと一緒に送信し得る。例えば、図５は、請求項に記載されている発
明の対象に従って、「家族」リングに転送される例示的な電子メールヘッダ８００を示す
。
【００３０】
　請求項に記載されている発明の対象に係る関係リングは、特定のユーザ及び／又はアプ
リケーションに対してローカルに定義され得るが、請求項に記載されている発明の対象の
一部の実施形態によれば、関係リングシステムのユーザはリング定義を他のユーザと共有
したい場合がある。
【００３１】
　したがって、請求項に記載されている発明の対象の一部の実施形態よれば、リング定義
をリモートシステムに送信し、そこでリング定義を統合し得る機能が存在する。一部の実
施形態では、リング定義をリモートシステムに自動的に送信し、そこでリング定義を統合
し得る。一部の実施形態では、リング定義はリング名及び関連する性質と共にＡＳＣＩＩ
テキストを含み得るが、請求項に記載されている発明の対象は何れか特定のリング定義形
式に限定されるものではない。一部の実施形態では、リング定義はメッセージへの添付と
して送信され得る。
【００３２】
　更に、請求項に記載されている発明の対象の一部の実施形態では、メッセージの送り主
を匿名とすること、及び／又は送り主の識別子が送り主のリングメンバーシップを含むこ
とが可能である。例えば、送り主はコミッティリングのようなリングに属することが可能
であり、送り主はグループの取り組みにより生成された文書の送信を希望することが可能
である。この文脈では、送り主はコミッティリング名によって識別され得る。別の例とし
て、リングとして定義された組織において公的な立場で話す場合を挙げることができる。
更に別の例では、リングのメンバーの信用関係に限界がある場合があり、その場合、その
リングに属する送り主は他のリングメンバーにメッセージを送信する際に匿名にすること
を希望することが可能である。当然ながら、上記の例は、請求項に記載されている発明の
対象と整合性が取れた多くの考えられるシナリオのうちのほんの一部である。
【００３３】
　図６は項目９００（本例では電子メールメッセージ）を示し、この場合、請求項に記載
されている発明の対象の一部の実施形態に従って、メッセージは特定の関係リングと関連
付けされたものとして、又は特定の関係リングから発信されたものとして識別（例えば、
マーク付け）され得る。
【００３４】
　更に、請求項に記載されている発明の対象の一部の実施形態によれば、電子メールメッ
セージ等、特定のリングに属する知り合いから送信される項目は、そのリング宛て、もっ
と言えば、他のどのリング宛てへも送信される必要はない。
【００３５】
　図７は例示的な電子メールメッセージ１０００を示し、この場合、請求項に記載されて
いる発明の対象の一部の実施形態に従って、メッセージは特定の関係リング（例えば、「
Ｒｅｇｕｌａｔｏｒｙ　Ｂｏａｒｄ（規制委員会）」）と関連付けされたものとして、又
はその特定の関係リングから発信されたものとして識別（例えば、マーク付け）され得る
が、当リングの外部の知り合い（例えば、「Ｒｅｇｕｌａｔｏｒｙ　Ｂｏａｒｄ（規制委
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員会）」リングの行為によって影響される「ライセンシー」）にも送信され得る。図７の
例では、メッセージ１０００の受領書がリング：ＴＤＰＳに返信される場合、返信メッセ
ージはリング：ＴＤＰＳの全メンバーに配布され得る。更に一部の実施形態では、規則を
設けることにより、メッセージ１０００を受信したライセンシーからの返信を、ライセン
ス所持者からの返信を処理するために特別に作成された電子メールアカウントに転送する
ことができる。
【００３６】
　一部の実施形態によれば、リングネットワークは階層形式とし得る。例えば、「家族」
リング又はグループは、「肉親」（妻、息子、娘等）等のサブリング又はサブグループや
「拡大家族」（母、父、叔父、いとこ等）に更に分類され得る。このような階層的なグル
ープ化は、複数のレベルのサブリングにわたって広がり得る。例えば、拡張された家族リ
ング内の「いとこ」は展開される、又は、全てのいとこのリストを提供するサブリングを
公開するかどうか選択可能である。もちろん、そのような多くの階層リングのシナリオが
可能である。
【００３７】
　そのような実施形態では、知り合いリストは、関係リング及び／サブリングの中で階層
的に整理され得る。１つ又は複数の知り合いは複数のリングに属することができるので、
関係リング等のエモティエント属性で分類された項目を複数の概念的なインデックスと関
係付けることが可能である。例えば、請求項に記載されている発明の対象の一部の実施形
態によれば、本明細書で説明しているような「役割」と関連付けられた概念及び／又は用
語は、関係リングの名前も含み得る。例えば、「家族」リング内の知り合いは「兄弟」の
役割を演じ得る。もちろん、ユーザの兄弟が複数存在する場合も考えられる。したがって
、請求項に記載されている発明の対象の一部の実施形態によれば、「兄弟」という用語は
、知り合いの役割がユーザの兄弟であるという説明を含み得る、及び／又はユーザの全て
の兄弟が取り込まれた別個の関係リングの名前を含み得る。したがって、請求項に記載さ
れている発明の対象によれば、格納された項目のフィルタリング、検索、又はアーカイブ
に使用されるＲスマート条件は、演じる役割及び関係リング名を同時に含み得る。
【００３８】
　更に、リングが最上位のリング又は別のリングのサブリングである必要はない。したが
って、請求項に記載されている発明の対象の一部の実施形態によれば、関係リングは他の
全てのリングと独立している直交リングを含み得る。直交リングの文脈では、送り主又は
受け取り主が項目又は項目の一部を分類した場合、その項目には複数の関係リングが割り
当てられ、結果、その項目は相応に複数の文脈に表示され得る。したがって、ユーザの兄
弟からのメッセージを含む項目は、ユーザの「家族」リングに関連付けされたものとして
、及びユーザの「兄弟」リングに属するものとして表示され得る。図８は関係指向の項目
を示しており、図１に示したものと類似している。ただし、異なる点として、図８では、
「Ａｎｎ」からのメッセージ１１００は、「重要」と「チームメンバー」の両方に関連付
けられたものとして表示される。この文脈で、項目を２つのリングと関連付けている表示
には、同じ項目の２種類のコピーを含むのではなく、データベースへのインデック内の２
つの別個のポイントから参照される同じ項目を含み得る。
【００３９】
例示的なシステム
　図９は例示的なデータ記憶システム１２００のブロック図を示す。システム１２００は
、図１～図８に関連して前述した様々な機能の一部又は全てを実行するのに使用され得る
。システム１２００は、データの記憶及びデータへのアクセスを容易にできるデバイス又
はデバイスの集まりを含み得る。例えば、システム１２００は、デスクトップコンピュー
タ、ラップトップコンピュータ、ハンドヘルドコンピュータ、スマートフォン及び／又は
携帯電話、ＰＤＡ等を含み得る。
【００４０】
　システム１２００には、データ管理機能を提供及び／又は容易にできるプロセッサ等の
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中央処理装置（ＣＰＵ）１２１０、ＣＰＵ１２１０に結合された記憶装置１２２０、及び
ＣＰＵ１２１０及び／又は記憶装置１２２０に結合された表示デバイス１２３０が含まれ
る。更に、ＣＰＵ１２１０、表示デバイス１２３０、及び記憶装置１２２０は、通信経路
又はバス１２４０により、一緒に結合されてもよい。グラフィック処理装置（ＧＰＵ）（
図９に図示せず）は、ＣＰＵ１２１０に結合及び／又はプロセッサ１２１０内蔵であって
もよく、更に表示デバイス１２３０に表示可能な情報を提供するために表示デバイス１２
３０に結合してもよいことは、当業者によって理解されよう。このような表示可能な情報
は、ＧＵＩの形式で表示デバイス１２３０に提示され得る。ここで、このようなＧＵＩは
、請求の範囲に記載されている発明の対象の一部の実施形態に基づき、Ｒスマートの人間
中心のネットワーク、エモティエントマネージャ、格納された項目と関連付けられたイン
ジケータ等の視覚的な表現を示すことができ得る。
【００４１】
　請求の範囲に記載されている発明の対象の一部の実施形態によれば、ＣＰＵ１２１０は
、Ｒスマートの人間中心のネットワークを定義するため、エモティエント属性と関連する
格納された項目を整理するため、エモティエント属性を項目と関連付けるため、及び／又
は項目と関連付けられたエモティエント属性を変更するために使用されるリスト構造、デ
ータ構造及び／又は配列等の内部表現を容易化、構築、生成、及び／又は処理するロジッ
クを含み得る。更に、請求の範囲に記載されている発明の対象の一部の実施形態によれば
、記憶装置１２２０がＣＰＵ１２１０と関連して動作し、このような内部表現の少なくと
も一部分を格納又は保持し得る。この文脈では、記憶装置１２２０及び／又はＣＰＵ１２
１０は、エモティエント属性と関連付けられた項目を格納するためのデータベース機能を
提供するように動作し得る。したがって、記憶装置１２２０は、エモティエント属性等の
Ｒスマート条件に応じてソート、検索、及び／又はアーカイブされる項目を格納し得る。
【００４２】
　記憶装置１２２０及び／又はＣＰＵ１２１０を更に１つ又は複数のコントローラ（図９
に図示せず）に結合させ、ＣＰＵ１２１０及び／又は記憶装置１２２０の間で、ＧＵＩを
指定する情報等の情報の通信を容易にさせ得ることを、当業者は認識されよう。更に、記
憶装置１２２０は、データの格納を実現する任意の装置又は装置の集まりであってもよい
。例えば、記憶装置１２２０は、ハードディスクドライブ（ＨＤＤ）又はその他何らかの
磁気記憶媒体を含むことも、光記憶技術を含むこともできる。或いは、記憶装置１２２０
は、ＣＰＵ１２１０内部のメモリを含んでもよく、及び／又はＣＰＵ１２１０外部の１つ
又は複数の個別のメモリデバイスを含んでもよい。更に、記憶装置１２２０は、その他の
いずれかのメモリ技術（ランダムアクセスメモリ（ＲＡＭ）、フラッシュメモリ等）を含
んでもよい。請求の範囲に記載されている発明の対象の一部の実施形態によれば、記憶装
置１２２０は、Ｒスマートの人間中心のネットワーク及び／又は格納された項目に関連付
けられたインジケータ（アイコン等）の視覚的な表現を示すことができる情報を少なくと
も一時的に格納又は保持し得る。このような情報は、例えば、Ｒスマートの人間中心のネ
ットワーク及び／又は格納された項目の配置又は集まりの視覚的な表現を示すことができ
ると共に、表示デバイス１２３０に表示させることができるＧＵＩの少なくとも一部分を
指定する情報を含み得る。
【００４３】
　表示デバイス１２３０は、更に顕著な例のいくつかを挙げるならば、液晶ディスプレイ
（ＬＣＤ）、ポリマーベースのディスプレイ、エレクトロルミネッセントディスプレイ、
プラズマディスプレイパネル（ＰＤＰ）、ブラウン管（ＣＲＴ）ディスプレイ等の任意の
タイプの表示デバイスを含み得る。例示システム１２００は特定の構成要素の構成で示し
たが、広範囲の構成のいずれかを使用したその他の実施形態も可能である。更に、システ
ム１２００には、請求の範囲に記載されている発明の対象と特に密接な関係はないものの
、通信バス等の追加構成要素（請求の範囲に記載されている発明の対象を曖昧にしないよ
うにするために、図９には図示せず）を含み得ることを、当業者は認識されよう。
【００４４】
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例示的な方法
　図１０及び図１１は、請求の範囲に記載されている発明の対象の一部の実施形態に係る
例示的な方法１３００と１４００のそれぞれのフローチャートである。方法１３００及び
／又は１４００は、図１～図９に関連して前述した様々な機能及び／又は仕組みの一部又
は全てを実施及び／又は実行し得るものである。方法１３００及び１４００の種々の行為
の少なくとも一部に関する詳細はそれらの図を参照しながら前述してあるので、図１０及
び図１１の以下の説明においては省略するものとする。図１０及び図１１に示す行為の順
序はいずれも、請求の範囲に記載されている発明の対象を制限するものでなく、図示の順
序で行為が行われなければならないこと及び／又は図１０又は図１１のいずれかの特定の
行為が必然的に別の行為に依存することを暗示するものでもない。更に、添付の図１０及
び図１１の説明において、項目の表示への言及は、関連付けられた項目ヘッダに項目を伴
う表示、又は関連付けられた項目ヘッダのみの表示を言及し得る。同様に、図１０及び／
又は図１１の一部の行為では項目の表示を要求し得るが、当業者ならば、項目の表示が項
目ヘッダ等の項目のインジケータの表示を含むことを認識されよう。
【００４５】
　図１０と方法１３００に関しては、行為１３１０で項目が性質と関連付けされ得る。行
為１３１２では、項目と関連付けられた性質が変更され得る。行為１３１４～１３１８で
は、格納された項目がそれぞれソート、検索、又はアーカイブされ得る。行為１３２０で
は、項目又は項目のインジケータが表示され得る（例えば、端末デバイスのディスプレイ
に）。
【００４６】
　図１１及び方法１４００に関しては、行為１４０２でメッセージが編成される。ここで
、そのメッセージには、個人的な知り合いのグループの名前を含むメッセージの送り主の
インジケータが取り込まれる。行為１４０４では、個人的な知り合いのグループに属する
１つ又は複数の個人的な知り合いにメッセージが送信され得る。一方、行為１４０６では
、個人的な知り合いのグループに属さない１つ又は複数の個人的な知り合いにメッセージ
が送信され得る。
【００４７】
　特定の実施形態だけが記載されたが、請求の範囲に記載されている発明の対象は、適用
範囲において、１つ又は複数の特定の実施形態に限定されることはない。例えば、一部の
実施形態はハードウェアで構成し、或るデバイス又はデバイスの組み合わせで稼働させる
等が可能であるのに対し、その他の実施形態ではソフトウェアであってもよい。更に、一
部の実施形態は、ファームウェアで構成することも、或いは例えばハードウェア、ソフト
ウェア、及び／又はファームウェアの任意の組み合わせとして構成することもできる。同
様に、請求の範囲に記載されている発明の対象はこの点で適用範囲が限定されることはな
いものの、一部の実施形態は１つ又は複数の記憶媒体等、１つ又は複数の物品を含み得る
。例えば、１つ又は複数のＣＤ－ＲＯＭ、コンピュータディスク、フラッシュメモリ等、
このような記憶媒体には、命令が格納され得る。例えばコンピュータシステム、コンピュ
ーティングプラットフォーム、又はその他のシステム等、システムによってこの命令が実
行されると、例えば前述した実施形態の１つ等、請求の範囲に記載されている発明の対象
に基づく方法が実施される。１つの潜在的な例として、コンピューティングプラットフォ
ームは、１つ又は複数の処理装置乃至プロセッサと、ディスプレイ、キーボード、及び／
又はマウス等の１つ又は複数の入出力デバイスと、及び／又はスタティックランダムアク
セスメモリ、ダイナミックランダムアクセスメモリ、フラッシュメモリ、及び／又はハー
ドドライブ等の１つ又は複数のメモリとを含み得る。
【００４８】
　本明細書における「或る実施形態」、「１つの実施形態」、「一部の実施形態」、又は
「その他の実施形態」という言及は、１つ又は複数の実施形態に関連して記載した特定の
機能、構造、又は特性が少なくともいくつかの実施形態に含まれうるものの、必ずしも全
ての実施形態に含まれるわけではないということを意味し得る。前述の「或る実施形態」
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、「１つの実施形態」、又は「一部の実施形態」という様々な表現は、全てが必ずしも同
一の実施形態を指すものとは限らない。又、本明細書では、冠詞「ａ」は、１つ又は複数
の物品を含むものとして使用されている。更に、「結合され」又は「応答する」又は「応
じて」又は「通信して」等の用語又は言い回しが本明細書又は特許請求の範囲にて使用さ
れるとき、これらの用語は広く解釈されるべきである。例えば、「に結合され」という言
い回しは、その言い回しが使用されている文脈に見合うように、通信的に、電気的に、及
び／又は動作的に結合されていることを意味し得る。
【００４９】
　前記の記述では、請求の範囲に記載されている発明の対象の様々な側面が記載されてい
る。説明の目的上、請求の範囲に記載されている発明の対象を十分理解するために、特定
の数値、システム、及び／又は構成を規定した。但し、請求の範囲に記載されている発明
の対象はその個々の詳細がなくても実施し得ることは、本開示の恩恵を受ける当業者にと
っては明らかであろう。これ以外の場合、請求の範囲に記載されている発明の対象を曖昧
にしないように、周知の特徴は省略及び／又は簡略化された。本明細書ではいくつかの特
徴が図示及び／又は記載されているが、当業者は、現在又は将来において、多くの修正、
置換、変更、及び／又は等価物を思い付くであろう。このため、添付の特許請求の範囲は
、請求の範囲に記載されている発明の真の精神に含まれる、このような修正及び／又は変
更を全てカバーすることを意図したものであることを理解されるであろう。

【図１】 【図２】

【図３】

【図４】

【図５】
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【図１１】
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