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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　１つ以上の付加的な通信デバイスと通信する通信デバイスであって、該通信デバイスは
、
　１つ以上のアイテムを表示するように構成された表示画面と、
　該表示画面に通信可能に結合されたマイクロプロセッサであって、該マイクロプロセッ
サは、該１つ以上のアイテムと、該１つ以上のアイテムに関連付けられた１つ以上のコメ
ントとを管理するアイテム管理アプリケーションの動作を制御する、マイクロプロセッサ
と
　を備え、
　該アイテム管理アプリケーションは、
　グループに参加するように、該１つ以上の付加的な通信デバイスのユーザを招待するこ
とと、
　該グループに参加する該１つ以上の付加的な通信デバイスのユーザに基づいてメンバー
を規定することと、
　選択されるアイテムを、該メンバーに関連付けられた該１つ以上の付加的な通信デバイ
スにプッシュ配信することであって、該選択されるアイテムは、共有されるタスクのリス
トを含む、ことと、
　該リスト内の共有されるタスクの各々に隣接する第１のタイプの指標を提供することで
あって、該第１のタイプの指標は、対応する共有されるタスクの状態を識別する、ことと
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、
　該リスト内の少なくとも１つの共有されるタスクに対する優先レベルの選択を、該メン
バーに関連付けられた該１つ以上の付加的な通信デバイスから受信することであって、該
優先レベルは、該第１のタイプの指標および該対応する共有されるタスクのうちの少なく
とも一方の特徴を用いて示され、第１の優先レベルは、第１の特徴を用いて示され、第２
の優先レベルは、第２の特徴を用いて示され、該第１の特徴と該第２の特徴とは異なる、
ことと、
　該プッシュ配信された選択されるアイテムに関連付けられたアイコンを該表示画面上に
提示することであって、該アイコンは、該メンバーに関連付けられた該１つ以上の付加的
な通信デバイスによって受信される該プッシュ配信された選択されるアイテムを識別する
、ことと、
　該メンバーに関連付けられた該１つ以上の付加的な通信デバイスからプッシュ配信され
る１つ以上のコメントを受信することであって、該プッシュ配信された１つ以上のコメン
トは、該プッシュ配信された選択されるアイテムに関連付けられている、ことと、
　新しいプッシュ配信された選択されるアイテムおよび新しいプッシュ配信される１つ以
上のコメントのうちの少なくとも１つの受信を識別する第２のタイプの指標を該アイコン
上に提示することと
　を行うように構成されている、通信デバイス。
【請求項２】
　前記共有されるタスクのリストは、買物リスト、実行することのリスト、贈物リストの
うちの１つである、請求項１に記載の通信デバイス。
【請求項３】
　前記アイテム管理アプリケーションは、前記リストが変化する場合に、前記メンバーに
関連付けられた各通信デバイスに該共有されるタスクのリストを提供する、請求項１に記
載の通信デバイス。
【請求項４】
　前記アイテム管理アプリケーションは、ほぼリアルタイムで、前記１つ以上のアイテム
をプッシュ配信するように構成されている、請求項１に記載の通信デバイス。
【請求項５】
　前記アイテム管理アプリケーションは、前記１つ以上の付加的な通信デバイスから、リ
アルタイムで前記プッシュ配信された１つ以上のコメントを受信するように構成されてい
る、請求項４に記載の通信デバイス。
【請求項６】
　前記通信デバイスは、スマートフォン、携帯情報端末、ラップトップ、コンピュータの
うちの１つである、請求項１に記載の通信デバイス。
【請求項７】
　前記１つ以上のコメントは、音声メッセージを含む、請求項１に記載の通信デバイス。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　（優先権主張）
　本願は、米国特許出願第１２／４２０，６４０号（２００９年４月８日出願）の優先権
を主張し、この出願は、本明細書に参照により援用される。
【０００２】
　（著作権通告）
　本特許文献の開示の一部分は、（著作権またはマスクワーク）保護を受ける資料を含有
する。（著作権またはマスクワーク）所有者は、特許商標局の特許ファイルまたは記録に
見られるように、任意の者による特許文献または特許開示の複製に異議はないが、そうで
なければ、いかなるものであれ全ての（著作権またはマスクワーク）権利を留保する。
【０００３】
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　（分野）
　本開示は、広義では、通信能力を有する電子デバイスを対象とする。本開示はさらに、
グループに結び付けられているアイテムおよびコメントともに通信デバイスを使用して、
アイテムおよび関連コメントの送受信を管理することに関する。
【背景技術】
【０００４】
　（背景情報）
　人々は、日々、相互と通信するために通信デバイスをより多く使用するようになってい
る。音声通信に加えて、代替的なメッセージングシステム、例えば、ショートメッセージ
サービス（ＳＭＳ）、マルチメディアメッセージサービス（ＭＭＳ）、Ｅメール、および
音声メッセージが使用されている。一般的には、これらのメッセージサービスは、リアル
タイム（またはほぼリアルタイム）では動作していない。例えば、Ｅメールのような最も
従来的な通信システムは、メッセージが受信されたかどうかを確認するために、通信デバ
イスが通信デバイスと関連付けられた受信箱をチェックするポーリングを必要とする。一
般的には、受信箱のチェックは、周期的に行われる。バッテリの寿命を節約するために、
いくつかの通信デバイスは、受信箱のチェック間の時間を延長する。
【発明の概要】
【課題を解決するための手段】
【０００５】
　本明細書で説明されるソフトウェアは、コンパクトディスク（ＣＤ）、デジタル多目的
ディスク（ＤＶＤ）、フロッピー（登録商標）ディスク、ハードドライブ、読出し専用メ
モリ（ＲＯＭ）、ランダムアクセスメモリ（ＲＡＭ）、ならびにソフトウェアを記憶する
ことが可能な他の物理媒体、および／またはそれらの組み合わせを含むが、それらに限定
されない１つ以上の物理媒体で、明白に具現化されてもよいことが留意される。また、図
は種々の構成要素（例えば、サーバ、モバイルデバイス、およびネットワーク要素等）を
別々に図示する。種々の構成要素において果たされるものとして説明される機能は、他の
構成要素において果たされてもよく、種々の構成要素が組み合わせられ、および／または
分離されてもよい。他の修正も行われてもよい。
例えば、本発明は以下の項目を提供する。
（項目１）
　通信デバイスであって、
　１つ以上のアイテムを表示するように構成される表示画面と、
　該表示画面に通信可能に連結されるマイクロプロセッサと、
　該１つ以上のアイテム、および該１つ以上のアイテムの各々と関連付けられた１つ以上
のコメントを管理するように構成されるアイテム管理アプリケーションと
　を備え、
　該マイクロプロセッサは、該アイテム管理アプリケーションの動作を制御するように構
成され、
　該アイテム管理アプリケーションは、ピアツーピアのサーバレスネットワーク内でアイ
テムを１つ以上の付加的な通信デバイスに提供するように構成され、各通信デバイスは、
グループと関連付けられ、特定のアイテムは、該グループと関連付けられる該通信デバイ
ス間で共有され、
　該アイテム管理アプリケーションは、該アイテムと関連付けられている該グループによ
り、該ピアツーピアのサーバレスネットワーク内で特定のアイテムに関する該１つ以上の
コメントを該通信デバイスに提供するようにさらに構成される、通信デバイス。
（項目２）
　前記特定のアイテムは、リスト、写真、会話、カレンダー、またはアドレス帳のうちの
１つである、項目１に記載の通信デバイス。
（項目３）
　前記リストは、買物リスト、実行することのリスト、または贈物リストのうちの１つで
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ある、項目２に記載の通信デバイス。
（項目４）
　前記アイテム管理アプリケーションは、前記リストが変化する場合に、前記グループと
関連付けられた各通信デバイスに該リストを提供する、項目２に記載の通信デバイス。
（項目５）
　前記アイテム管理アプリケーションは、新しい入力が入力されること、入力が削除され
ること、または入力が修正されることのうちの少なくとも１つの場合に、前記グループと
関連付けられた各通信デバイスに前記カレンダーを提供するように構成される、項目２に
記載の通信デバイス。
（項目６）
　前記アイテム管理アプリケーションは、ほぼリアルタイムで、前記グループと関連付け
られた各通信デバイスに前記１つ以上のアイテムおよび関連する１つ以上のコメントを提
供するように構成される、項目１に記載の通信デバイス。
（項目７）
　前記アイテム管理アプリケーションは、１つ以上のプッシュメッセージを送信すること
によって、前記１つ以上のアイテムおよび関連する１つ以上の　コメントを提供するよう
に構成される、項目６に記載の通信デバイス。
（項目８）
　前記通信デバイスは、スマートフォン、携帯情報端末、ラップトップ、またはコンピュ
ータのうちの１つである、項目１に記載の通信デバイス。
（項目９）
　前記関連コメントは、音声メッセージを含む、項目１に記載の通信デバイス。
（項目１０）
　通信デバイス上でアイテム管理アプリケーションを提供することと、
　該通信デバイス上に表示されるグループの選択を受信することであって、該グループは
、少なくとも２つのメンバーを備える、ことと、
　ピアツーピアのサーバレスネットワーク内でアイテムを１つ以上の付加的な通信デバイ
スに提供することであって、該１つ以上の付加的な通信デバイスの各々は、該グループと
関連付けられ、該グループは、該アイテムと関連付けられる、ことと、
　該アイテムと関連付けられている該グループにより、該ピアツーピアのサーバレスネッ
トワーク内で該アイテムに関する１つ以上のコメントを提供することと
　を含む、方法。
（項目１１）
　前記アイテムは、リスト、写真、会話、カレンダー、またはアドレス帳のうちの１つで
ある、項目１０に記載の方法。
（項目１２）
　前記リストは、買物リスト、実行することのリスト、または贈物リストのうちの１つで
ある、項目１１に記載の方法。
（項目１３）
　前記リストが変化する場合に、前記リストを受信し、表示することをさらに含む、項目
１１に記載の方法。
（項目１４）
　新しい入力が入力されること、入力が削除されること、または入力が修正されることの
うちの少なくとも１つの場合に、前記カレンダーを受信し、表示することをさらに含む、
項目１１に記載の方法。
（項目１５）
　前記ピアツーピアのサーバレスネットワーク内で前記アイテムを通信デバイスに提供す
ることは、１つ以上のプッシュメッセージを使用して、ほぼリアルタイムで提供される、
項目１１に記載の方法。
（項目１６）
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　前記ネットワーク上で通信デバイスに１つ以上のコメントを提供することは、１つ以上
のプッシュメッセージを使用して、ほぼリアルタイムで提供される、項目１１に記載の方
法。
（項目１７）
　前記通信デバイスは、スマートフォン、携帯情報端末、ラップトップ、またはコンピュ
ータのうちの１つである、項目１０に記載の方法。
（項目１８）
　前記関連コメントは、音声メッセージを備える、項目１０に記載の方法。
（項目１９）
　通信デバイスに対する１つ以上のアイテムおよび１つ以上のコメントを管理するように
構成されるアイテム管理アプリケーションを有するプロセッサ可読媒体であって、該アイ
テム管理アプリケーションは、
　通信デバイス上で該アイテム管理アプリケーションを提供することと、
　該通信デバイス上に表示されるグループの選択を受信することであって、該グループは
、少なくとも２つのメンバーを備える、ことと、
　ピアツーピアのサーバレスネットワーク内でアイテムを１つ以上の付加的な通信デバイ
スに提供することであって、該１つ以上の付加的な通信デバイスの各々は、該グループと
関連付けられ、該グループは、該アイテムと関連付けられる、ことと、
　該アイテムと関連付けられている該グループにより、該ピアツーピアのサーバレスネッ
トワーク内で該アイテムに関する１つ以上のコメントを該付加的な通信デバイスの各々に
提供することと
　を該通信デバイスに行わせる、プロセッサ可読媒体。
（項目２０）
　前記通信デバイスは、スマートフォン、携帯情報端末、ラップトップ、またはコンピュ
ータのうちの１つである、項目１９に記載のプロセッサ可読媒体。
【図面の簡単な説明】
【０００６】
　例示的実施形態のより完全な理解を容易にするために、ここで添付図面を参照する。こ
れらの図面は、限定として解釈されるべきではなく、例示にすぎないものとなることを目
的としている。
【図１Ａ】図１Ａは、例示的実施形態による、縮小ＱＷＥＲＴＹキーボードを有し、メッ
セージングアプリケーションを組み込むことが可能である、手持ち式通信デバイスの正面
図である。
【図１Ｂ】図１Ｂは、例示的実施形態による、完全ＱＷＥＲＴＹキーボードを有し、メッ
セージングアプリケーションを組み込むことが可能である、手持ち式通信デバイスの正面
図である。
【図２】図２は、例示的実施形態による、通信ネットワーク内で相互作用する手持ち式通
信デバイスを表すブロック図である。
【図３】図３は、例示的実施形態による、グループのメンバー間の関係を示すブロック図
である。
【図４】図４は、例示的実施形態による、グループアプレットを示すスクリーンショット
である。
【図５】図５は、例示的実施形態による、家族グループ用の位置アプレットのスクリーン
ショットである。
【図６】図６は、例示的実施形態による、位置アプレットの地図のスクリーンショットで
ある。
【図７】図７は、例示的実施形態による、リストアプレットのスクリーンショットである
。
【図８】図８は、例示的実施形態による、会話のスクリーンショットである。
【図９】図９は、例示的実施形態による、写真ホーム画面のスクリーンショットである。
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【図１０】図１０は、例示的実施形態による、フォトビューアのスクリーンショットであ
る。
【図１１】図１１は、例示的実施形態による、写真のスクリーンショットである。
【図１２】図１２は、例示的実施形態による、カレンダーのスクリーンショットである。
【図１３】図１３は、例示的実施形態による、アドレス帳のスクリーンショットである。
【図１４】図１４は、例示的実施形態による、アイテムおよび関連コメントを管理するた
めの方法のフローチャートである。
【図１５Ａ】図１５Ａは、例示的実施形態による、写真を撮影し、写真をグループに送信
するための方法のフローチャートである。
【図１５Ｂ】図１５Ｂは、例示的実施形態による、グループホーム画面のスクリーンショ
ットである。
【図１５Ｃ】図１５Ｃは、例示的実施形態による、キャプションを入力するプロンプトの
スクリーンショットである。
【図１５Ｄ】図１５Ｄは、例示的実施形態による、写真およびキャプションのスクリーン
ショットである。
【図１６】図１６は、例示的実施形態による、写真をグループに送信するための方法のフ
ローチャートである。
【図１７Ａ】図１７Ａは、例示的実施形態による、写真と関連付けられたコメントを追加
し、コメントをグループに送信するための方法のフローチャートである。
【図１７Ｂ】図１７Ｂは、例示的実施形態による、「写真について話し合う」オプション
がハイライトされたメニューのスクリーンショットである。
【図１７Ｃ】図１７Ｃは、例示的実施形態による、コメントを入力するプロンプトのスク
リーンショットである。
【図１７Ｄ】図１７Ｄは、例示的実施形態による、グループに投稿されているコメントの
スクリーンショットである。
【図１８Ａ】図１８Ａは、例示的実施形態による、音声注釈を写真に追加するための方法
のフローチャートである。
【図１８Ｂ】図１８Ｂは、例示的実施形態による、「音声注釈を追加する」オプションが
ハイライトされたメニューのスクリーンショットである。
【図１８Ｃ】図１８Ｃは、例示的実施形態による、音声注釈を録音するための表示のスク
リーンショットである。
【図１８Ｄ】図１８Ｄは、例示的実施形態による、音声注釈を添付するための表示のスク
リーンショットである。
【図１８Ｅ】図１８Ｅは、例示的実施形態による、録音された音声注釈を有する写真の表
示のスクリーンショットである。
【図１９Ａ】図１９Ａは、例示的実施形態による、写真をお気に入りリストに追加するた
めの方法のフローチャートである。
【図１９Ｂ】図１９Ｂは、例示的実施形態による、「お気に入りとしてタグ付けする」オ
プションがハイライトされたメニューのスクリーンショットである。
【図２０Ａ】図２０Ａは、例示的実施形態による、写真へのキャプションを編集するため
の方法のフローチャートである。
【図２０Ｂ】図２０Ｂは、例示的実施形態による、「キャプションを編集する」オプショ
ンがハイライトされたメニューのスクリーンショットである。
【図２０Ｃ】図２０Ｃは、例示的実施形態による、編集されているキャプションのスクリ
ーンショットである。
【図２１Ａ】図２１Ａは、例示的実施形態による、以前のコメントを削除するための方法
のフローチャートである。
【図２１Ｂ】図２１Ｂは、例示的実施形態による、「以前のコメントを削除する」オプシ
ョンがハイライトされたメニューのスクリーンショットである。
【図２２Ａ】図２２Ａは、例示的実施形態による、写真を削除するための方法のフローチ
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ャートである。
【図２２Ｂ】図２２Ｂは、例示的実施形態による、「写真を削除する」オプションがハイ
ライトされたメニューのスクリーンショットである。
【図２３Ａ】図２３Ａは、例示的実施形態による、アイテムまたはアイテムと関連付けら
れた会話をアーカイブに保管するための方法のフローチャートである。
【図２３Ｂ】図２３Ｂは、例示的実施形態による、「送信する」オプションを選択するた
めのメニューのスクリーンショットである。
【図２３Ｃ】図２３Ｃは、例示的実施形態による、アイテムまたはアイテムと関連付けら
れた会話を送信するための異なる手段を一覧にする、メニューのスクリーンショットであ
る。
【図２４Ａ】図２４Ａは、例示的実施形態による、グループアプレットの別のスクリーン
ショットである。
【図２４Ｂ】図２４Ｂは、例示的実施形態による、試験グループのメイン画面のスクリー
ンショットである。
【図２４Ｃ】図２４Ｃは、例示的実施形態による、概観アプレットがハイライトされてい
る試験グループのスクリーンショットである。
【図２４Ｄ】図２４Ｄは、例示的実施形態による、概観アプレットのスクリーンショット
である。
【図２４Ｅ】図２４Ｅは、例示的実施形態による、ハイライトされている記録オプション
のスクリーンショットである。
【図２４Ｆ】図２４Ｆは、例示的実施形態による、選択されたスレッドのスクリーンショ
ットである。
【図２５Ａ】図２５Ａは、例示的実施形態による、オーバーレイを伴うフォトビューアの
スクリーンショットである。
【図２５Ｂ】図２５Ｂは、例示的実施形態による、オーバーレイがないフォトビューアの
スクリーンショットである。
【図２５Ｃ】図２５Ｃは、例示的実施形態による、「コテージ」の写真について話し合う
ために「写真について話し合う」オプションがハイライトされているメニューのスクリー
ンショットである。
【図２５Ｄ】図２５Ｄは、例示的実施形態による、コテージの写真と関連付けられるコメ
ントを入力するプロンプトのスクリーンショットである。
【図２５Ｅ】図２５Ｅは、例示的実施形態による、コテージの写真について投稿されてい
るコメントのスクリーンショットである。
【図２５Ｆ】図２５Ｆは、例示的実施形態による、最新の写真が追加されている、選択さ
れたスレッドのスクリーンショットである。
【図２５Ｇ】図２５Ｇは、例示的実施形態による、オーバーレイ、およびメッセージまた
はコメントが投稿されていることを示すアイコンを伴う、フォトビューアのスクリーンシ
ョットである。
【図２５Ｈ】図２５Ｈは、例示的実施形態による、新しいコメントが追加されている概観
アプレットのスクリーンショットである。
【図２５Ｉ】図２５Ｉは、例示的実施形態による、選択されたスレッドのスクリーンショ
ットである。
【図２６Ａ】図２６Ａは、例示的実施形態による、試験グループと関連付けられた活動を
示すアイコンを有する、通信デバイスのホーム画面のスクリーンショットである。
【図２６Ｂ】図２６Ｂは、例示的実施形態による、試験グループの中の新しい活動を示す
アイコンを含む、グループアプレットのスクリーンショットである。
【図２６Ｃ】図２６Ｃは、例示的実施形態による、グループ写真の中の新しい活動を示す
アイコンを含む、試験グループのホーム画面のスクリーンショットである。
【図２６Ｄ】図２６Ｄは、例示的実施形態による、グループ写真がハイライトされている
試験グループのスクリーンショットである。
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【図２６Ｅ】図２６Ｅは、例示的実施形態による、グループ写真セクションのホーム画面
のスクリーンショットである。
【図２６Ｆ】図２６Ｆは、例示的実施形態による、画面をスクロールダウンした後のグル
ープ写真のスクリーンショットである。
【図２６Ｇ】図２６Ｇは、例示的実施形態による、複数の写真を有するオーバーレイを伴
う、選択された写真のスクリーンショットである。
【図２６Ｈ】図２６Ｈは、例示的実施形態による、複数の写真を有するオーバーレイがな
い、選択された写真のスクリーンショットである。
【図２６Ｉ】図２６Ｉは、例示的実施形態による、複数の写真を有するオーバーレイを伴
う、別の選択された写真のスクリーンショットである。
【図２６Ｊ】図２６Ｊは、例示的実施形態による、複数の写真を有するオーバーレイがな
い、別の選択された写真のスクリーンショットである。
【図２６Ｋ】図２６Ｋは、例示的実施形態による、概観アプレットがハイライトされてい
る試験グループのホーム画面のスクリーンショットである。
【図２６Ｌ】図２６Ｌは、例示的実施形態による、メッセージを一覧にする概観セクショ
ンのスクリーンショットである。
【図２６Ｍ】図２６Ｍは、例示的実施形態による、概観アプレットの中のスレッドがハイ
ライトされているスクリーンショットである。
【図２６Ｎ】図２６Ｎは、例示的実施形態による、ハイライトされたスレッドと関連付け
られた写真のスクリーンショットである。
【発明を実施するための形態】
【０００７】
　通信デバイスのユーザ間でリアルタイムまたはほぼリアルタイムの「会話」を行うこと
は非現実的となり得る。一般的には、従来のメッセージングシステムは、メッセージを受
信するため、およびメッセージを各特定受信者に送信するために、連絡先のリストを生成
するようにメッセージの発信者に要求する。リストを生成することは時間がかかるだけで
なく、メッセージの発信者が１つ以上の連絡先をリストから不注意に省く機会も許容する
。結果として、誰かが省かれた個人または人々をメッセージング連鎖に追加しない限り、
元のメッセージから省かれた個人が、メッセージ、追跡コメント、またはそれらの組み合
わせを決して受信しない場合がある。さらに、同じグループへのメッセージを生成するた
めに、発信者は、受信者のリストを再び生成しなければならない場合がある。
【０００８】
　図１Ａおよび１Ｂを参照すると、例示的実施形態による、各々がメッセージングアプリ
ケーションを組み込むことが可能である、縮小ＱＷＥＲＴＹキーボードおよび完全ＱＷＥ
ＲＴＹキーボードを各々有する手持ち式通信デバイスの正面図である。示されるように、
例示的な通信デバイス１００は、図２のブロック図で例示されるような無線ネットワーク
３１９に通信可能に連結される。これらの図は例示的にすぎず、当業者であれば、特定の
ネットワーク環境内で通信デバイス１００を稼働させるために必要である、付加的な要素
および修正を理解するであろう。図示された実施形態では、通信デバイス１００は、スマ
ートフォンであるが、他の実施形態では、通信デバイス１００は、携帯情報端末（ＰＤＡ
）、ラップトップコンピュータ、デスクトップコンピュータ、サーバ、または電子メッセ
ージを送受信することが可能な他の通信デバイスであってもよい。
【０００９】
　図２を参照すると、例示的実施形態による通信デバイスのブロック図が図示されている
。示されるように、通信デバイス１００は、通信デバイス１００の動作を制御するマイク
ロプロセッサ２３８を含む。通信サブシステム２１１が、無線ネットワーク２１９との全
ての伝送および受信を行う。マイクロプロセッサ２３８はさらに、通信デバイス１００に
通信可能に連結することができる、補助入出力（Ｉ／Ｏ）サブシステム２２８と通信可能
に連結することができる。加えて、少なくとも１つの実施形態では、マイクロプロセッサ
２３８は、シリアルポート２３０を介した他のデバイスまたはシステムとの通信を可能に
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することができる、シリアルポート（例えば、ユニバーサルシリアルバスポート）２３０
に通信可能に連結することができる。通信デバイス１００の操作者への情報の表示を可能
にするために、ディスプレイ１２２をマイクロプロセッサ２３８に通信可能に連結するこ
とができる。通信デバイス１００がキーボード１３２を装備するときに、キーボードはま
た、マイクロプロセッサ２３８と通信可能に連結することもできる。通信デバイス１００
は、スピーカ２３４と、マイクロホン２３６と、ランダムアクセスメモリ（ＲＡＭ）と、
フラッシュメモリ２２４とを含むことができ、その全てがマイクロプロセッサ２３８に通
信可能に連結されてもよい。他の同様の構成要素も、通信デバイス１００上に提供されて
もよく、随意で、マイクロプロセッサ２３８に通信可能に連結されてもよい。他の通信サ
ブシステム２４０および他の通信デバイスサブシステム２４２も、概して、マイクロプロ
セッサ２３８と機能的に接続されるものとして示されている。通信サブシステム２４０の
実施例は、ＢＬＵＥＴＯＯＴＨ（登録商標）通信モジュールまたはＷＩ－ＦＩ（登録商標
）通信モジュール（ＩＥＥＥ　８０２．１１ｂに準拠している通信モジュール）、ならび
に関連回路および構成要素等の短距離通信システムの実施例である。加えて、マイクロプ
ロセッサ２３８は、オペレーティングシステム機能を果たすことができ、通信デバイス１
００上でのプログラムの実行を可能にする。いくつかの実施形態では、上記の構成要素の
全てが通信デバイス１００に含まれなくてもよい。例えば、少なくとも１つの実施形態で
は、キーボード１３２が別個の構成要素として提供されず、代わりに、以下で説明される
ようにタッチスクリーンと一体化している。
【００１０】
　補助Ｉ／Ｏサブシステム２２８は、図１Ａおよび１Ｂに示された例示的実施形態で図示
されるようなトラックボールナビゲーションツール２２１、またはサムホイール、ナビゲ
ーションパッド、ジョイスティック、タッチセンサ式インターフェース、あるいは他のＩ
／Ｏインターフェース等の、種々の異なるナビゲーションツール（多方向または単一方向
）の形態を成すことができる。これらのナビゲーションツールは、通信デバイス１００の
前面上に位置してもよく、または通信デバイス１００の任意の外面上に位置してもよい。
他の補助Ｉ／Ｏサブシステムは、外部表示デバイスと、外部接続キーボード（図示せず）
とを含むことができる。補助Ｉ／Ｏサブシステム２２８に関して、上記の実施例が提供さ
れているが、入力を提供すること、または通信デバイス１００から出力を受信することが
可能な他のサブシステムが、本開示の範囲内で考慮される。加えて、エスケープキー、音
量制御キー、スクロールキー、電源スイッチ、またはユーザプログラム可能なキーとして
機能するように、他のキーが通信デバイス１００の側面に沿って配置されてもよく、同様
に、それに応じてプログラムされてもよい。
【００１１】
　図１Ａおよび１Ｂから理解され得るように、通信デバイス１００は、ユーザ入力を構成
し、通信デバイス１００のテキスト入力に適応するために好適であるキーボード１３２よ
り上側に位置する点灯したディスプレイ１２２を備える。通信デバイス１００の前面１７
０は、ナビゲーション列７０を有する。示されるように、通信デバイス１００は、「キャ
ンディバー」設計としても知られている単体構造である。
【００１２】
　一般的には、プッシュボタンまたはプッシュパッドの性質のキーは、データ入力デバイ
スとして十分機能するが、画面カーソルに対するナビゲーション制御を達成するために使
用されなければならないときには、操作者に問題を提示する。この問題を解決するために
、本通信デバイス１００は、カーソルナビゲーションツール１２７としての役割を果たし
、また、通信デバイス１００の前面１７０上で外部に位置する補助入力を含んでもよい。
その前面位置は、ツールがキーボード１３２のキーのように容易に親指で作動可能となる
ことを可能にする。実施形態は、実質的に任意の方向への２次元画面カーソル移動を指示
するために利用することができ、ならびにトラックボール１２１がボタンのように押下さ
れるとアクチュエータとしての役割を果たす、トラックボール１２１の形態のナビゲーシ
ョンツール１２７を提供する。ナビゲーションツール１２７の配置は、キーボード１３２
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より上側、かつ表示画面１２２より下側であってもよく、ここでは、キーボード入力中の
干渉を回避することができ、例えば、図１Ａおよび１Ｂに示されるように、使用中に表示
画面１２２の操作者の視認を妨害しない。
【００１３】
　図１Ａおよび１Ｂで図示されるように、通信デバイス１００は、メッセージを送受信す
るように構成されてもよい。通信デバイス１００は、いくつかの実施形態では、テキスト
入力中に通信デバイス１００の操作者によって片手で保持されるように構成されてもよい
本体１７１を含む。本体１７１の前面１７０上に位置し、その上でテキスト入力中に情報
が操作者に表示されるディスプレイ１２２が含まれる。通信デバイス１００はまた、携帯
電話の通話等の音声通信を送受信するように構成されてもよい。通信デバイス１００はま
た、写真または画像と呼ぶことができる電子写真をユーザが撮影することを可能にするよ
うに、カメラ（図示せず）を含んでもよい。
【００１４】
　さらに、通信デバイス１００は、図２に示されるような種々のプログラムの動作を可能
にする構成要素を装備している。例示的実施形態では、フラッシュメモリ２２４は、オペ
レーティングシステム２５７、デバイスプログラム２５８、およびデータ用の記憶場所を
提供することが可能となる。オペレーティングシステム２５７は、概して、同様にメモリ
２２４に記憶され、プロセッサ２３８上で実行可能である他のプログラム２５８を管理す
るように構成される。オペレーティングシステム２５７は、所定のプログラム２５８イン
ターフェースを通してプログラム２５８によって行われたサービスの要求を引き受ける。
より具体的には、オペレーティングシステム２５７は、一般的には、複数のプログラム２
５８がプロセッサ２３８上で実行される順番、および各プログラム２５８に割り当てられ
る実行時間を決定する、複数のプログラム３５８間でのメモリ２２４の共有を管理する、
他のデバイスサブシステム２４２への入力およびそこからの出力を取り扱う等を行う。加
えて、操作者は、一般的には、通常、キーボード１３２および表示画面１２２を含む、ユ
ーザインターフェースを通して、オペレーティングシステム２５７と直接相互作用するこ
とができる。例示的実施形態では、オペレーティングシステム２５７は、フラッシュメモ
リ２２４に記憶されるが、他の実施形態では、オペレーティングシステム２５７は、読み
出し専用メモリ（ＲＯＭ）または同様の記憶要素（図示せず）に記憶される。当業者であ
れば理解するように、オペレーティングシステム２５７、デバイスプログラム２５８、ま
たはその部品は、ＲＡＭ２２６または他の不揮発性メモリにロードされてもよい。
【００１５】
　図２に示されるように、アイテム管理アプリケーション２５９は、フラッシュメモリ２
２４上に記憶される。アイテム管理アプリケーション２５９は、アイテムおよび関連コメ
ントの送受信を管理することができる。アイテムは、デジタル写真（写真と呼ぶことがで
きる）、カレンダー、リスト、連絡先、または会話となり得る。コメントは、アイテムへ
の応答またはアイテムへ変更となり得る。アイテムおよび関連コメントは、グループと結
び付けられるか、または関連付けられる。アイテムおよび関連コメントはまた、音声注釈
または音声メールメッセージを備えることもできる。グループは、メンバーを備えること
ができる。具体的には、各グループは、グループが生成される時、メンバーがグループに
追加される時、またはそれらの組み合わせで選択される、２人以上のメンバーを備える。
アイテムをグループに関連付けることによって、メンバーがグループの各メンバーを識別
する必要なく、アイテムおよび任意のコメントをグループのメンバーに提供することがで
きる。例えば、メンバーがグループフォルダの中にある時、メンバーは、写真（アイテム
）を撮影し、写真をグループに、例えば、グループの各メンバーに提供することができる
。写真を受信するメンバーは、写真についてコメントすることができ、コメントがグルー
プに提供される。言い換えれば、受信者は、写真を事実上「めくり」、写真に関してコメ
ントすることができ、１つまたは複数のコメントがグループに提供される。アイテムがグ
ループと関連付けられるため、メンバーがグループまたはメンバーを識別する必要なく、
コメントをグループのメンバーに提供することができる。同様に、アイテムをグループに
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送信したメンバー、例えば、アイテムの発信者が、元の投稿の件名に題名を入力したとき
に、題名がすでに記入されているため、題名が識別される必要はない。
【００１６】
　アイテム管理アプリケーション２５９は、オペレーティングシステム２５７に組み込ま
れるか、または別のプログラムに組み込まれる独立型アプリケーションとなり得る。とり
わけ、アイテム、関連コメント、またはそれらの任意の組み合わせは、プッシュメッセー
ジとなり得て、例えば、アイテムおよびコメントが、グループの各メンバーと関連付けら
れる通信デバイス１００上にプッシュ配信される。プッシュメッセージを受信すると、通
信デバイス１００は、アイテムまたは関連コメントを表示することができる。例えば、グ
ループのメンバーと関連付けられる通信デバイス１００と関連付けられるアイテム管理ア
プリケーション２５９は、メンバーがパスワードを入力するとすぐに、またはその後に、
アイテムまたは関連コメントを表示することができる。プッシュメッセージは、ポーリン
グが必要とされないので、リアルタイムまたはほぼリアルタイムの会話を可能にする。そ
のような実施形態では、プッシュメッセージはサーバに記憶されない。メッセージはマル
チキャストとして送信される。そのような実施形態では、発信通信デバイス１００は、ネ
ットワーク操作センター、例えば、通信サブシステム２１１にメッセージを一度送信し、
通信サブシステムは、次に、各特定受信者にメッセージを提供する。結果として、グルー
プ通信は、２つの通信デバイス１００間の通信と同様の効率を有する。１つ以上の他の実
施形態では、アイテムまたは関連コメントは、Ｅメールメッセージ、ＳＭＳメッセージ、
ＭＭＳメッセージ、ＩＭ（インスタントメッセージング）メッセージ、例えば、サーバに
メッセージを記憶するシステムとなり得る。別の実施形態では、個人識別番号（ＰＩＮ）
メッセージを使用することができる。これに関連して使用されるように、ＰＩＮは、概し
て、通信デバイス１００を一意的に識別する番号を指す。他の実施形態では、任意の他の
メッセージが、通信デバイス１００上でアイテムまたは関連コメントを送信し、表示する
ことができる。受信されたメッセージは、現在既知であるか、または後発技術に従って後
に開発されてもよい他の種類のメッセージを備えてもよい。
【００１７】
　通信デバイス１００が無線通信ネットワーク２１９内の二方向通信に使用可能であると
きに、移動通信サービスからの信号を送受信することができる。二方向通信に使用可能な
通信システムの実施例は、汎用パケット無線サービス（Ｇｅｎｅｒａｌ　Ｐａｃｋｅｔ　
Ｒａｄｉｏ　Ｓｅｒｖｉｃｅ／ＧＰＲＳ）ネットワーク、汎用移動電気通信サービス（Ｕ
ｎｉｖｅｒｓａｌ　Ｍｏｂｉｌｅ　Ｔｅｌｅｃｏｍｍｕｎｉｃａｔｉｏｎ　Ｓｅｒｖｉｃ
ｅ／ＵＭＴＳ）ネットワーク、グローバル進化型高速データ（Ｅｎｈａｎｃｅｄ　Ｄａｔ
ａ　ｆｏｒ　Ｇｌｏｂａｌ　Ｅｖｏｌｕｔｉｏｎ／ＥＤＧＥ）ネットワーク、符号分割多
重アクセス（Ｃｏｄｅ　Ｄｉｖｉｓｉｏｎ　Ｍｕｌｔｉｐｌｅ　Ａｃｃｅｓｓ／ＣＤＭＡ
）ネットワーク、高速パケットアクセス（Ｈｉｇｈ－Ｓｐｅｅｄ　Ｐａｃｋｅｔ　Ａｃｃ
ｅｓｓ／ＨＳＰＡ）ネットワーク、汎用移動電気通信サービス時分割二重（Ｕｎｉｖｅｒ
ｓａｌ　Ｍｏｂｉｌｅ　Ｔｅｌｅｃｏｍｍｕｎｉｃａｔｉｏｎ　Ｓｅｒｖｉｃｅ　Ｔｉｍ
ｅ　Ｄｉｖｉｓｉｏｎ　Ｄｕｐｌｅｘｉｎｇ／ＵＭＴＳ－ＴＤＤ）、ウルトラモバイルブ
ロードバンド（Ｕｌｔｒａ　Ｍｏｂｉｌｅ　Ｂｒｏａｄｂａｎｄ／ＵＭＢ）ネットワーク
、マイクロ波アクセス用の世界的相互運用性（Ｗｏｒｌｄｗｉｄｅ　Ｉｎｔｅｒｏｐｅｒ
ａｂｉｌｉｔｙ　ｆｏｒ　Ｍｉｃｒｏｗａｖｅ　Ａｃｃｅｓｓ／ＷｉＭＡＸ）、ならびに
データおよび音声、またはデータあるいは音声だけに使用することができる他のネットワ
ークを含むが、それらに限定されない。上記で記載されるシステムについて、通信デバイ
ス１００は、通信デバイス１００が通信ネットワーク２１９からの信号を伝送および受信
することを可能にするために、一意の識別子を必要としてもよい。他のシステムは、その
ような識別情報を必要としなくてもよい。ＧＰＲＳ、ＵＭＴＳ、およびＥＤＧＥは、通信
ネットワーク２１９との通信を可能にするために、加入者識別モジュール（ＳＩＭ）を使
用する。同様に、ほとんどのＣＤＭＡシステムは、ＣＤＭＡネットワークと通信するため
に、可撤性識別モジュール（ＲＵＩＭ）を使用する。ＲＵＩＭおよびＳＩＭカードを、複
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数の異なる通信デバイス１００で使用することができる。通信デバイス１００は、ＳＩＭ
／ＲＵＩＭカードなしでいくつかの特徴を操作することが可能であってもよいが、ネット
ワーク２１９と通信できなくなる。通信デバイス１００内に位置するＳＩＭ／ＲＵＩＭイ
ンターフェース２４４は、ＳＩＭ／ＲＵＩＭカード（図示せず）の除去または挿入を可能
にする。ＳＩＭ／ＲＵＩＭカードは、メモリを特色とし、主要構成２５１、ならびに識別
および加入者関連情報等の他の情報２５３を保持する。適正に使用可能な通信デバイス１
００を用いて、通信デバイス１００と通信ネットワーク２１９との間の二方向通信が可能
である。
【００１８】
　通信デバイス１００が上記で説明されるように使用可能である場合、または通信ネット
ワーク２１９がそのような使用可能性を必要としない場合、二方向通信対応の通信デバイ
ス１００は、通信ネットワーク２１９からの情報の伝送および受信の両方を行うことがで
きる。通信の転送は、通信デバイス１００から、または通信デバイス１００へとなり得る
。通信ネットワーク２１９と通信するために、現在説明されている例示的実施形態の通信
デバイス１００は、通信ネットワーク２１９に信号を伝送するための一体または内部アン
テナ２１８を装備している。同様に、現在説明されている例示的実施形態の通信デバイス
１００は、通信ネットワーク２１９から通信を受信するための別のアンテナ２１６を装備
している。別の例示的実施形態のこれらのアンテナ（２１６、２１８）は、単一のアンテ
ナ（図示せず）に合体される。当業者であれば理解するように、別の実施形態の１つまた
は複数のアンテナ（２１６、２１８）は、通信デバイス１００上で外部に載置される。
【００１９】
　二方向通信のために装備されると、通信デバイス１００は、通信サブシステム２１１を
特色とする。当技術分野で理解されるように、この通信サブシステム２１１は、通信デバ
イス１００の動作上の必要性を支援することができるように修正される。サブシステム２
１１は、上記で説明されるような１つまたは複数の関連アンテナ（２１６、２１８）を含
む、伝送機２１４および受信機２１２と、局部発振器（ＬＯ）２１３と、現在説明されて
いる例示的実施形態がデジタル信号プロセッサ（ＤＳＰ）２２０である、処理モジュール
２２０とを含む。
【００２０】
　無線ネットワーク２１９との通信デバイス１００による通信は、無線ネットワーク２１
９および通信デバイス１００の両方が伝送、受信、および処理することが可能となる、任
意の種類の通信となり得ることが検討される。一般に、これらは、音声およびデータとし
て分類することができる。音声通信は、概して、可聴音の信号が通信ネットワーク２１９
を通して通信デバイス１００によって伝送される通信を指す。データとは、概して、無線
ネットワーク２１９の制約内で通信デバイス１００が行うことが可能である全ての他の種
類の通信を指す。
【００２１】
　そのようなデータに依存し得るデバイスプログラム例は、Ｅメール、連絡先、およびカ
レンダーを含む。各々のそのようなプログラムについて、プログラム上の家庭用バージョ
ンとの同期化が、長期および短期有用性のいずれか一方または両方に望ましくなり得る。
実施例として、Ｅメールはしばしば、時間的制約があるので、実質的にリアルタイム（ま
たはほぼリアルタイム）の同期化が所望されてもよい。他方で、連絡先は、通常、不便な
く少ない頻度で更新することができる。したがって、通信デバイス１００の有用性は、通
信システム内で接続可能であるとき、ならびに音声、テキストメッセージング、および他
のデータ転送が適応されるネットワーク２１９内で、無線で接続可能であるときに強化さ
れる。
【００２２】
　キーボード１３２は、作動可能なボタン等の物理的性質となり得る複数のキーを含み、
または、一般的には、表示画面１２２上の物理キーの仮想表現（本明細書では「仮想キー
」と呼ばれる）によって構成される、ソフトウェア性質となり得る。また、２種類のキー
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の組み合わせとしてユーザ入力を提供できることも検討される。複数のキーのうちの各キ
ーは、文字、コマンド、または機能の入力となり得る、少なくとも１つの作動可能な動作
を有する。この文脈で、「文字」は、アルファベット文字、言語記号、数字、句読点、記
号、アイコン、絵、および空欄さえも例示的に含むとことが検討される。
【００２３】
　仮想キーの場合、各々のキーの表示は、一実施形態では、文字を生成するか、あるいは
示されたコマンドまたは機能を起動するように、例えば、スタイラス、指、または他のポ
インタで表示画面１２２に触れることによって使用可能となる表示画面１２２上に示され
る。接触を検出することが可能な表示画面１２２のいくつかの実施例は、抵抗性、容量性
、投影容量性、赤外線、および表面音響波（ＳＡＷ）タッチスクリーンを含む。
【００２４】
　物理および仮想キーは、当業者によって理解されるような多くの異なる方法で組み合わ
せることができる。一実施形態では、物理および仮想キーは、通信デバイス１００の特定
のプログラムまたは特徴に対する複数の使用可能キーが、物理キーと同じ構成で表示画面
１２２上に示されるように、組み合わせられる。この構成を使用して、操作者は、表示画
面１２２上に示されているものに対応する適切な物理キーを選択することができる。した
がって、表示画面１２２に触れるよりもむしろ、表示画面１２２上の対応する位置に表示
された文字、コマンド、または機能に対応する物理キーを押下することによって、所望の
文字、コマンド、または機能が得られる。
【００２５】
　少なくとも１つの実施形態では、Ｅメールメッセージを送受信するように構成される通
信デバイス１００は、操作者またはユーザによってテキスト入力配向に保持されるように
構成される本体１７１を備える（例えば、図１Ａおよび１Ｂ参照）。通信デバイス１００
の本体１７１は、表示画面１２２が位置し、その上でテキスト入力配向における通信デバ
イス１００の操作者に情報が表示される前面１７０を有する。通信デバイス１００はさら
に、通信デバイス１００上に位置するキーボード１３２およびトラックボール１２１等の
、通信デバイス１００上でプログラムを実行するように、およびユーザ入力から操作者コ
マンドを受信するように構成されるマイクロプロセッサを備える。
【００２６】
　上記の説明は、概して、手持ち式通信デバイスと関連付けられるシステムおよび構成要
素を説明するが、通信デバイス１００は、ＰＤＡ、ラップトップコンピュータ、デスクト
ップコンピュータ、サーバ、または他の通信デバイス等の別の通信デバイスとなり得る。
これらの実施形態では、所望の通信デバイス１００を提供するために、上記のシステムの
異なる構成要素が省略される場合がある。加えて、通信デバイス１００が所望の様式で機
能することを可能にするために、上記で説明されていない他の構成要素が必要とされても
よい。上記の説明は、一般的な構成要素のみを提供し、システムが機能することを可能に
するために、付加的な構成要素が必要とされてもよい。これらのシステムおよび構成要素
は、当業者によって理解されるであろう。
【００２７】
　図２を再び参照すると、通信デバイス１００は、アイテム、関連コメント、ならびにア
イテムおよび関連コメントと関連付けられるグループを管理する１つ以上のアイテム管理
アプリケーション２５９を含むことができる。グループは、連絡先、ユーザ、またはエン
ティティ等の一式のメンバーを含むことができる。例えば、グループは、家族、同僚、読
書クラブのメンバー、スポーツチームの選手、スポーツチームの選手の親、およびゴルフ
のフォーサムのメンバーを備えることができる。メンバーは、複数のグループのメンバー
となり得る。一般的には、グループは、大抵、固定した一式のメンバーを備える。しかし
ながら、グループのメンバーは変化してもよく、例えば、グループの創始者（グループを
形成したメンバー）が、グループのメンバーを追加し、差し引き、または変更してもよい
。グループが一式のメンバーを備えるため、グループは、事前選択されたグループ、例え
ば、複数の既知のユーザを有するグループと呼ぶことができる。グループは、メッセージ
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、アイテム、またはコメント等のデータを共有することができる。例えば、グループは、
デジタル写真、カレンダー、リスト、音声メッセージ、ならびにアイテムへのコメントま
たは変更等のアイテムを共有することができる。
【００２８】
　図３を参照すると、例示的実施形態による、グループのメンバー間の関係を示すブロッ
ク図が図示されている。示されるように、データ３０２は、グループ３００の全てのメン
バー間で共有される。具体的には、データ３０２は、共有され、例えば、通信デバイス１
００ａ－ｆを介してグループの１人１人のメンバーに送受信される。例えば、通信デバイ
ス１００ａのユーザが、アイテム、例えば、電子写真を生成し、アイテムをグループ３０
０に送信する場合、アイテムは、グループ３００のメンバー、例えば、通信デバイス１０
０ｂ－ｆに提供される。通信デバイス１００ｂのユーザがアイテムについてコメントする
場合には、コメントは、グループ３００の他のメンバー、例えば、通信デバイス１００ａ
および１００ｃ－ｆに提供される。
【００２９】
　図３で図示されるように、データは、グループサーバを必要とせずに、個々の通信デバ
イス１００の間で伝送される。デバイス識別子を使用して、各通信デバイス１００は、他
の通信デバイス１００と直接通信することが可能である。データの伝送は、セルラーネッ
トワーク、Ｗｉ－Ｆｉネットワーク、またはデータのピアツーピア処理を可能にする他の
通信システム上となり得る。サーバまたは他の同様のインフラストラクチャを通信ネット
ワーク上で実装することができるが、少なくとも１つの実施形態では、１つまたは複数の
特殊ホストサーバは必要とされない。例えば、無線キャリアの場合、個人識別番号（ＰＩ
Ｎ）、ＳＩＭカード番号、ＩＭＥＩ、または同等物等のデバイス識別子を使用して、グル
ープのメンバーを識別することができる。個々の通信デバイス１００間のデータの通信は
、通信ネットワークが認識する上記のデバイス識別子のうちの１つを使用することができ
、所望の通信ネットワークのみを使用して、通信デバイス１００間でデータを送信する。
他の実施形態では、これらのデバイス識別子を認識し、処理する、特殊アーキテクチャも
実装することができる。したがって、データの通信は、グループ３００のメンバー間での
メッセージ、写真、および他のデータの取り扱いのために、特殊サーバに依存しないため
、ピアツーピアおよびサーバレスと表すことができる。
【００３０】
　図４を参照すると、例示的実施形態による、グループアプレットを示すディスプレイの
スクリーンショットが図示されている。ディスプレイ４００は、通信デバイス１００のユ
ーザがメンバーであるグループの一覧を含むことができる。示されるように、ユーザは、
２人の他のメンバーを有する「オーサムチーム」４０２、１人の他のメンバーを有する「
会社」グループ４０４、および１人の他のメンバーを有する「家族」グループ４０６とい
った３つのグループのメンバーである。この実施例では、メンバーの数は通信デバイス１
００のメンバーを含まない。グループアプレットは、通信デバイス１００のメンバーが新
しいグループを作成することを可能にする。いくつかの手段を使用して、グループを作成
することができる。例えば、グループ創始者が、「新しいグループを作成する」メニュー
オプション４０８をクリックし、グループ名を入力し、グループ種類（例えば、友達、家
族、または仕事）を選択することができる。グループ種類は、グループと関連付けられた
通信デバイスがどのように使用されるかをグループ創始者が制御することを可能にするこ
とができ、例えば、各メンバーは、設定された量の通話時間のみを許容される。いったん
メンバーがグループを作成すると、メンバーは、グループに参加するようにメンバーを招
待することができる。例えば、メンバーは、例えば、ＥメールメッセージまたはＰＩＮメ
ッセージを介して、グループの潜在的メンバーに招待状を送信することができる。別の実
施例では、招待されたグループメンバーは、バーコードを有するメッセージを受信するこ
とができ、走査（またはバーコードの写真を撮影）してバーコードと関連付けられたグル
ープに参加するために、「バーコードを走査することによってグループに参加する」メニ
ューオプション４１０を使用することができる。当業者であれば理解するように、グルー
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プを形成する他の手段を使用することができる。
【００３１】
　図５を参照すると、例示的実施形態による、家族グループ用の位置アプレットのスクリ
ーンショットが図示されている。位置アプレットのスクリーンショット５００は、グルー
プアイコン５０２と、グループ名５０４と、グローバルアプレット５０６ａ－ｇと、メン
バー識別子５０８と、メンバーの位置５１０と、グループメンバーの一覧５１２と、メン
バーアプレット５１４ａ、５１４ｂと、新しいメッセージアイコン５１６とを含むことが
できる。グループアイコン５０２は、グループを表すアイコンとなり得る。グループ名５
０４は、他のグループからメンバーを識別することができる。グローバルアプレット５０
６－ａ－ｇは、グループ、例えば、家族グループのメンバーによって使用することができ
るアプレットを表すことができる。当業者によって理解されるように、より多い、より少
ない、または異なるグループアプレット５０６を表示することができる。
【００３２】
　グローバルアプレット５０６は、概観アプレット５０６ａと、位置アプレット５０６ｂ
と、リストアプレット５０６ｃと、会話アプレット５０６ｄと、写真アプレット５０６ｅ
と、カレンダーアプレット５０６ｆと、連絡先アプレット５０６ｇを含むことができる。
概観アプレット５０６ａは、ユーザがメッセージを作成すること、音声注釈を録音するこ
と、メッセージを再検討すること、またはそれらの任意の組み合わせを可能にすることが
できる。概観アプレット５０６ａについて以下で論議する。位置アプレット５０６ｂは、
グループの１人以上のメンバーの位置を提供することができる。例えば、通信デバイス１
００のユーザが位置アプレット５０６ｂを選択した場合、通信デバイス１００は、図６に
示されるように、グループの中の１人以上のメンバーの位置を示す地図を表示することが
できる。位置アプレット５０６ｂを使用して、メンバーは位置を更新することができる。
グローバルリストアプレット５０６ｃは、グループに対するリストを作成し、編集し、改
正し、表示することができる。例えば、通信デバイス１００のユーザがリストアプレット
５０６ｃを選択した場合、通信デバイス１００は、図７に示されるように、リスト（買物
リスト、実行することのリストまたは買物リスト等）を表示することができる。会話アプ
レット５０６ｄは、グループメンバー間の１つ以上の会話の表示を引き起こすことができ
る。例えば、通信デバイス１００のユーザが会話アプレット５０６ｄを選択した場合、通
信デバイス１００は、図８に示されるように、グループ間の１つ以上の会話のリストを表
示することができる。会話は、チャットまたはチャットセッションとなり得る。会話アプ
レット５０６ｄを使用して、メンバーが１つ以上のコメントを入力し、投稿することがで
きる。写真アプレット５０６ｅは、１つ以上の電子写真または画像の表示を生じさせ、追
加し、投稿し、またはコメントすることができる。例えば、通信デバイス１００のユーザ
が写真アプレット５０６ｅを選択した場合、通信デバイス１００は、図９に示されるよう
に、１つ以上の写真または写真のサムネイルを表示することができる。カレンダーアプレ
ット５０６ｆは、グループに対するカレンダーの表示を引き起こすことができ、予定され
たイベントを含むことができる。例えば、通信デバイス１００のユーザがカレンダーアプ
レット５０６ｆを選択した場合、通信デバイス１００は、図１０に示されるように、カレ
ンダーを表示することができる。カレンダーアプレット５０６ｆを使用して、ユーザが１
つ以上のカレンダーイベントを追加、編集、改正、閲覧、または削除することができる。
連絡先アプレット５０６ｇは、グループに対する連絡先のリストの表示を引き起こすこと
ができる。例えば、通信デバイス１００のユーザが連絡先アプレット５０６ｇを選択した
場合、通信デバイス１００は、図１３に示されるように、連絡先のリストを表示すること
ができる。連絡先アプレット５０６ｇを使用して、ユーザがアドレス帳からの１つの異常
の連絡先を追加、改正、または削除することができる。
【００３３】
　メンバー識別子５１０は、通信デバイス１００と関連付けられたメンバー、例えば、Ｎ
ａｔを識別することができる。メンバー識別子５１０は、名前、写真、メンバーを識別す
る別の識別子、またはそれらの任意の組み合わせとなり得る。メンバー識別子５１０は、
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メンバーの位置、例えば、自宅を含むことができる。メンバーは、自分の場所、例えば、
職場またはジムを変更することができる。グループメンバー５１２の一覧は、そのグルー
プの他のメンバーを一覧にし、他のメンバーの位置、例えば、自宅にいるＨｅｒｂを含む
ことができる。メンバーアプレット５１４ａ、５１４ｂは、グループアプレット、例えば
、グループが共有するアプレットを識別することができる。この実施例では、家族グルー
プがリスト５１４ａおよび会話５１４ｂを共有する。新しいデータアイコン５１６は、新
しいデータが受信されたという指示を提供することができる。示されるように、新しいデ
ータがリストアプレット５１４ａおよび会話アプレット５１４ｂの中で受信された。新し
いアイテムまたはコメントを示すように、他のアイコンを図示することができる。例えば
、リストアイコンが、新しいリストまたはリストへの変更が受信されたことを示すことが
できる。別の実施例では、写真アイコンが、新しい写真が受信されたことを示すことがで
きる。アイコン５１８、例えば、丸で囲んだ星印が、グローバルアプレット５０６ａ－ｇ
が新しいデータ、例えば、アイテムまたはコメントを含有するという視覚指示を提供する
ことができる。
【００３４】
　図６を参照すると、例示的実施形態による、位置アプレットの地図のスクリーンショッ
トが図示されている。示されるように、ディスプレイ６００は、グループアイコン６０２
と、グループ名６０４と、アプレット識別子６０６と、地図６０８と、現在の位置６１０
と、他の関心の位置または地点６１２ａ－ｃと、メンバー６１４ａ、ｂと、時間スライダ
６１６とを含むことができる。グループアイコン６０２は、グループを表すアイコンとな
り得る。グループ名６０４は、他のグループからグループを識別することができる。グル
ープアプレット６０６は、アプレット、例えば、位置アプレットを識別することができる
。地図６０８は、グループのメンバー、例えば、Ｎａｔの現在の位置６１０を示すことが
できる。地図６０８はまた、メンバーと関連付けられた他の位置、例えば、位置１、２、
および３、ならびに位置の対応する名前６１２ａ－ｃを示すこともできる。具体的には、
地図６０８は、Ｎａｔ６１４ｂと関連付けられた関心の位置または地点、例えば、自宅位
置６１２ａ、職場位置６１２ｂ、およびジム位置６１２ｃを示すことができる。ユーザが
グループの別のメンバー、例えば、Ｈｅｒｂ６１４ａをクリックした場合、地図は、Ｈｅ
ｒｂと関連付けられた同様の情報を示すことができる。場所の数および場所の対応する名
前は、当業者であれば理解するように、変化し得る。加えて、ユーザは、特定の時のメン
バーの位置を示すために、時間スライダ６１６を使用することができる。例えば、ユーザ
は、時間スライダを異なる時間に摺動またはスクロールして、メンバーの位置を示すこと
ができる。少なくとも１つの実施形態では、ユーザと関連付けられた通信デバイス１００
の中のＧＰＳユニットを使用して、メンバーの位置を決定することができる。代替実施形
態では、メンバーの対応する通信デバイス１００を介してメンバーの位置を決定するため
に、他の位置決めシステムを使用することができる。位置アプレットは、グループの各メ
ンバーの位置を示す、地図６０８を表示することができる。位置アプレットは、メンバー
のルート、例えば、過去の位置を示す、地図６０８を表示することができる。通信デバイ
ス１００を使用して、メンバーが位置の特徴を無効にすることができ、それにより、位置
アプレットがメンバーの位置を決定し、示すことを可能にしない。
【００３５】
　図７を参照すると、例示的実施形態による、リストアプレットのスクリーンショットが
図示されている。示されるように、ディスプレイ７００は、グループアイコン７０２と、
グループ名７０４と、カテゴリフィールド７０６と、新しいアイテムフィールド７０８と
、ヘッダ７１０ａ－ｃと、リストアイテム７１２ａ－ｆと、ボックス７１４ａ－ｆとを含
むことができる。グループアイコン７０２は、グループを表すアイコンとなり得る。グル
ープ名７０４は、他のグループからグループ、例えば、食料品グループを識別することが
できる。通信デバイス１００のユーザが、リストに追加される新しいかまたは既存のカテ
ゴリ７１０を入力することを可能にするように、カテゴリフィールド７０６を表示するこ
とができる。例えば、示されるように、ユーザは、買物リスト用の新しいカテゴリとして
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「調製食料品」を追加することができる。代替として、ユーザは、既存のカテゴリ、例え
ば、乳製品７１０ａ、日用品７１０ｂ、または農産物７１０ｃを入力して、そのカテゴリ
の下で新しいアイテムを追加することができる。通信デバイス１００のユーザが、リスト
に追加される新しいアイテム７１２、例えば、削ったハムを入力することを可能にするよ
うに、新しいアイテムフィールド７０８を表示することができる。付加的な情報、例えば
、数量またはブランドも入力することができる。示されるように、リストは、リストの中
のアイテムが入手されているかどうかという指示を提供するように、ボックス７１４ａ－
ｆを含み、例えば、通信デバイス１００のナビゲーションツール１２７を使用してアイテ
ムを選択することによって、アイテムが入手されていることを示すように、ボックス７１
４にチェックを入れることができる。示されるように、ゴミ袋のボックス７１４ｄの中の
チェックは、個人がゴミ袋を入手したことを示す。加えて、優先順位を示すように、アイ
テム７１２ａ－ｆ、ボックス７１４ａ－ｆ、またはそれらの任意の組み合わせを表示する
ことができる。例えば、牛乳を入手することが重要であることを示すように、牛乳の入力
７１２ｃまたは関連ボックス７１４ｃをハイライトまたは着色することができる。別の実
施形態では、リストアプレットは、アイテムが必要とされる時を示すように、時間が追加
されることを可能にすることができる。例えば、パーティの２日前にパーティ用のソーダ
を購入することができるが、氷はパーティの当日に購入される必要がある。別の実施形態
では、リストアプレットは、個人がリストの中のアイテムに割り当てられることを可能に
することができる。例えば、Ｈｅｒｂは牛乳を購入するように割り当てることができ、Ｎ
ａｔはバナナを購入するように割り当てることができる。
【００３６】
　リストが改正される場合、リストと関連付けられるグループの全てのメンバーには、改
正されたリストを提供することができる。言い換えれば、グループのメンバーがリスト入
力を追加、修正、または削除する場合、グループのメンバーの全てが改正されたリストを
受信することができる。例えば、ＨｅｒｂおよびＮａｔという２人のメンバーを有する家
族グループでは、Ｈｅｒｂが、食料品リストに削ったハムを追加することができ、Ｎａｔ
と関連付けられた通信デバイス１００が、削ったハムの入力を含む改正されたリストを受
信する。グループのメンバーが、アイテム、例えば、リストに関するコメントを追加する
場合、グループのメンバーの全員がコメントならびに付加的なコメントを受信する。例え
ば、同じ家族グループについて、Ｎａｔが、アイテム、例えば、リストと関連付けられた
グループに、コメント、例えば、「ＯＪが欲しいか？」を送信する場合、Ｈｅｒｂと関連
付けられた通信デバイス１００が、リストと関連付けられるグループと関連付けられるた
め、コメントを受信する。同様に、Ｈｅｒｂが「はい」と言うコメントで応答する場合、
Ｎａｔと関連付けられた通信デバイス１００がそのコメントを受信する。アイテム、例え
ば、リストが、グループと関連付けられるため、メンバーの名前、題名、またはそれらの
任意の組み合わせを入力する必要なく、コメントがグループの他のメンバーに送信される
。リストは、グローバルリスト、例えば、リストと関連付けられた３人以上のメンバーを
有するリスト、またはプライベートリスト、例えば、リストと関連付けられた２人だけの
メンバーを有するリストとなり得る。
【００３７】
　図８を参照すると、例示的実施形態による、会話のスクリーンショットが図示されてい
る。示されるように、ディスプレイ８００は、グループアイコン８０２と、会話の題名８
０４と、日付スタンプ８０６と、各入力８１４に対するタイムスタンプ８０８と、作者識
別子８１０と、コメント８１２と、コメントフィールド８１６とを含むことができる。グ
ループアイコン８０２は、グループを表すアイコンとなり得る。会話名８０４は、会話８
００、例えば、夕食についての会話を識別することができる。日付スタンプ８０６は、会
話８００の日付、例えば、「２００８年１２月２日、火曜日」を識別する。各入力８１４
は、入力８１４が送信された時を識別するためのタイムスタンプ８０８と、誰が入力を送
信したかを識別する作者識別子８１０と、コメント８１２とを含むことができる。第１の
入力８１４について、Ｎａｔは、午後１０時３２分に、「あなた、何時に夕食を食べに帰
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宅する？」というコメントを送信した。Ｈｅｒｂが午後１０時３２分に応答し、Ｎａｔが
午後１０時３５分に応答し、Ｈｅｒｂが１０時３５分に応答した。コメントフィールド８
１６は、ユーザ、例えば、メンバーが、グループの他のメンバーに提供されるコメントを
打ち込むことを可能にする。例えば、コメントの最後にキャリッジリターンを打つことに
よって、コメントがグループの他のメンバーに提供される。メンバーは、誰が受信者であ
るかを入力する必要も、題名を入力する必要もない。アイテム管理アプリケーション２５
９がアイテムおよびコメントをグループに結び付けるため、メンバーは情報を入力する必
要がない。
【００３８】
　図９を参照すると、例示的実施形態による、写真ホーム画面のスクリーンショットが図
示されている。示されるように、写真ホームまたはメイン画面９００は、グループアイコ
ン９０２、グループ名９０４、グループアプレット９０６、１つ以上の写真９０８ａ－ｄ
、ヘッダ９１４、写真を追加するアイコン９１６、および既存の写真アイコン９１８を表
示することができる。各写真９０８は、サムネイル写真９０８となり得て、タイムスタン
プ９１０と、メンバー識別子９１２とを含むことができる。グループアイコン９０２は、
グループを表すアイコンとなり得る。グループ名９０４は、他のグループからグループ、
例えば、家族を識別することができる。グループアプレット９０６は、表示されているグ
ループアプレット、例えば、写真を識別することができる。タイムスタンプは、写真が撮
影された日付および時間を含むことができる。示されるように、第１の写真９０８ａは、
１０月１７日金曜日、午後４時２８分に撮影された。メンバー識別子９１２は、写真９０
８をグループに投稿したメンバーを識別することができる。メンバー識別子９１２は、名
前、写真、メンバーを識別する別の識別子、またはそれらの任意の組み合わせとなり得る
。ヘッダ９１４は、写真９０８ａ－ｄについての参照、例えば、それらがアップロードさ
れた時、「１週間前」を提供することができる。写真を追加するアイコン９１６は、起動
されると、通信デバイス１００を使用して、メンバーが新しい写真を撮影することを可能
にすることができ、次いで、それをグループに送信することができる。この特徴を以下で
より詳細に説明する。既存の写真を選択するアイコン９１８は、起動されると、グループ
のメンバーが既存の写真を選択し、選択された写真をグループに送信することを可能にす
ることができる。例えば、メンバー（または通信デバイス１００のユーザ）が通信デバイ
ス１００上に写真を記憶またはロードするか、あるいは通信デバイス１００を介して写真
にアクセスする場合、メンバーは、写真をグループに送信することができる。この特徴を
以下でより詳細に説明する。
【００３９】
　図１０を参照すると、例示的実施形態による、フォトビューアのスクリーンショットが
図示されている。示されるように、フォトビューア１０００は、写真１００２と、メンバ
ー識別子１００４と、キャプション１００６と、ヘッダ１００８と、お気に入り領域１０
１０と、１つ以上の写真のサムネイル１０１２とを含むことができる。フォトビューア１
０００はまた、写真１００２が撮影された時間を識別するように、タイムスタンプ（図示
せず）を含むこともできる。同様に、写真１００２が撮影された日付を識別する日付スタ
ンプも、含むことができるか、またはタイムスタンプの代わりとなり得る。メンバー識別
子１００４は、撮影者または写真１００２をグループに投稿したメンバーを識別すること
ができる。メンバー識別子１００４は、名前、写真、メンバーを識別する別の識別子、ま
たはそれらの任意の組み合わせとなり得る。キャプション１００６は、グループのメンバ
ーが写真１００２に追加したテキストとなり得る。ヘッダ１００８は、写真１００２につ
いての参照、例えば、「１週間前」を提供することができる。お気に入り領域１０１０は
、写真１００２がメンバーによってお気に入りとしてタグ付けされているかどうか、音声
コメントが写真１００２と関連付けられているかどうか、コメントが写真１００２と関連
付けられているかどうか、またはそれらの任意の組み合わせを識別する、１つ以上のアイ
コンを含むことができる。示されるように、メンバーが、ハートアイコンによって表され
るお気に入りとして、この写真１００２をタグ付けしている。関連音声コメントを識別す
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るために、マイクロホンアイコンを使用することができる。１つ以上の関連コメントを識
別するために、吹き出しアイコンを使用することができる。これらの特徴または他の特徴
を表すために、他のアイコンも使用することができる。通信デバイス１００のユーザが、
フォトビューア１０００に表示される他の写真をスクロールし、選択することを可能にす
る、サムネイル１０１２を表示することができる。１つ以上の実施形態では、図１１に示
されるように、選択された写真１１００を拡大し、オーバーレイ表示された情報を伴って
、または伴わずに表示することができる。
【００４０】
　図１２を参照すると、例示的実施形態による、カレンダーのスクリーンショットが図示
されている。カレンダー１２００は、誕生日、会議、パーティ、およびスポーツイベント
等の予定されたイベント、ならびに休日を含むことができる。示されるように、カレンダ
ー１２００は、予定されたイベント、例えば、昼食、テキストの通読、スカッシュの試合
、および会議のリストを提供することができる。カレンダー１２００は、グループ、例え
ば、家族グループと関連付けることができる。当業者であれば理解するように、カレンダ
ー１２００は、他の既知の電子カレンダーと同様となり得る。例えば、カレンダー１２０
０は、異なる時間増分、例えば、毎年、毎月、毎日、毎時間、または他の既知の増分で表
示することができる。カレンダーと関連付けられたグループのメンバーがカレンダーを変
更する、例えば、イベントを追加する（例えば、誕生日をカレンダーに追加する）、イベ
ントを改正する（例えば、イベントの開始時間を変更する）、またはイベントを削除する
（例えば、キャンセルされた医者の予約を除去する）ときに、グループの各メンバーは、
新しいカレンダーイベントを受信する、改正されたカレンダーイベントを受信する、変更
を識別するメッセージを受信する、またはそれらの任意の組み合わせを受信することがで
きる。カレンダーは、メンバーが関連付けられる各グループと関連付けることができる。
１つ以上の実施形態では、メンバーが関連付けられる２つ以上のグループのカレンダーを
、単一のカレンダーに合併することができる。そのような実施形態では、予定されたイベ
ントが関連付けられるグループを識別するように、予定されたイベントを色分けすること
ができる。
【００４１】
　図１３を参照すると、例示的実施形態による、アドレス帳のスクリーンショットが図示
されている。アドレス帳１３００は、グループと関連づけることができる人々または実体
の連絡先情報を含むことができる。示されるように、アドレス帳１３００は、９１１番緊
急、お父さん、お母さん、隣人の家等の連絡先情報を含むことができる。アドレス帳１３
００は、グループ、例えば、家族グループまたは職場グループと関連付けることができる
。例えば、家族グループのアドレス帳１３００は、家族、友達、医者、歯科医、ベビーシ
ッター、および隣人の連絡先情報を含むことができる。別の実施例では、職場グループの
アドレス帳は、労働者、顧客、潜在的顧客、およびコピー修理工の連絡先情報を含むこと
ができる。当業者であれば理解するように、アドレス帳１３００は、他の既知の電子アド
レス帳と同様となり得る。アドレス帳１３００と関連付けられたグループのメンバーがア
ドレス帳１３００の中の入力を変更する、例えば、連絡先を追加する、イベントを改正す
る（例えば、連絡先情報を変更または補完する）、または連絡先を削除するときに、グル
ープの各メンバーは、新しいアドレス帳を受信する、変更を識別するメッセージを受信す
る、またはそれらの任意の組み合わせを受信することができる。アドレス帳は、メンバー
が関連付けられる各グループと関連付けることができる。１つ以上の実施形態では、メン
バーが関連付けられる２つ以上のグループのアドレス帳を、単一のアドレス帳に合併する
ことができる。そのような実施形態では、連絡先が関連付けられるグループを識別するよ
うに、連絡先を色分けすることができる。
【００４２】
　図１４を参照すると、例示的実施形態による、アイテムおよび関連コメントを管理する
ための方法のフローチャートが図示されている。方法を実行するための種々の手段がある
ため、例示的な方法１４００は一例として提供される。１つ以上の実施形態では、方法１
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４００は、アイテム管理プログラム２５９によって行われる。方法１４００は、種々のシ
ステムのうちの１つまたは組み合わせによって実行するか、またはそうでなければ実施す
ることができる。以下で説明される方法１４００は、一例として、通信デバイス１００、
ならびに図１Ａ、１Ｂ、および２に示された通信ネットワークを使用して実行することが
でき、これらの図の種々の要素が、例示的な方法１４００を説明する際に参照される。図
１４００に示された各ブロックは、例示的な方法１４００で実行される１つ以上の過程、
方法、またはサブルーチンを表す。例示的な方法１４００は、ブロック１４０２から始ま
ることができる。
【００４３】
　ブロック１４０２では、アイテム管理アプリケーションが通信デバイス上に提供される
（例えば、インストールされ、実行される）。例えば、通信デバイス１００のユーザは、
アイテム管理アプリケーション２５９をダウンロードすることができ、またはアイテム管
理アプリケーション２５９をすでに通信デバイス１００上にインストールすることができ
る。いったんアイテム管理アプリケーション２５９がインストールされると、ユーザまた
はメンバーが１つ以上のグループを作成し、１つ以上のグループに参加し、またはそれら
の任意の組み合わせを行うとともに、アイテム管理アプリケーション２５９を実行するこ
とができる。通信デバイス１００上でアイテム管理アプリケーション２５９を実行した後
、方法１４００はブロック１４０４に進むことができる。
【００４４】
　ブロック１４０４では、グループを選択することができる。例えば、ナビゲーションツ
ール１２７を使用して、メンバーが、グループ、例えば、家族または職場を表すアイコン
を選択することができ、グループフォルダを開くことができる。グループを選択した後、
方法はブロック１４０６に進むことができる。
【００４５】
　ブロック１４０６では、アイテムをグループに提供することができる。例えば、通信デ
バイス１００を使用して、メンバーが、写真、カレンダー、リスト、連絡先リストを送信
するか、または会話を開始することができる。一実施形態では、メンバーが写真を撮影し
、写真をグループに送信することができる。別の実施形態では、メンバーが通信デバイス
１００上に写真をロードし、次いで、写真をグループに送信することができる。メンバー
がグループアプレットまたはフォルダの中にいるため、メンバーは、アイテムがグループ
と関連付けられ、グループのメンバーが誰であるかをシステムがすでに認識しているので
、アイテムの受信者を識別する必要はない。メッセージを送信するメンバーは、件名フィ
ールドにアイテムの説明を入力し、続けてメッセージを送信してもよい。アイテム、件名
フィールドの中の説明、グループのメンバーのリスト（例えば、受信者）、およびアイテ
ム識別子がパッケージ化され、アイテムを特定メンバーに転送する、ネットワーク運営セ
ンター、例えば、通信サブシステム２１１に送信される。１つ以上の実施形態では、アイ
テム識別子は、一意の識別子である。アイテム識別子は、アイテムの種類（例えば、写真
、リスト、またはカレンダー）と、ミリ秒単位となり得る、アイテムが作成された時のタ
イムスタンプとを備えることができる。アイテム識別子は、アイテム、コメント、および
グループを結び付けるために使用される。アイテム、説明、およびアイテム識別子は、各
特定メンバーと関連付けられた通信デバイス１００によって即時に受信することができる
。アイテムを受信する各通信デバイス１００は、アイテム、説明、およびアイテム識別子
を脱パッケージ化し、どのグループにアイテムが関連付けられているかを識別することが
でき、識別されたグループに対する新しいアイテムがあるという通知をメンバーに提供す
ることができる。アイテムをグループに提供した後、方法はブロック１４０８に進むこと
ができる。
【００４６】
　ブロック１４０８では、コメントをグループに提供することができる。例えば、グルー
プの１人以上のメンバーが、写真にコメントを打ち込むことができ、コメントはグループ
の残りのメンバーに提供される。アイテムがグループに関連付けられるため、メンバーは
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グループのメンバーを識別する必要も、件名を追加する必要もない。例えば、メンバーが
、アイテム、例えば、写真を選択し、コメントフィールドの中で、コメントフィールドに
コメントをタイプしてリターンを打つことができ、コメントはグループの残りのメンバー
に送信される。例えば、コメントは、受信者のリストおよびアイテム識別子とともにパッ
ケージ化される。パッケージは、最初のアイテムパッケージのように、ネットワーク運営
センター、例えば、通信サブシステム２１１に送信することができる。次いで、パッケー
ジは、各メンバー（例えば、受信者）と関連付けられた通信デバイス１００に転送され、
そこでパッケージが脱パッケージ化され、識別されたグループと関連付けられたコメント
が通信デバイス１００によって受信されたことを通知する通知を、メンバーに提供するこ
とができる。
【００４７】
　図１５Ａを参照すると、例示的実施形態による、写真を撮影し、写真をグループに送信
するための方法のフローチャートが図示されている。方法を実行するための種々の手段が
あるため、例示的な方法１５００は一例として提供される。１つ以上の実施形態では、方
法１５００は、アイテム管理プログラム２５９によって行われる。方法１５００は、種々
のシステムのうちの１つまたは組み合わせによって実行するか、またはそうでなければ実
施することができる。以下で説明される方法１４００は、一例として、通信デバイス１０
０、ならびに図１Ａ、１Ｂ、および２に示された通信ネットワークを使用して実行するこ
とができ、これらの図の種々の要素が、例示的な方法１５００を説明する際に参照される
。図１５Ａに示された各ブロックは、例示的な方法１５００で実行される１つ以上の過程
、方法、またはサブルーチンを表す。例示的な方法１５００は、ブロック１５０２から始
まることができる。
【００４８】
　ブロック１５０２では、「写真」アプレットが開かれる。例えば、グループホーム画面
、例えば、図１５Ｂに示された特許グループから、メンバーが、通信デバイス１００のナ
ビゲーションツール１２７を使用して、「写真」アイコンをクリックすることによって「
写真」アプレットを選択し、それが、写真ホーム画面、例えば、図９に示された写真ホー
ム画面９００を表示させる。１つ以上の実施形態では、メンバーが、対応するメニューオ
プションを選択するためにドロップダウンメニューを使用することができる。「写真」ア
プレットを開いた後、方法１５００はブロック１５０４に進むことができる。
【００４９】
　ブロック１５０４では、「カメラで写真を投稿する」オプションが選択される。例えば
、通信デバイス１００のナビゲーションツール１２７を使用して、メンバーが、例えば、
図９に示されたスナップ写真アイコン９１４をクリックすることによって、「カメラで写
真を投稿する」オプションを選択することができる。１つ以上の実施形態では、メンバー
が、対応するメニューオプションを選択するためにドロップダウンメニューを使用するこ
とができる。「カメラで写真を投稿する」を選択した後、方法１５００はブロック１５０
６に進むことができる。
【００５０】
　ブロック１５０６では、写真を撮影するためにカメラが起動される。例えば、「カメラ
で写真を投稿する」の選択に応じて、通信デバイス１００は、カメラを起動して、メンバ
ーが写真を撮影することを可能にすることができる。カメラを起動した後、方法１５００
はブロック１５０８に進むことができる。
【００５１】
　ブロック１５０８では、写真が撮影される。例えば、通信デバイス１００のカメラを使
用して、メンバーが、写真、例えば、電子写真を撮影することができる。１つ以上の実施
形態では、メンバーには、キャプションを写真に追加するオプションを提供することがで
きる。例えば、図１５Ｃに示されるように、メンバーは、キャプション、例えば、「チー
ムよ、行け！」を入力するように促される。例えば、通信デバイス１００のキーボードを
使用して、メンバーが、写真と関連付けられるキャプションをタイプすることができる。
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１つ以上の実施形態では、デフォルトキャプションを写真と関連付けることができる。例
えば、デフォルトキャプションは、写真が撮影された日付および時間等のタイムスタンプ
となり得る。メンバーが写真を撮影した後、方法１５００はブロック１５１０に進むこと
ができる。
【００５２】
　ブロック１５１０では、写真がグループに投稿される。例えば、図１５Ｃに示されるよ
うに、ナビゲーションツール１２７を使用して、メンバーが「送信」オプションを選択す
ることができ、写真は、ネットワークを介して、グループ、例えば、家族グループの中の
各メンバーと関連付けられた通信デバイスに送信される。例えば、第１のメンバーと関連
付けられた通信デバイス１００は、写真をグループの残りのメンバーに送信することがで
き、写真およびキャプションを、図１５Ｄに示されるように、グループのメンバーと関連
付けられた通信デバイス１００上で表示することができる。写真がグループに投稿された
後、方法１５００はブロック１５１２に進むことができる。
【００５３】
　ブロック１５１２では、写真ホーム画面が表示される。例えば、通信デバイス１００は
、写真ホーム画面を表示し、メンバーがそこから進むことを可能にすることができる。例
えば、図９００に示された写真ホーム画面９００を表示することができ、それにより、メ
ンバーがそこから進むことを可能にする。
【００５４】
　図１６を参照すると、例示的実施形態による、写真をグループに送信するための方法の
フローチャートが図示されている。方法を実行するための種々の手段があるため、例示的
な方法１６００は一例として提供される。１つ以上の実施形態では、方法１６００は、ア
イテム管理プログラム２５９によって行われる。方法１６００は、種々のシステムのうち
の１つまたは組み合わせによって実行するか、またはそうでなければ実施することができ
る。以下で説明される方法１６００は、一例として、通信デバイス１００、ならびに図１
Ａ、１Ｂ、および２に示された通信ネットワークを使用して実行することができ、これら
の図の種々の要素が、例示的な方法１６００を説明する際に参照される。図１６に示され
た各ブロックは、例示的な方法１６００で実行される１つ以上の過程、方法、またはサブ
ルーチンを表す。例示的な方法１６００は、ブロック１６０２から始まってもよい。
【００５５】
　ブロック１６０２では、「写真」アプレットが開かれる。例えば、グループホーム画面
、例えば、図１５Ｂに示された特許グループから、メンバーが、通信デバイス１００のナ
ビゲーションツール１２７を使用して、「写真」アイコンをクリックすることによって「
写真」アプレットを選択し、それが、写真ホーム画面、例えば、図９に示された写真ホー
ム画面９００を表示させる。１つ以上の実施形態では、メンバーが、対応するメニューオ
プションを選択するためにドロップダウンメニューを使用することができる。「写真」ア
プレットを開いた後、方法１６００はブロック１６０４に進むことができる。
【００５６】
　ブロック１６０４では、「ファイルから写真を投稿する」オプションが選択される。例
えば、ナビゲーションツール１２７を使用して、メンバーが、例えば、図９に示された既
存の写真アイコン９１６をクリックすることによって、「ファイルから写真を投稿する」
オプションを選択することができる。１つ以上の実施形態では、メンバーが、対応するメ
ニューオプションを選択するためにドロップダウンメニューを使用することができる。「
ファイルから写真を投稿する」を選択した後、方法１６００はブロック１６０６に進むこ
とができる。
【００５７】
　ブロック１６０６では、ファイルマネージャが開かれる。例えば、「ファイルから写真
を投稿する」の選択に応じて、通信デバイス１００は、メンバーがグループに送信するよ
うに選択することができる、１つ以上の写真を表示することができる。当業者であれば理
解するように、ファイルマネージャは、既知のファイルマネージャと同様となり、それと
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同様に動作することができる。例えば、メンバーがグループに送信する写真を選択するこ
とを可能にするように、写真のサムネイルを表示することができる。別の実施例では、メ
ンバーが、通信デバイス１００に通信可能に連結されたソースから写真をインポートする
ことができる。ファイルマネージャを開いた後、方法１６００はブロック１６０８に進む
ことができる。
【００５８】
　ブロック１６０８では、写真が選択される。例えば、通信デバイス１００のナビゲーシ
ョンツール１２７を使用して、メンバーが、写真、例えば、電子写真を選択することがで
きる。１つ以上の実施形態では、メンバーには、キャプションを写真に追加するオプショ
ンを提供することができる。例えば、図１５Ｃに示されるように、メンバーは、キャプシ
ョン、例えば、「チームよ、行け！」を入力するように促される。例えば、通信デバイス
１００のキーボードを使用して、メンバーが、写真と関連付けられるキャプションをタイ
プすることができる。１つ以上の実施形態では、デフォルトキャプションを写真と関連付
けることができる。例えば、デフォルトキャプションは、写真が撮影された日付および時
間等のタイムスタンプとなり得る。メンバーが写真を撮影した後、方法１６００はブロッ
ク１６１０に進むことができる。
【００５９】
　ブロック１６１０では、写真がグループに投稿される。例えば、図１５Ｃに示されるよ
うに、ナビゲーションツール１２７を使用して、メンバーが「送信」オプションを選択す
ることができ、写真は、ネットワークを介して、グループ、例えば、家族グループの中の
各メンバーと関連付けられた通信デバイスに送信される。例えば、第１のメンバーと関連
付けられた通信デバイス１００は、写真をグループの残りのメンバーに送信することがで
き、写真およびキャプションを、図１５Ｄに示されるように、グループのメンバーと関連
付けられた通信デバイス１００上で表示することができる。写真がグループに投稿された
後、方法１６００はブロック１６１２に進むことができる。
【００６０】
　ブロック１６１２では、写真ホーム画面が表示される。例えば、通信デバイス１００は
、写真ホーム画面を表示し、メンバーがそこから進むことを可能にすることができる。例
えば、図９００に示された写真ホーム画面９００を表示することができ、それにより、メ
ンバーがそこから進むことを可能にする。
【００６１】
　図１７Ａを参照すると、例示的実施形態による、写真と関連付けられたコメントを追加
し、コメントをグループに送信するためが図示されている。方法を実行するための種々の
手段があるため、例示的な方法１７００は一例として提供される。１つ以上の実施形態で
は、方法１７００は、アイテム管理プログラム２５９によって行われる。方法１７００は
、種々のシステムのうちの１つまたは組み合わせによって実行するか、またはそうでなけ
れば実施することができる。以下で説明される方法１７００は、一例として、通信デバイ
ス１００、ならびに図１Ａ、１Ｂ、および２に示された通信ネットワークを使用して実行
することができ、これらの図の種々の要素が、例示的な方法１７００を説明する際に参照
される。図１７Ａに示された各ブロックは、例示的な方法１７００で実行される１つ以上
の過程、方法、またはサブルーチンを表す。例示的な方法１７００は、ブロック１７０２
から始まってもよい。
【００６２】
　ブロック１７０２では、写真が選択される。例えば、ナビゲーションツール１２７を使
用して、メンバーが写真を閲覧し、選択することができる。ナビゲーションツール１２７
を使用して、メンバーが、サムネイル写真１０１２をスクロールし、サムネイル写真１０
１２をクリックすることにより写真を選択することによって、図１０に示されたフォトビ
ューア１０００に示される写真を閲覧することができる。コメントする写真を選択した後
、方法１７００はブロック１７０４に進むことができる。
【００６３】
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　ブロック１７０４では、写真について話し合うオプションが選択される。例えば、ナビ
ゲーションツール１２７を使用して、メンバーが、図１７Ｂに示されるようにメニューリ
ストを表示させることができ、「写真について話し合う」オプションを選択することがで
きる。表示されるメニューリストから写真について話し合うオプションを選択した後、方
法１７００はブロック１７０６に進むことができる。
【００６４】
　ブロック１７０６では、コメントが入力される。例えば、図１７Ｃに示されるように、
メンバーは、コメント、例えば、「なんて素晴らしい集まりだろう！」を入力するように
促される。例えば、通信デバイス１００のキーボードを使用して、メンバーが、写真と関
連付けられるコメントをタイプすることができる。コメントを入力した後、方法１７００
はブロック１７０８に進むことができる。
【００６５】
　ブロック１７０８では、コメントがグループに投稿される。通信デバイス１００のキー
ボード上のエンターキーを打つことによって、コメントをグループの他のメンバーに提供
することができる。例えば、第１のメンバーと関連付けられた通信デバイス１００は、コ
メントをグループの残りのメンバーに送信することができ、コメントを、図１７Ｄに示さ
れるように、グループのメンバーと関連付けられた通信デバイス１００上で表示すること
ができる。図１７Ｄは１つだけのコメントを示すが、他のコメントがあれば、それらも表
示することができる。各コメントは、日付スタンプ、タイムスタンプ、コメントを送信し
た個人、およびコメントを含むことができる。
【００６６】
　図１８Ａを参照すると、例示的実施形態による、音声注釈を写真に追加するための方法
のフローチャートが図示されている。方法を実行するための種々の手段があるため、例示
的な方法１８００は一例として提供される。１つ以上の実施形態では、方法１８００は、
アイテム管理プログラム２５９によって行われる。方法１８００は、種々のシステムのう
ちの１つまたは組み合わせによって実行するか、またはそうでなければ実施することがで
きる。以下で説明される方法１８００は、一例として、通信デバイス１００、ならびに図
１Ａ、１Ｂ、および２に示された通信ネットワークを使用して実行することができ、これ
らの図の種々の要素が、例示的な方法１８００を説明する際に参照される。図１８Ａに示
された各ブロックは、例示的な方法１８００で実行される１つ以上の過程、方法、または
サブルーチンを表す。例示的な方法１８００は、ブロック１８０２から始まってもよい。
【００６７】
　ブロック１８０２では、音声注釈を写真に追加するように、写真が選択される。例えば
、ナビゲーションツール１２７を使用して、メンバーが写真を閲覧し、選択することがで
きる。ナビゲーションツール１２７を使用して、メンバーが、サムネイル写真１０１２を
スクロールし、サムネイル写真１０１２をクリックすることにより写真を選択することに
よって、図１０に示されたフォトビューア１０００に示される写真を閲覧することができ
る。コメントする写真を選択した後、方法１８００はブロック１８０４に進むことができ
る。
【００６８】
　ブロック１８０４では、「音声注釈を追加する」オプションが選択される。例えば、ナ
ビゲーションツール１２７を使用して、メンバーが、図１８Ｂに示されるようにメニュー
リストを表示させることができ、「音声注釈を追加する」オプションを選択することがで
きる。表示されるメニューリストから音声注釈を追加するオプションを選択した後、方法
１８００はブロック１８０６に進むことができる。
【００６９】
　ブロック１８０６では、「録音」オプションが選択される。例えば、ナビゲーションツ
ール１２７を使用して、メンバーが、図１８Ｃに示された表示から「録音」オプションを
選択することができる。表示は、メンバーが「音声注釈を追加する」を選択することに応
じて表示することができる。表示は、写真、音声メッセージの長さを示すスクロールバー
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、音声メッセージの長さを示す時間カウンタ、録音ボタンまたはアイコン、およびキャン
セルボタンまたはアイコンを含むことができる。「録音」オプションを選択した後、方法
１８００はブロック１８０８に進むことができる。
【００７０】
　ブロック１８０６では、音声注釈が録音される。例えば、メンバーが、通信デバイス１
００のマイクロホン２３６に話し掛け、音声注釈または音声メッセージを録音する。「録
音する」オプションをクリックすることによって、録音が停止できる。音声注釈を録音し
た後、方法１８００はブロック１８０８に進むことができる。
【００７１】
　ブロック１８０８では、音声注釈が再生される。例えば、ナビゲーションツール１２７
を使用して、メンバーが、「再生」オプションを選択し、通信デバイス１００のスピーカ
２３４上で録音された音声注釈を聴くことができる。ブロック１８０８は、メンバーが音
声注釈を聴く必要はないという点で随意的である。音声注釈を聴いた後、方法１８００は
ブロック１８１０に進むことができる。
【００７２】
　ブロック１８１０では、録音された音声注釈がキャンセルされる。例えば、ナビゲーシ
ョンツール１２７を使用して、メンバーが、「キャンセル」オプションを選択し、音声注
釈をキャンセルすることができる。音声注釈をキャンセルした後、方法はブロック１８０
４に進んで、新しい音声注釈を録音することができる。例えば、音声注釈をキャンセルし
た後、メンバーは、図１８Ｃに示された表示から「録音」オプションを選択することがで
きる。メンバーが図１８Ｃに示された「キャンセル」オプションを選択すること選んだ場
合、方法１８００は終了することができる。
【００７３】
　ブロック１８１２では、音声注釈を添付することができる。例えば、ナビゲーションツ
ール１２７を使用して、メンバーが、図１８Ｄに示された表示から「添付」オプションを
選択して、音声注釈を写真に添付させ、他のメンバーに投稿させることができる。音声注
釈を添付することを選択した後、方法１８００はブロック１８１４に進むことができる。
【００７４】
　ブロック１８１４では、録音された音声注釈がグループに投稿される。「添付」オプシ
ョンを打つことによって、録音されたがグループの他のメンバーに投稿される。例えば、
第１のメンバーと関連付けられた通信デバイス１００は、写真および音声注釈をグループ
の残りのメンバーに送信することができ、コメントを、図１８Ｅに示されるように、グル
ープのメンバーと関連付けられた通信デバイス１００上で表示することができる。示され
るように、写真は、「チームよ、行け！」というキャプション、その写真が音声注釈を含
むことを示すアイコン、および討論アイコンを含むことができる。
【００７５】
　図１９Ａを参照すると、例示的実施形態による、写真をお気に入りリストに追加するた
めの方法のフローチャートが図示されている。方法を実行するための種々の手段があるた
め、例示的な方法１９００は一例として提供される。１つ以上の実施形態では、方法１９
００は、アイテム管理プログラム２５９によって行われる。方法１９００は、種々のシス
テムのうちの１つまたは組み合わせによって実行するか、またはそうでなければ実施する
ことができる。以下で説明される方法１９００は、一例として、通信デバイス１００、な
らびに図１Ａ、１Ｂ、および２に示された通信ネットワークを使用して実行することがで
き、これらの図の種々の要素が、例示的な方法１９００を説明する際に参照される。図１
９Ａに示された各ブロックは、例示的な方法１９００で実行される１つ以上の過程、方法
、またはサブルーチンを表す。例示的な方法１９００は、ブロック１９０２から始まって
もよい。
【００７６】
　ブロック１９０２では、お気に入りとして追加するように、写真が選択される。例えば
、ナビゲーションツール１２７を使用して、メンバーが写真を閲覧し、選択することがで
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きる。ナビゲーションツール１２７を使用して、メンバーが、サムネイル写真１０１２を
スクロールし、サムネイル写真１０１２をクリックすることにより写真を選択することに
よって、図１０に示されたフォトビューア１０００に示される写真を閲覧することができ
る。お気に入りとして追加するように写真を選択した後、方法１９００はブロック１９０
４に進むことができる。
【００７７】
　ブロック１９０４では、「お気に入りとしてタグ付けする」オプションが選択される。
例えば、ナビゲーションツール１２７を使用して、メンバーが、図１９Ｂに示されるよう
にメニューリストを表示させることができ、「お気に入りとしてタグ付けする」オプショ
ンを選択することができる。表示されるメニューリストから、お気に入りとしてタグ付け
するオプションを選択した後、方法１９００はブロック１９０６に進むことができる。メ
ニューリストを表示させた後、方法１９００はブロック１９０６に進むことができる。
【００７８】
　ブロック１９０６では、写真がお気に入りとしてマークされる。例えば、星等のアイコ
ンが写真と関連付けられる。写真がお気に入りとしてマークされた後、方法１９００はブ
ロック１９０８に進むことができる。
【００７９】
　ブロック１９０８では、コメントがグループに投稿される。例えば、メンバーが写真を
お気に入りとしてマークしたことを知らせるコメントが、グループの他のメンバーに投稿
される。メンバーが写真を選択したため、およびグループのメンバーが写真と関連付けら
れるため、写真をお気に入りとしてマークすることに関するコメントが、グループのメン
バーと関連付けられた通信デバイス１００に提供される。
【００８０】
　図２０Ａを参照すると、例示的実施形態による、写真へのキャプションを編集するため
の方法のフローチャートが図示されている。方法を実行するための種々の手段があるため
、例示的な方法２０００は一例として提供される。１つ以上の実施形態では、方法２００
０は、アイテム管理プログラム２５９によって行われる。方法２０００は、種々のシステ
ムのうちの１つまたは組み合わせによって実行するか、またはそうでなければ実施するこ
とができる。以下で説明される方法２０００は、一例として、通信デバイス１００、なら
びに図１Ａ、１Ｂ、および２に示された通信ネットワークを使用して実行することができ
、これらの図の種々の要素が、例示的な方法２０００を説明する際に参照される。図２０
Ａに示された各ブロックは、例示的な方法２０００で実行される１つ以上の過程、方法、
またはサブルーチンを表す。例示的な方法２０００は、ブロック２００２から始まっても
よい。
【００８１】
　ブロック２００２では、関連キャプションを編集するように、写真が選択される。例え
ば、ナビゲーションツール１２７を使用して、メンバーが写真を閲覧し、選択することが
できる。ナビゲーションツール１２７を使用して、メンバーが、サムネイル写真１０１２
をスクロールし、サムネイル写真１０１２をクリックすることにより写真を選択すること
によって、図１０に示されたフォトビューア１０００に示される写真を閲覧することがで
きる。キャプションを編集するように写真を選択した後、方法２０００はブロック２００
４に進むことができる。
【００８２】
　ブロック２００４では、「キャプションを編集する」オプションが選択される。例えば
、ナビゲーションツール１２７を使用して、メンバーが、図２０Ｂに示されるようにメニ
ューリストを表示させることができ、「キャプションを編集する」オプションを選択する
ことができる。表示されるメニューリストから、キャプションを編集するオプションを選
択した後、方法２０００はブロック２００６に進むことができる。
【００８３】
　ブロック２００６では、キャプションが編集される。例えば、キーボード１３２を使用
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して、メンバーが、図２０Ｃに示されるように新しいキャプションを編集またはタイプす
ることができる。キャプションを編集した後、方法２０００はブロック２００８に進むこ
とができる。
【００８４】
　ブロック２００８では、改正されたキャプションがグループに投稿される。例えば、ナ
ビゲーションツール１２７を使用して、メンバーが、送信するオプションを選択して、写
真および改正されたキャプションをグループに投稿させることができる。別の実施形態で
は、通信デバイス１００のキーボード上のエンターキーを打つことによって、写真および
改正されたキャプションをグループに提供することができる。メンバーが写真を選択した
ため、およびグループのメンバーが写真と関連付けられるため、写真および改正されたキ
ャプションが、グループのメンバーと関連付けられた通信デバイス１００に提供される。
【００８５】
　図２１Ａを参照すると、例示的実施形態による、以前のコメントを削除するための方法
のフローチャートが図示されている。方法を実行するための種々の手段があるため、例示
的な方法２１００は一例として提供される。１つ以上の実施形態では、方法２１００は、
アイテム管理プログラム２５９によって行われる。方法２１００は、種々のシステムのう
ちの１つまたは組み合わせによって実行するか、またはそうでなければ実施することがで
きる。以下で説明される方法２１００は、一例として、通信デバイス１００、ならびに図
１Ａ、１Ｂ、および２に示された通信ネットワークを使用して実行することができ、これ
らの図の種々の要素が、例示的な方法２１００を説明する際に参照される。図２１Ａに示
された各ブロックは、例示的な方法２１００で実行される１つ以上の過程、方法、または
サブルーチンを表す。例示的な方法２１００は、ブロック２１０２から始まってもよい。
【００８６】
　ブロック２１０２では、以前のコメントを削除するように、写真が選択される。例えば
、ナビゲーションツール１２７を使用して、メンバーが写真を閲覧し、選択することがで
きる。ナビゲーションツール１２７を使用して、メンバーが、サムネイル写真１０１２を
スクロールし、サムネイル写真１０１２をクリックすることにより写真を選択することに
よって、図１０に示されたフォトビューア１０００に示される写真を閲覧することができ
る。キャプションを編集するように写真を選択した後、方法２１００はブロック２１０４
に進むことができる。
【００８７】
　ブロック２１０４では、コメントが選択される。例えば、ナビゲーションツール１２７
を使用して、メンバーが、コメントを選択することができる。コメントを選択した後、方
法２１００はブロック２１０６に進むことができる。
【００８８】
　ブロック２１０６では、「以前のコメントを削除する」オプションが選択される。例え
ば、ナビゲーションツール１２７を使用して、メンバーが、図２１Ｂに示されるようにメ
ニューリストを表示させることができ、「以前のコメントを削除する」オプションを選択
することができる。表示されるメニューリストから、以前のコメントを削除するオプショ
ンを選択した後、方法２１００はブロック２１０８に進むことができる。
【００８９】
　ブロック２１０８では、選択されたコメントの前のコメントが削除される。例えば、選
択されたコメントの前のコメントが削除され、もはや写真と関連付けられない。したがっ
て、誰かが写真にアクセスした場合、削除されたコメントは表示されない。
【００９０】
　図２２Ａを参照すると、例示的実施形態による、写真を削除するための方法のフローチ
ャートが図示されている。方法を実行するための種々の手段があるため、例示的な方法２
２００は一例として提供される。１つ以上の実施形態では、方法２２００は、アイテム管
理プログラム２５９によって行われる。方法２２００は、種々のシステムのうちの１つま
たは組み合わせによって実行するか、またはそうでなければ実施することができる。以下
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で説明される方法２２００は、一例として、通信デバイス１００、ならびに図１Ａ、１Ｂ
、および２に示された通信ネットワークを使用して実行することができ、これらの図の種
々の要素が、例示的な方法２２００を説明する際に参照される。図２２Ａに示された各ブ
ロックは、例示的な方法２２００で実行される１つ以上の過程、方法、またはサブルーチ
ンを表す。例示的な方法２２００は、ブロック２２０２から始まってもよい。
【００９１】
　ブロック２２０２では、削除のために写真が選択される。例えば、ナビゲーションツー
ル１２７を使用して、メンバーが写真を閲覧し、選択することができる。ナビゲーション
ツール１２７を使用して、メンバーが、サムネイル写真１０１２をスクロールし、サムネ
イル写真１０１２をクリックすることにより写真を選択することによって、図１０に示さ
れたフォトビューア１０００に示される写真を閲覧することができる。削除する写真を選
択した後、方法２２００はブロック２２０４に進むことができる。
【００９２】
　ブロック２２０４では、「写真を削除する」オプションが選択される。例えば、ナビゲ
ーションツール１２７を使用して、メンバーが、図２２Ｂに示されるようにメニューリス
トを表示させることができ、「写真を削除する」オプションを選択することができる。表
示されるメニューリストから、以前のコメントを削除するオプションを選択した後、方法
２２００はブロック２１０６に進むことができる。
【００９３】
　ブロック２２０６では、削除が確認される。例えば、削除を確認するようにメンバーを
促すことができる。ナビゲーションツール１２７を使用して、メンバーは削除を拒絶する
ことができ、方法２２００はグループホーム画面に進むことができる。写真の削除を確認
した後、方法２２００はブロック２２０８に進むことができる。
【００９４】
　ブロック２２０８では、写真が削除される。例えば、メンバーはもはや写真にアクセス
することができず、写真はフォトビューア１０００で表示されない。
【００９５】
　図２３Ａを参照すると、例示的実施形態による、アイテムまたはアイテムと関連付けら
れた会話をアーカイブに保管するための方法のフローチャートが図示されている。方法を
実行するための種々の手段があるため、例示的な方法２３００は一例として提供される。
１つ以上の実施形態では、方法２３００は、アイテム管理プログラム２５９によって行わ
れる。方法２３００は、種々のシステムのうちの１つまたは組み合わせによって実行する
か、またはそうでなければ実施することができる。以下で説明される方法２３００は、一
例として、通信デバイス１００、ならびに図１Ａ、１Ｂ、および２に示された通信ネット
ワークを使用して実行することができ、これらの図の種々の要素が、例示的な方法２３０
０を説明する際に参照される。図２３Ａに示された各ブロックは、例示的な方法２３００
で実行される１つ以上の過程、方法、またはサブルーチンを表す。例示的な方法２３００
は、ブロック２３０２から始まってもよい。
【００９６】
　ブロック２３０２では、「送信する」オプションが選択される。例えば、ナビゲーショ
ンツール１２７を使用して、メンバーが、図１８Ｂまたは図２３Ｂに示されるようにメニ
ューリストを表示させることができる。例えば、メンバーが写真または画像を送信したい
場合、メンバーは、図１８Ｂに示されるようなメニューから「～に写真を送信する」を選
択することができる。別の実施例では、ンバーが会話を送信したい場合、メンバーは、図
２３Ｂに示されるようなメニューから「～に会話を送信する」を選択することができる。
「送信する」オプションを使用して、メンバーは、アイテム、例えば、写真、会話、連絡
先、リスト、音声メッセージ、または同等物をアーカイブに保管するか、または記憶する
ことができる。表示されるメニューリストから送信するオプションを選択した後、方法２
３００はブロック２３０４に進むことができる。
【００９７】
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　ブロック２３０４では、アイテムを送信する手段が選択される。例えば、いったん「送
信する」オプションが選択されると、図２３Ｃに示されるように、別のメニューを表示す
ることができる。ナビゲーションツール１２７を選択して、メンバーは、メニューからオ
プションを「選択」して、アイテム（例えば、写真、会話、連絡先、リスト、音声メッセ
ージ、または同等物）を誰かに送信することができる。例えば、メンバーは、そのメンバ
ーと関連付けられたＥメールアドレスにアイテムを送信して、アイテムを記憶することを
選択することができる。示されるように、メンバーは、Ｅメール、グループメッセージ、
メッセンジャーの連絡、ＭＭＳ、ＰＩＮ、またはＳＭＳによってアイテムを送信すること
ができる。表示されるメニューリストから手段を選択した後、方法２３００はブロック２
３０６に進むことができる。
【００９８】
　ブロック２３０６では、連絡先情報を入力または選択することができる。例えば、連絡
先情報（例えば、ＥメールアドレスまたはＰＩＮ）を入力するようにメンバーを促すこと
ができ、メンバーが当技術分野で公知のようなメニューから連絡先情報を選択することが
でき、またはそれらの任意の組み合わせである。連絡先情報を入力または選択した後、方
法２３００はブロック２３０８に進むことができる。
【００９９】
　ブロック２３０８では、アイテムが送信される。例えば、通信デバイス１００が、アイ
テム（例えば、写真、会話、連絡先、リスト、音声メッセージ、または同等物）を、入力
または選択された連絡先情報と関連付けられた各通信デバイス１００に送信することがで
きる。
【０１００】
　図２４Ａ-２４Ｆを参照すると、例示的実施形態による、概観アプレットの一連のスク
リーンショット２４００が図示されている。図２４Ａは、グループアプレットの例示的な
スクリーンショットを示す。示されるように、ユーザは、１人の他のメンバーを有する「
ＩＰグループ」、および１人の他のメンバーを有する「試験グループ」といった、２つの
グループのメンバーである。ナビゲーションツール１２７を使用して、ユーザは、グルー
プ、例えば、試験グループを選択することができる。図２４Ｂは、試験グループのメイン
またはホーム画面の例示的なスクリーンショットを示す。図２４Ｃは、ハイライトされて
いる概観アプレットの例示的なスクリーンショットを示す。例えば、ナビゲーションツー
ル１２７を使用して、ユーザが、概観アプレット上にポインタを配置することができるか
、または概観アプレットを選択することができる。図２４Ｄは、概観アプレットが選択さ
れた後の例示的なスクリーンショット、例えば、グループ活動アプレットのホーム画面で
ある。概観アプレット５０６ａは、ユーザがメッセージを作成すること、音声注釈を録音
すること、メッセージを再検討すること、またはそれらの任意の組み合わせを可能にする
ことができる。ホーム画面は、メッセージスレッド、写真スレッド、および音声注釈スレ
ッド等の異なるスレッドを表示することができる。示されるように、写真スレッド、例え
ば、「私はＴＩＭ　ＨＡＷＫＥＳ」スレッド、および「Ｌｉｓａ」スレッドの下に１つの
メッセージスレッドがある。Ｌｉｓａスレッドと関連付けられたアイコン、例えば、赤い
星は、新しいメッセージがスレッドに投稿されたことを示す。ユーザは、メッセージを作
成するアイコンを選択することによってメッセージを起草する、録音アイコンを選択する
ことによって新しい音声注釈を録音する、またはスレッドを選択することによって表示さ
れたスレッドを開くことができる。図２４Ｅは、ハイライトされている「新しい音声注釈
を録音する」アプレットの例示的なスクリーンショットを示す。例えば、ナビゲーション
ツール１２７を使用して、ユーザが、新しい音声注釈を録音するアプレット上にポインタ
を配置することができるか、または新しい音声を録音するアプレットを選択することがで
きる。図２４Ｆは、選択されたスレッドの例示的なスクリーンショットを示す。例えば、
ナビゲーションツール１２７を使用して、ユーザが「私はＴＩＭ　ＨＡＷＫＥＳ」スレッ
ドを選択した。このスレッドは、別の一連のスクリーンショットにおいて以下で論議され
る、「コテージ」と題された写真を含む。
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【０１０１】
　図２５Ａ-２５Ｉを参照すると、例示的実施形態による、写真と関連付けられた一連の
スクリーンショット２５００が図示されている。図２５Ａは、例示的な写真、例えば、図
２４Ｆに表示された「“コテージ”に写真追加」スレッドからのコテージの写真を示す。
最初に、図２５Ｂに示されるように、１つ以上の写真のオーバーレイとともに写真を表示
することができる。図１０および２６Ｇは、複数の写真のオーバーレイを有する写真を示
す。設定された期間後、オーバーレイは表示から消滅することができる。図２５Ａおよび
２５Ｂに示されるように、写真は「コテージ」と題され、「約１時間前」というコメント
を有する。図２５Ｃに示されるように、メンバーがメニューを表示させることができ、例
えば、メンバーがメニューリストを表示させることができる。示されるように、「写真に
ついて話し合う」オプションがハイライトされている。図２５Ｄは、写真、例えば、コテ
ージの写真と関連付けることができるコメントを入力するようにメンバーを促す、例示的
なスクリーンショットを示す。コメントボックスの中に、メンバーが「素敵な写真ですね
。どこで撮ったのですか？」と入力する。コメントは、例えば、デバイス上のリターンキ
ーを打つことによって、グループのメンバーに送信することができる。図２５Ｅは、投稿
されたコメントを表示する例示的なスクリーンショットを示す。図２５Ｆは、「素敵な写
真ですね。どこで撮ったのですか？」という新しいコメントを伴うスレッドの例示的なス
クリーンショットを示す。示されるように、Ｌｉｓａが最後のコメントを入力し、アイコ
ン、例えば、吹き出しが、彼女が新しいコメントを追加したことを示す。図２５Ｇは、コ
テージの写真を示し、コメントが写真に追加されたという指示を提供する、アイコン、例
えば、吹き出しを含む。示されるように、表示された写真およびオーバーレイは各々、吹
き出しアイコンを含む。図２５Ｈは、コメントが写真スレッドに追加されたことを示す、
アイコン、例えば、吹き出しを含む、写真スレッドを有する概観ホーム画面を示す。図２
５Ｉは、コメントを含む写真スレッドを示す。示されるように、メンバー「私はＴＩＭ　
ＨＡＷＫＥＳ」が、Ｌｉｓａの質問／コメントに応答し、写真が「Ｐｏｒｔ　Ｓｙｄｎｅ
ｙ、Ｈｕｎｔｓｖｉｌｌｅのすぐそば」で撮影されたと答えた。
【０１０２】
　図２６Ａ－２６Ｎを参照すると、写真を再検討するための一連のスクリーンショット２
６００が図示されている。図２６Ａは、グループ、例えば、試験グループの中の新しいア
ラート、例えば、コメントまたはメッセージを示すアイコン、例えば、赤い星を伴う通信
デバイス１００のホーム画面を示す。図２６Ｂは、グループアプレットの例示的なスクリ
ーンショットを示す。示されるように、通信デバイスのユーザは、ＩＰグループおよび試
験グループのメンバーであり、試験グループは、そのグループの中の新しいアラートを示
す赤い星のアイコンを有する。ナビゲーションツール１２７を使用して、メンバーが試験
グループを選択することができる。図２６Ｃは、グループ写真セクションの中に新しい活
動があることを示すアイコン、例えば、赤い星を伴う試験グループの例示的なホーム画面
を示す。図２６Ｄは、ハイライトされている写真アプレットの例示的なスクリーンショッ
トを示す。例えば、ナビゲーションツール１２７を使用して、ユーザが、写真アプレット
上にポインタを配置することができるか、または写真アプレットを選択することができる
。図２６Ｅは、写真アプレットのホーム画面を示す。示されるように、３つの最近の投稿
された写真があり、一番上の写真は、新しいコメントが追加されたことを示すアイコン、
例えば、吹き出しを含む。図２６Ｆは、画面をスクロールダウンした後の写真アプレット
のホーム画面を示す。ユーザは、写真のうちのいずれかを選択することができ、「コテー
ジ」および「昨日は楽しかった！」写真は、新しいコメントがこれらの写真の各々に関連
付けられることを示すアイコンを有する。図２６Ｇは、複数の写真のオーバーレイを伴う
選択されたコテージの写真を示す。設定された期間後、オーバーレイは表示から消滅する
ことができる。図２６Ｈは、オーバーレイがないコテージの写真を示す。図２６Ｉは、複
数の写真のオーバーレイを伴う「昨日は楽しかった！」というキャプション付きの選択さ
れた写真を示す。図２６Ｊは、オーバーレイがない「昨日は楽しかった！」というキャプ
ション付きの選択された写真を示す。図２６Ｇおよび２６Ｉでは、オーバーレイは、どの
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写真が写真と関連付けられたコメントを有するかを示す、アイコンを含む。図２６Ｋは、
概観アプレットがハイライトされている、試験グループの例示的なホーム画面を示す。ナ
ビゲーションツール１２７を使用して、メンバーが概観アプレットを選択することができ
る。図２６Ｌは、概観アプレットと関連付けられたメッセージを示す。示されるように、
３つのスレッドがあり、一番上のスレッドは、星印を伴う指標と、コメントが「幽霊？す
ごーい」である、「私はＴＩＭ　ＨＡＷＫＥＳ」による写真スレッドに対するコメントを
示す吹き出しとを有する。本実施例では、未読コメントが太字で示されている。図２６Ｍ
は、選択されたスレッド、例えば、一番上のスレッドと関連付けられたコメントを示す。
例えば、ナビゲーションツール１２７を使用して、ユーザがスレッドを選択することがで
きる。図２６Ｎは、スレッドと関連付けられた写真を示す。例えば、ナビゲーションツー
ル１２７を使用して、ユーザが、図２６Ｍに示された「写真を開く」アイコンを選択する
ことができる。
【０１０３】
　先行の明細書では、添付素面を参照して、種々の好ましい実施形態を説明してきた。し
かしながら、以下に続く請求項で記載されるような本発明のより広い範囲から逸脱するこ
となく、種々の修正および変更がそれに行われてもよく、付加的な実施形態が実装されて
も良いことが明白となるであろう。したがって、本明細書および図面は、制約的な意味よ
りもむしろ、例示的な意味で考えられるものである。

【図１Ａ】 【図１Ｂ】
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