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(57)【要約】
この中に説明された実施態様は、所定のモバイル・コミ
ュニケーション・デバイスのユーザー・コンテンツをテ
ストするためのシステムと方法に関係がある。1つの態
様によれば、所定のモバイル・コミュニケーション・デ
バイスに対応するモデル・モバイル・コミュニケーショ
ン・デバイスの最低1つのグラフィカル・ユーザー・イ
ンターフェース(「GUI」)スクリーンに関連する最低1つ
のモデルイメージを提供し、所定のモバイル・コミュニ
ケーション・デバイスの最低1つのGUIスクリーンに関連
する最低1つのテスト用イメージを取得し、テスト用イ
メージをモデルイメージと比較し、所定のモバイル・コ
ミュニケーション・デバイスのユーザー・コンテンツが
モデル・モバイル・コミュニケーション・デバイスの要
求コンテンツと異なるか否かを確定する、という手順を
含む所定のモバイル・コミュニケーション・デバイスの
ユーザー・コンテンツをテストする方法が提供される。
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
次の手順を含む所定のモバイル・コミュニケーション・デバイスのユーザー・コンテンツ
をテストするコンピューターに実装された方法:
a)所定のモバイル・コミュニケーション・デバイスに対応するモデル・モバイル・コミュ
ニケーション・デバイスの最低1つのグラフィカルユーザーインターフェーススクリーン
に関連する最低1つのモデルイメージを提供すること。モデル・モバイル・コミュニケー
ション・デバイスはその中に要求コンテンツを保存しており、最低1つのモデルイメージ
は最低1つのGUIスクリーンの複数ピクセルを構成し、モデル・モバイル・コミュニケーシ
ョン・デバイスの要求コンテンツを表示すること、
b)所定のモバイル・コミュニケーション・デバイスの最低1つのGUIスクリーンに関連する
最低1つのテスト用イメージを取得すること。テスト用イメージは、最低1つのテスト用イ
メージの複数ピクセルに関する情報を構成し、所定のモバイル・コミュニケーション・デ
バイスのユーザーコンテンツを表示すること、
c)テスト用イメージをモデルイメージと比較すること、および
d)所定のモバイル・コミュニケーション・デバイスのユーザー・コンテンツがモデル・モ
バイル・コミュニケーション・デバイスの要求コンテンツとは異なるかどうかを確定する
こと。
【請求項２】
最低1つのテスト用イメージが所定のモバイル・コミュニケーション・デバイスの複数のG
UIスクリーンに関連する複数のテスト用イメージを含む時、方法は次の手順を含む請求項
１に記載の方法：
a) 所定のモバイル・コミュニケーション・デバイスの複数のGUIスクリーンに対応するモ
デル・モバイル・コミュニケーション・デバイスの複数のGUIスクリーンに関連する複数
のモデルイメージを提供すること、
b)所定のモバイル・コミュニケーション・デバイスの複数のGUIスクリーン経由で行き来
するためのナビゲーション命令を提供すること、
c)所定のモバイル・コミュニケーション・デバイスの複数のGUIスクリーン経由で行き来
するためのナビゲーション命令を実行すること、
d)モバイル・コミュニケーション・デバイスの複数のGUIスクリーンの各々についてテス
ト用イメージを取得すること、および、
e)各テスト用イメージを、提供される複数のモデルイメージの対応するモデルイメージと
比較すること。
【請求項３】
提供されるモデルイメージには、所定のモバイル・デバイスのユーザー・コンテンツのテ
ストにの無関係な除外部分があるり、また、方法は追加的に次の手順を含む請求項1に記
載の方法：
a)モデルイメージの除外部分に対応するテスト用イメージの除外部分を確定すること、お
よび
b)テスト用イメージをモデルイメージと比較する時、テスト用イメージの除外部分および
モデルイメージの除外部分を軽視すること。
【請求項４】
提供されるモデルイメージには、コンテキストに基づいて変化する可変部分があり、また
、方法は、追加的に次の手順を含む請求項1に記載の方法、：
a)モデルイメージの可変部分に対応するテスト用イメージの可変部分を確定すること、お
よび、
  b)テスト用イメージをモデルイメージと比較する時、テスト用イメージの可変部分およ
びモデルイメージの可変部分を除外すること。
【請求項５】
テスト用イメージのコンテキストに基づいて、その中に含まれる情報を検証するためにテ
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スト用イメージの可変部分を検査する手順を追加的に含む請求項4に記載の方法。
【請求項６】
さらに次の手順を含む請求項5の方法：
a)その中に含まれる情報を確定するためにテスト用イメージの可変部分に光学式文字認織
を適用すること、および
b)情報がコンテキストを示すかどうかを確認するためにテスト用イメージが取得される時
点のコンテキスト中で当該情報を分析すること。
【請求項７】
最低1つのモデルイメージが次の手順により生成される請求項1に記載の方法：
a)その中に要求コンテンツのみを保存しているモデル・モバイル・コミュニケーション・
デバイスを提供すること、
b)モデル・モバイル・コミュニケーション・デバイスの最低1つのGUIに到着するようにモ
バイル・コミュニケーション・デバイスをナビゲートすること、および
c)当該GUIスクリーンをキャプチャーして当該GUIスクリーンに関連する最低1つのモデル
イメージを生成すること。
【請求項８】
追加的に次の手順を含む請求項7に記載の方法：
a) 所定のモバイル・コミュニケーション・デバイスのユーザー・コンテンツをテストす
ることに無関係のイメージの一部分を表示するユーザー入力を受け取ること、および
b)ユーザー入力に基づいてモデルイメージの除外部分を定義すること、同除外部分は、所
定のモバイル・コミュニケーション・デバイスのユーザー・コンテンツのテストに無関係
の最低1つのイメージの部分になる。
【請求項９】
追加的に次の手順を含む請求項7に記載の方法：
a)モデルイメージの可変部分を定義すること、同可変部分は、最低1つのモデルイメージ
の生成を取り巻くコンテキストに基づいて変化するイメージの一部分になる。
【請求項１０】
追加的に次の手順を含む請求項9に記載の方法：
a)可変部分に関連するテスト関数を定義すること、同テスト関数は、その中に含まる情報
を分析するために可変部分に対して実行される一種の分析を示す。
【請求項１１】
ナビゲーション命令は、モバイル・コミュニケーション・デバイスに関連するメタデータ
から生成される請求項2に記載の方法。
【請求項１２】
モデルイメージ・データをテスト用イメージのデータと比較する手順は次から成る請求項
1の方法：
a)モデルイメージに基づいて第1のハッシュ値を取得すること、
b)テスト用イメージ上で基づいて第2のハッシュ値を取得すること、および 
c)第1のハッシュ値を第2のハッシュ値と比較すること。
【請求項１３】
テスト用イメージをモデルイメージ・データと比較する手順は、次を含む請求項1に記載
の方法：
a) テスト用イメージの複数のピクセルの各ピクセルについて、当該ピクセルに関する情
報をモデルイメージの複数ピクセルの対応するピクセルに関する情報と比較すること。
【請求項１４】
テスト用イメージをモデルイメージ・データと比較する手順は、次のものを追加的に含む
請求項3に記載の方法：
a)テスト用イメージとモデルイメージに最低1つにある最低1つのピクセルに注目してテス
ト用イメージとモデルイメージの間の差異を表示すること。
【請求項１５】
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次のものを含む所定のモバイル・コミュニケーション・デバイスのユーザー・コンテンツ
をテストするためのシステム：
a) 次のものを備えた最低1つのデータストレージ・デバイス：
i.テストエージェント命令を含むテストエージェント、および
ii．所定のモバイル・コミュニケーション・デバイスに対応するモデル・モバイル・コミ
ュニケーション・デバイスの最低1つのグラフィカルユーザーインターフェース(GUI)スク
リーンに関連する最低1つのモデルイメージ、その中に要求コンテンツを保存しているモ
デル・モバイル・コミュニケーション・デバイス、
最低1つのGUIスクリーンの複数ピクセルに関する情報を構成し、またモデル・モバイル・
コミュニケーション・デバイスの要求コンテンツを表示するモデルイメージ、
b) 最低1つのデータストレージ・デバイスに連結された最低1つのプロセッサー、テスト
エージェントの命令を実行するために適応させた最低1つのプロセッサー、これにより、
最低1つのプロセッサーが次のために操作可能となる：
i．所定のモバイル・コミュニケーション・デバイスの最低1つのGUIスクリーンに関連す
る最低1つの最低1つのテスト用イメージの複数ピクセルに関する情報を構成し、また所定
のモバイル・コミュニケーション・デバイスのユーザー・コンテンツを表示すること、
ii．テスト用イメージをモデルイメージと比較すること、および
iii．所定のモバイル・コミュニケーション・デバイスのユーザー・コンテンツが、モデ
ル・モバイル・コミュニケーション・デバイスのコンテンツと異なるか否かを確定するこ
と。
【請求項１６】
最低1つのプロセッサーはモバイル・コミュニケーション・デバイス上のモバイル・プロ
セッサーである請求項15に記載のシステム。
【請求項１７】
テストエージェントおよび最低1つのモデルイメージは、連携コンピューターからデータ
ストレージ・デバイスに送信される請求項15に記載のシステム。
【請求項１８】
最低1つのモデルイメージは、ネットワーク経由でサーバーからデータストレージ・デバ
イスに送信される請求項15に記載のシステム。
【請求項１９】
モバイル・コミュニケーション・デバイスは最低1つのタブレットコンピュータとスマー
トフォンである請求項15のシステム。
【請求項２０】
所定のモバイル・コミュニケーション・デバイスのユーザー・コンテンツをテストするた
めの、最低1つのプロセッサーによって次のことが実行可能な命令を含む非一時的なコン
ピュータ可読媒体：
a) 所定のモバイル・コミュニケーション・デバイスに対応するモデル・モバイル・コミ
ュニケーション・デバイスの最低1つのグラフィカルユーザーインターフェース(GUI)スク
リーンに関連する最低1つのモデルイメージ、その中に要求コンテンツを保存しているモ
デル・モバイル・コミュニケーション・デバイス、最低1つのGUIスクリーンの複数ピクセ
ルに関する情報を構成しまたモデル・モバイル・コミュニケーション・デバイスの要求コ
ンテンツを表示するモデルイメージを提供すこと、。
b) 所定のモバイル・コミュニケーション・デバイスの最低1つのGUIスクリーンに関連す
る最低1つのテスト用イメージを取得すること。テスト用イメージは、最低1つのテスト用
イメージの複数ピクセルに関する情報を構成し、所定のモバイル・コミュニケーション・
デバイスのユーザーコンテンツを表示すること、
    c)   テスト用イメージをモデルイメージと比較すること、および
d)   所定のモバイル・コミュニケーション・デバイスのユーザー・コンテンツがモデル
・モバイル・コミュニケーション・デバイスの要求コンテンツとは異なるか否かを確定す
ること。
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【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
当発明は、モバイル・コミュニケーション・デバイス、特に携帯電話のようなモバイル・
コミュニケーション・デバイスのコンテンツをテストするシステムおよび方法に関連する
。
【背景技術】
【０００２】
モバイル・コミュニケーション・デバイスは、今日の社会で広く使われている。これらの
デバイスは、情報を保存し、表示し、および操作する。一般的にモバイル・エンドユーザ
ーに出荷されているモバイル・コミュニケーション・デバイスは、標準的なプリセットの
情報を含んでいる。エンドユーザーは、次いで、自分の好みに応じてパーソナルな情報を
追加的に保存する(例：個人用の電話帳を追加する)、または、工場でプリセットされた情
報を操作する(例：工場出荷時に付属のウォールペーパーをパーソナルな写真に交換する)
ことによりデバイスをカスタマイズする。したがって、個別のデバイスは、時間経過とと
もに、デバイスのユーザーに関する個人的情報を保存する。
【０００３】
長期的に、ユーザーの個人的情報を保存しているデバイスは、様々な理由で、再譲渡され
る、他人に手渡される、または、他の形で再利用される場合がある。例えば、ユーザーは
、より新しいモバイル・コミュニケーション・デバイスにアップグレードすることを決定
した可能性があるか、または、デバイスを修理する必要がある場合がある。ユーザーの個
人的情報を備えた既使用のデバイスは、再利用される、修理される、改造される、および
別のユーザーに提供される場合がある。
【０００４】
使用済のモバイル・コミュニケーション・デバイスを再利用するか、修理するか、改造す
るためには、一般的に、任意の個人データおよびカスタマイズ内容を削除し、またその中
に保存された任意の個人的情報およびカスタマイズ内容が次のユーザーに露出されないよ
うに、標準的な所定のプリセット情報のみを含むように、デバイスのコンテンツをリセッ
トする必要がある。多くのデバイスでは、機器メーカー(OEM)は、デバイスのコンテンツ
を工場出荷時の標準的なプリセット情報へリセットするためにデバイスそれ自体にある、
または、外部ソースから得たソフトウェアツールを提供する。この機能は、「工場出荷時
リセット」と呼ばれることがある。モバイル・コミュニケーション・デバイスの工場出荷
時リセットには、2つの目的がある。第1に、プライベートな個人的コンテンツが別のユー
ザーへ譲渡されないことを保証すること、第2にデバイスの次の受取人に対し新品の電話
のコンテンツとの対話と類似するユーザー体験を提供すること。しかしながら、工場出荷
時リセット機能は、常にすべてのカスタマイズ内容および個人的情報を削除できるとは限
らない場合がある。例えば、工場出荷時リセット・ソフトウェアは、さレポートされたカ
スタマイズ方法によって通常アクセス可能なメモリ中にあるパーソナルデータおよびカス
タマイズ内容を削除するだけで、様々なクラッキング、ハッキング、または、OEMにより
サポートされない他の手段により電話に強制的に入力されたユーザー・コンテンツを見逃
す場合がある。
【０００５】
再利用されるモバイル・コミュニケーション・デバイスの数、および、パーソナルデータ
とプライバシーの重要性が増加するにしたがい、デバイスの以前の所有者によるカスタマ
イズ内容およびパーソナルデータがないかを確定するために、中古モバイル・コミュニケ
ーション・デバイスのユーザー・コンテンツを検証するユーザーアクセス可能なシステム
および方法の必要性がある。
【発明の概要】
【０００６】
1つの態様によれば、所定のモバイル・コミュニケーション・デバイスのユーザー・コン
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テンツをテストするコンピューターに実装された方法が提供される。この方法には、所定
のモバイル・コミュニケーション・デバイスに対応する最低1つのモデル・モバイル・コ
ミュニケーション・デバイスのグラフィカル・ユーザー・インターフェース(「GUI」)ス
クリーンに関連する最低1つのモデル・モバイル・コミュニケーション・デバイスを提供
する、所定のモバイル・コミュニケーション・デバイスの最低1つのGUIスクリーンに関連
した最低1つのテスト用イメージを取得する、テスト用イメージをモデルイメージと比較
する、所定のモバイル・コミュニケーション・デバイスのユーザー・コンテンツが当該モ
デルのモバイル・コミュニケーション・デバイスの要求コンテンツと異なるかどうかを確
定するなどの手順が含まれる。モデル・モバイル・コミュニケーション・デバイスは、そ
の中に要求コンテンツを保存する。また、最低1つのモデルイメージには、最低1つのGUI
画面の複数のピクセルに関する情報が含まれ、モデル・モバイル・コミュニケーション・
デバイスの要求コンテンツを表示する。テスト用イメージには、最低1つのテスト用イメ
ージの複数のピクセルに関する情報が含まれ、所定のモバイル・コミュニケーション・デ
バイスのユーザー・コンテンツを表示する。
【０００７】
別の態様に従って、最低1つのデータストレージ・デバイスおよびそのデータストレージ
・デバイスに連結された最低1つのプロセッサーを備えた所定のモバイル・コミュニケー
ション・デバイスのユーザーコンテンツをテストするためのシステムが提供される。デー
タストレージ・デバイスには、複数のテストエージェントの命令を備えたテストエージェ
ント、および所定のモバイル・コミュニケーション・デバイスに対応するモデル・モバイ
ル・コミュニケーション・デバイスの最低1つのグラフィカル・ユーザー・インターフェ
ース(GUI)スクリーンに関連した最低1つのモデルイメージ、その中に要求コンテンツを保
存しているモデル・コミュニケーション・デバイス、および最低1つのGUIスクリーンの複
数ピクセルに関する情報を構成しかつモデル・モバイル・コミュニケーション・デバイス
の要求コンテンツを表示している当該モデルイメージが含まれる。最低1つのプロセッサ
ーは、テストエージェントの命令を実行するように適応されている。これにより、最低1
つのプロセッサーが、所定のモバイルの最低1つのGUIスクリーンに関連した最低1つのテ
スト用イメージを取得する、最低1つのテスト用イメージの複数のピクセルに関する情報
を構成しかつ所定のモバイル・コミュニケーション・デバイスのユーザー・コンテンツを
表示するテスト用イメージを取得する、テスト用イメージをモデルイメージと比較する、
および所定のモバイル・コミュニケーション・デバイスのユーザー・コンテンツがモデル
・モバイル・コミュニケーション・デバイスのコンテンツと異なるか否かを確定するよう
に操作可能である。
【０００８】
別の態様に従って、所定のモバイル・コミュニケーション・デバイスのユーザー・コンテ
ンツをテストするための命令を保存する非一時的コンピューター可読メディアが提供され
る。命令は、所定のモバイル・コミュニケーション・デバイスに対応する最低1つのモデ
ル・モバイル・コミュニケーション・デバイスのグラフィカル・ユーザー・インターフェ
ース(「GUI」)スクリーンに関連する最低1つのモデルイメージを提供する、所定のモバイ
ル・コミュニケーション・デバイスの最低1つのGUIスクリーンに関連した最低1つのテス
ト用イメージを取得する、テスト用イメージをモデルイメージと比較する、所定のモバイ
ル・コミュニケーション・デバイスのユーザー・コンテンツが当該モデルのモバイル・コ
ミュニケーション・デバイスの要求コンテンツと異なるかどうかを確定するなどの手順が
、最低1つのプロセッサーによって実行可能である。モデル・モバイル・コミュニケーシ
ョン・デバイスには、その中に保存された要求コンテンツが含まれ、当該モデルイメージ
には、最低1つのGUIスクリーンの複数ピクセルに関する情報が含まれ、またモデル・モバ
イル・コミュニケーション・デバイスの要求コンテンツを表示する。当該テスト用イメー
ジには、最低1つのテスト用イメージの複数ピクセルに関する情報が含まれ、所定のモバ
イル・コミュニケーション・デバイスのユーザー・コンテンツを表示する。
【０００９】
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本発明のその他の態様および機能は、当業者にとっては、一部の典型的な実施態様の次の
説明を読むだけで自明に理解できる。
【００１０】
図面には、この中に、現在の仕様の方法および装置の示す様々な実例を説明するものが含
まれる。また、任意の仕方で教示される内容の範囲を制限するようには意図されていない
。
【図面の簡単な説明】
【００１１】
【図１】図1は、本発明の1つの実施態様に従った所定のモバイル・コミュニケーション・
デバイスのユーザーコンテンツをテストするためのシステムの略図である。
【図２】図2は、図1に表示される所定のおよびモデルのモバイル・コミュニケーショ   
ン・デバイスのうちの1つのハードウェアモジュールの略図である。
【図３】図3は、図1に表示されるモデル・モバイル・コミュニケーション・デバイスのう
ちの1つのグラフィカル・ユーザ・インターフェース(「GUI」)スクリーンの典型的なモデ
ルイメージの略図である。
【図４】図4は、典型的なナビゲーション命令のブロック図である。図1に表示される所定
のモデル・モバイル・コミュニケーション・デバイスのうちの1つのグラフィカル・ユー
ザ・インターフェース(GUI)スクリーンによりナビゲートするために実行される場合のあ
る典型的なナビゲーション命令の略図である。
【図５】図5は、本発明の別の実施態様に従った所定のモバイル・コミュニケーション・
デバイスのユーザーコンテンツをテストするためのシステムのブロック図である。
【図６】図6は、テスト用イメージを図1に表示されるモバイル・コミュニケーション・デ
バイスのプロセッサーによって実行される場合があるモデルイメージと比較する方法のブ
ロック図である。
【図７】図7は、図1に表示される所定のモバイル・コミュニケーション・デバイスのうち
の1つのGUIスクリーンの典型的なモデルイメージの略図である。
【図８】図8は、図3に表示される最低1つのモデルイメージを生成する方法のブロック図
である。
【発明を実施するための形態】
【００１２】
この中に説明される典型的な実施態様についての完全な理解を提供するために多数の具体
的な詳細が記述されることが理解されよう。しかしながら、当業者によれば、この中に説
明される実施態様は、これら具体的な詳細なしでも実施される場合があることが理解され
る。その他の例では、この中に説明される実施態様がわかりにくくならないように、周知
の方法、手順およびコンポーネントは詳細に説明されていない。さらに、この説明は、任
意の仕方でこの中に説明される実施態様の範囲を制限するものではなく、この中に説明さ
れる様々な実施態様の実装を単に説明するものと考えられる。
【００１３】
この中に説明されるシステムと方法の実施態様はハードウェアかソフトウェア、あるいは
両方の組合せにおいて実装されている場合がある。しかしながら、好適には、これら実施
態様は、最低1つのプロセッサー、_データストレージシステム(揮発性および不揮発性メ
モリ、またはストレージ・エレメントを含む)、最低1つの入力デバイスおよび最低1つの
出力デバイスを個別に構成するプログラム可能なコンピューター上で実行するコンピュー
ター・プログラムの中に実装される。例えばまた制限なく、プログラム可能なコンピュー
ターは、メインフレーム・コンピューター、サーバー、パーソナルコンピュータ、ラップ
トップ、パーソナル・データ・アシスタント(PDA)、スレート/タブレット/パッド型コン
ピューター、スマートフォンまたは携帯電話である場合がある。プログラムコードが適用
されて、この中に記述される機能を実行し、出力情報を生成する。出力情報は、既知の方
法で1つまたは複数の出力デバイスに適用される。
【００１４】
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個別のプログラムは、望ましくは高レベルの手続きプログラミングまたはオブジェクト指
向プログラミングに実装されて、コンピューターシステムと通信を行う。しかしながら、
プログラムは、要求に応じて、アセンブリーまたはマシン語で実装することができる。い
ずれの場合も、言語はコンパイルされたまたはインタープリットされた言語である場合が
ある。個別の当該コンピューター・プログラムは、好適にはストレージメディアまたはデ
バイスがこの中に説明される手順を実行するためにコンピューターによって読み取られる
際コンピューターを構成しまた操作するために、一般的なまたは特殊目的のプログラム可
能なコンピューターによって読み取り可能なストレージ・メディアまたはデバイス(例：R
OMまたは磁気ディスケット)上に保存される。本発明システムは、コンピューター・プロ
グラムにより構成されて、そのように構成されたストレージメディアがこの中に説明され
る機能を実行するために特定かつ予め定義された方法でコンピューターが操作されるよう
にする、コンピューター可読のストレージメディアとして実装されるとも考えられる。
【００１５】
図1を参照すると、その中に説明されているのは、所定のモバイル・コミュニケーション
・デバイス12、14および16のユーザーコンテンツをテストするためにシステム10である。
モバイル・コミュニケーション・デバイスは、この中に「デバイス」と参照される時があ
る。システム10は、連携コンピューター18を構成する。これは、サーバー22経由でネット
ワーク20および15に接続されている。連携コンピューター18は、タイプ「A」モデルデバ
イス24、タイプ「B」モデルデバイス26、およびタイプ「a」モデルデバイス28 に接続さ
れた形でも表示されている。
【００１６】
所定のデバイス12、14および16は、モバイル・コミュニケーション・デバイスである。こ
れは、例えば制限なく、携帯電話、スマートフォン、タブレット/スレートコンピュータ
ー、またはBookリーダーである場合がある。これらデバイス12、14および16は、改造され
る、使用される、再利用される、再譲渡される、修理される可能性もある。また、これら
デバイスのユーザー・コンテンツには、パーソナルデータまたはカ カスタマイズ内容の
データのような望まれない情報が含まれているリスクがある。これら所定のデバイス12、
14および16のユーザー・コンテンツは、所定のデバイス12、14、16の次のユーザーが望ま
れない情報に経験または遭遇する可能性をなくすために、これらが望まれない情報を含む
か否かを確定する目的で、モデルデバイス24、26および28の要求コンテンツに対して対照
させられる仕組みである。
【００１７】
表示の通り、モバイル・コミュニケーション12は、タイプ「A」のスマートフォンであり
、デバイス14は、タイプ「B」のタブレットコンピューター、また、デバイス16は、タイ
プ「C」のスマートフォンである。デバイス12、14および16は、様々なオペレーティング
システムを実行している場合がある。これは、モデル特異的、メーカー特異的な(例:Appl
e Computer Inc.によって開発されたiOS)システムであるか、あるいは特定のデバイスま
たはメーカー(例:Google Inc.によって開発されたAndroidオペレーティングシステム)に
制限されないオペレーティングシステムである場合がある。
【００１８】
モバイル・コミュニケーション・デバイス12、14、16、24、26および28の各々が、連携コ
ンピューター18に接続されて表示されている。個別のデバイス12、14、16、24、26および
28と連携コンピューター18の間の接続は、有線または無線によるものである場合がある。
接続は、ユニバーサルシリアルバス(「USB」)、IEEE 802.11標準(「WiFi」)、BlueToothT
M、セルラーデータ・ネットワーク、赤外線、IEEE 1394インターフェースあるいは他のデ
ータ通信手段によって促進される場合がある。
【００１９】
図2を参照すると、その中に説明されているのは、デバイス12、14、16、24、26と28のよ
うなモバイル・コミュニケーション・デバイスの典型的なハードウェアモジュールの略図
である。デバイス12、14、16、24、26および28の各々は、データストレージ・デバイス32
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を構成する。また、プロセッサー30は、データストレージ・デバイス32に連結されている
。表示の通り、プロセッサーもディスプレイデバイス34に連結されている。ディスプレイ
デバイス34は、モバイル・コミュニケーション・デバイス12、14、16、24、26および28の
ディスプレイデバイスである場合がある。
【００２０】
モバイル・コミュニケーション・デバイス12、14、16、24、26および28の各々は、ディス
プレイデバイス34のようなディスプレイデバイスに表示することができるグラフィカルユ
ーザインターフェース画面を生成するのに操作可能である。デバイスのユーザーは、これ
らGUIスクリーンを使用してデバイスとやりとりを行うことができる。一般的に、GUIスク
リーンは、デバイス、および、パーソナライズされたコンテンツ、またはユーザーによっ
て提供されるカスタマイズ内容のオペレーティングシステムの組合せに基づいて生成され
る。例えば、GUIスクリーンの背景は、デバイス12、14、16、24、26および28(つまり初期
設定のウォールペーパー)のメーカーによって提供されるウォールペーパー画像であるか
、あるいは特定のデバイスのユーザーによって取られた写真を表示するためにカスタマイ
ズされている場合がある。同様に、様々なGUIスクリーンの態様は、その人の使い方の要
件または好みにより一層適合するように、ユーザーによってパーソナライズされる場合が
ある。GUIスクリーンは、さらにデバイスに保存されたパーソナライズされたコンテンツ
を反映する場合もある。例えば、電話帳エントリーを表示するGUIスクリーンは、ユーザ
ーの知人の名前およびコンタクト情報を表示する場合がある。
【００２１】
一般的に、モバイル・コミュニケーション・デバイス12、14、16、24、26および28に保存
された任意のパーソナル情報またはカスタマイズ内容は、保存された情報がユーザーに検
索可能かアクセス可能となるように、様々なフォーマットでGUIスクリーンに反映される
可能性がある。したがって、モバイル・コミュニケーション・デバイス5 12、14、16、24
、26および28によって生成されたGUIスクリーンは、ユーザーの視点からのデバイスのユ
ーザー・コンテンツを含むコンテンツを表示する。望まれないコンテンツがデバイス12、
14、16、24、26および28によって生成されたGUIスクリーンのうちのいずれにも反映され
ていない場合、望まれないコンテンツの存在はエンドユーザーによって知覚されない。す
なわち、ユーザーが望まれないコンテンツを経験しない場合、これは、かような望まれな
いコンテンツがデバイス12、14、16、24、26および28に存在する場合でも、ユーザーの視
点からは無関係となる。
【００２２】
従って、個別の所定のモバイル・コミュニケーション・デバイス12、14および16のファイ
ルシステム全体にアクセスして調査することは、ユーザーが無認可のコンテンツを経験し
ないことを保証するために必要とされない。その代わりに、デバイス12、14および16によ
って生成されたグラフィカル・インターフェース(GUIスクリーン)が、デジタル・デバイ
ス上のコンテンツが意図された通りであることを保証するために検証される場合がある。
これは、モバイル・コミュニケーション・デバイス12、14および16のユーザー・コンテン
ツのテストおよび検証へのユーザー中心のアプローチを表わし、また、ファイルシステム
またはメモリ内容の様々な部分をテストする他のシステムおよび手順から区別することが
できる。
【００２３】
再度図1を参照すると、サーバー22は、インターネット経由で連携コンピューター18に接
続可能なウェブサーバーである場合がある。一部の実施態様では、サーバー22は、クラウ
ドサービスである場合がある。サーバー22は、モデル、デバイス24、26および28のGUIス
クリーンに関連したモデルイメージを含んでいる。モデルイメージの各々は、特定のGUI
スクリーンの複数ピクセルに関する情報を構成する。例えば、画像ファイルは、画像の各
ピクセルで表示される色および強度に関する情報を含んでいる場合がある。モデルイメー
ジは、画像フォーマットファイルとして保存される場合がある。画像フォーマットファイ
ルは、例えば制限なしで、JPEG、BITMAPまたはTIFFフォーマットファイルである場合があ
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る。
【００２４】
上記の説明通り、モデルイメージはモデルデバイス24、26および28のコンテンツを表示す
る。モデルデバイス24、26および28は、要求コンテンツのみを含むので、モデルイメージ
は「ゴールデン」基準と考えられる。所定のデバイス12、14および16のGUIスクリーンの
イメージはこれに基づいて測定される。
【００２５】
要求コンテンツは、エンドユーザーに提供される工場出荷時設定の標準コンテンツである
場合がある。要求コンテンツには、エンドユーザーに提供されるカスタマイズ可能なコン
テンツも含んでいる場合がある。例えば、ワイヤレスサービス・プロバイダーは、カスタ
マイズされた会社用インターフェースをサービス・プロバイダーに登録しているデバイス
12、14、16、24および26上の加入者に提供したい場合がある。一般的に、要求コンテンツ
には、任意のパーソナルデータが含まれていない。
【００２６】
図3を参照すると、その中に説明されているのは、モデルデバイス24、26および28のうち
の1つにある3つのGUIスクリーンを表わす3つの典型的なモデルイメージ40、50および60が
ある。モデルイメージ40は、メニュー・アイコン42を持つメインメニューGUIスクリーン
を表現する。アイコン42の各々は、選択時にサブメニューへ続く。
【００２７】
モデルイメージ40には、バッテリー残量インジケーターに向いた除外部分も含まれる。除
外部分44は、所定のモバイル・コミュニケーション・デバイス12、14および16のユーザー
・コンテンツのテストには無関係なモデルイメージ40の一部を定義する。例えば、イメー
ジが生成された時点でのデバイス12、14、16、24、26、または28のバッテリー残量は、そ
のデバイスのユーザー・コンテンツを検証するのに無関係である。
【００２８】
モデルイメージ50は、モデルイメージ40中に表示されたアイコン「A」が選択されている
時、GUIスクリーンを表現する。モデルイメージ50は、参照数字52によって一般的に表示
されるテキスト行を表示する。これらテキスト行は、例えば、パーソナル情報またはデバ
イスのカスタマイズ設定を表わす場合がある。
【００２９】
モデルイメージ60は、モデルイメージ40中に表示されたアイコン「B」が選択されている
時、GUIスクリーンを表現する。モデルイメージ60は、イメージが生成された時、GUIスク
リーンに表示された参照数字62によって一般的に示されるように、時間と日付を表示する
。モデルイメージ60には、可変部分64も含まれる。可変部分64は、そのイメージの生成に
関わるコンテキストに基づいて変化するモデルイメージの一部である。このイメージ中の
可変部分64は、イメージが生成された時点でのこのイメージ中の可変コンテキスト以降の
時間と日付に向けられる。一般的に、モデルイメージの可変部分は、可変部分がパーソナ
ル情報またはカスタマイズ内容を反映しないので、所定のモバイル・コミュニケーション
・デバイス12、14および16のうちの1つから取得されたテスト用イメージの対応する可変
部分とは異なることが許容される。可変部分64には、例えば制限なく、モバイルネットワ
ーク・オペレーター/キャリアー情報、ブランド情報、または構成情報(例:所定のキャリ
アーのための特異的なネットワーク・ルーティング情報)が含まれる場合がある。
【００３０】
図3に説明されたモデルイメージ40、50および60は、説明的な目的に限定される。一般的
に、各タイプのモバイル・コミュニケーション・デバイスには、デバイスに関連する複数
のモデルイメージが備わっている。モデルイメージは、例えば、少なくとも図8に説明さ
れかつ下記のモデルデバイス24、26および28上でこの中に説明された方法200の手順のう
ち最低一部を実行することに取得される場合がある。
【００３１】
所定のモバイル・コミュニケーション・デバイス12、14および16の各タイプについての1
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セットのモデルイメージ(例:「A」、「B」および「C」)が、提供される。一部の実施態様
では、モデルイメージのセットは、連携コンピューター18に接続されたモデルデバイス24
、26、28から生成される場合がある。一部の実施態様では、モデルイメージのうちの一部
は、以前に生成されたものか、または連携コンピューター18やサーバー22に保存されたも
のである場合がある。テスト対象となる所定のデバイス12、14および16のうちの1つに接
続した後、次いで、当該デバイスに対応する1セットのモデルイメージが、連携コンピュ
ーター18あるいはサーバー22から検索することができる。
【００３２】
一部の実施態様では、所定のデバイス12、14および16のうちの1つが連携コンピューター1
8に接続される時、連携コンピューター18は、接続されている所定のデバイスのタイプ(例
:デバイスタイプ「A」、「B」あるいは「C」)がどれかを、また連携コンピューター18ま
たはサーバー22で保存された当該タイプのデバイス用の対応するモデルイメージのセット
があるか否かを確定する可能性がある。モデルイメージのセットがサーバー22に保存され
る場合、連携コンピューター18は、サーバー22からモデルイメージのコピーを要請する場
合がある。
【００３３】
テスト対象の各タイプの所定のモバイル・コミュニケーション・デバイス12、14および16
用のモデルイメージのセットに加えて各タイプの所定のデバイス12、14および16用の1セ
ットのナビゲーション命令も、連携コンピューター18に提供される場合がある。所定のデ
バイス12、14および16用のナビゲーション命令は。要求のGUIスクリーンに到達するため
にデバイス12、14および16のグラフィカル・ユーザー・インターフェース経由でナビゲー
トする命令を構成する。図4を参照すると、ナビゲーション命令70の典型的なセットの一
部のブロック図がその中に説明されている。ナビゲーション命令70は、ユーザーが所定の
デバイス12、14および16のうちの1つにあるスクリーンをナビゲートしてデバイス上の複
数のGUIスクリーンを行き来することをシミュレートする。
【００３４】
ナビゲーション命令70には、含んでいる、1つの、初期電源/オンのリセット 命令72が含
まれる。これは、グラフィカル・ユーザー・インターフェースのメインメニュー/ホーム
メニューに到達するために使用される場合もある。この命令は、デバイス12、14および16
のうちの1つに連結されたプロセッサーにより実行された時、当該デバイスを「ホーム」
またはは「ルート」GUIスクリーンへナビゲートする。例えば、スタート画面は、上に説
明したモデルイメージ40の中にキャプチャーされたメインメニューのGUIスクリーンであ
る場合もある。
【００３５】
ナビゲーション命令70には、例えば、命令74のような、デバイス12、14および16のうちの
1つとのユーザーとのやりとりをシミュレートする命令が含まれる場合がある。命令74は
、当該デバイスに連結されたプロセッサーにより実行される時、そのカーソルを位置「A
」へ移動する。この位置では、アイコン「A」がメインメニュー40上にある。次いで命令7
4は、アプリケーションの選択と起動をシミュレートする。これにより、アイコン「A」は
起動し、モデルイメージ50にキャプチャーされたGUIスクリーンのようなそのアイコンに
対応するGUIスクリーンが生成される。
【００３６】
ナビゲーション命令70には、アイコン「B」に対応するGUIスクリーンを生成するための命
令76が含まれる場合がある。例えば、アイコン「B」用のGUIスクリーンは、図3に表示さ
れたモデルイメージ60にキャプチャーされたGUIスクリーンである可能性もある。
【００３７】
一部の実施態様では、ナビゲーション命令は、図4に表示された命令70とは異なる場合が
ある。命令は、ユーザーレベルからではなくシステムレベルからGUIスクリーンに直接ア
クセスする場合がある。例えば、ナビゲーション命令は、カーソルの動きをシミュレート
する必要なく(例:、コマンドプロンプト/システムレベル・コマンドを使用して)、特定の
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メニューを立ち上げる命令を構成する場合がある。
【００３８】
一部の実施態様では、命令70は、複数のGUIスクリーンにアクセスするために、モデルデ
バイス12、14および16上でユーザーが実行する手順を記録することにより生成される場合
がある。
【００３９】
一部の実施態様では、命令70は、デジタル・デバイスのメタデータ記述から生成される場
合がある。デバイスのメタデータ記述には、アイコン、ボタン、コントロール、GUIスク
リーンのレイアウトに関する情報およびデバイスに関するその他の情報が含まれる可能性
もある。
【００４０】
再度図1を参照すると、連携コンピューター18は、テスト対象の所定のモバイル・コミュ
ニケーション・デバイス12、14および16へ個別に接続されている。個別のデバイス12、14
および16について、同コンピューターは、デバイスのタイプ(例:型およびモデル)を確定
し、また当該デバイス用の対応するモデルイメージのセットを検索する。一部の実施態様
では、個別のデバイス12、14および16に対応する1セットのテストエージェントの命令を
構成するテストエージェントも確定される。
【００４１】
連携コンピューター18は、テストエージェントが 所定のデバイス12、14および16へ個別
に連結されたデータストレージ・デバイスに提供さるように設計されている。テストエー
ジェントには、図5、6および8に例示され下に説明された方法100、150または200のうち1
つまたは複数の手順の1つまたは複数のものを実装するようにプロセッサーを適応させる
ため、所定のデバイス12、14および16に連結されたプロセッサーまたはモデルデバイス24
、26および28(例:プロセッサー30)により実行可能なテストエージェントの命令が含まれ
る。テストエージェントは、方法100、150、200の1つまたは複数を実行後に削除される場
合がある。
【００４２】
連携コンピューター18は、接続された所定のデバイス12、14および16の各々についてのデ
バイスのタイプを確定することも行い、また対応するモデルイメージのセット、またはナ
ビゲーション命令がそのタイプのデバイスに利用可能であるか否かを確定する。連携コン
ピューター18は、連携コンピューター18に対して未だ提供されていない場合、対応するモ
デルイメージのセットおよびネットワーク20上のサーバー22からのナビゲーション命令を
取得する場合がある。
【００４３】
一部の実施態様では、連携コンピューター18は、モバイル・コミュニケーション・デバイ
スである場合がある。すなわち、連携コンピューター18は、デスクトップ・コンピュータ
ーである必要はない。一部の実施態様では、連携コンピューター18は、テスト対象の所定
のモバイル・コミュニケーション・デバイス12、14および16のうちの1つである場合があ
る。
【００４４】
一部の実施態様では、連携コンピューター18は、ネットワーク20あるいはサーバー22に接
続されている必要はない。必要なモデルイメージ、ナビゲーション命令70、またはテスト
エージェントは、連携コンピューター18のデータストレージ・デバイスに保存される場合
がある。
【００４５】
一部の実施態様では、テストエージェントは、連携コンピューター18のデータストレージ
・デバイス上に常駐し、また、実行用の有線または無線でのデータ通信方法により所定の
デバイス12、14および16のうちの1つのプロセッサーに送信される場合がある。
【００４６】
一部の実施態様では、テストエージェントは、モバイル・コミュニケーション・デバイス
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12、14および16のうちの1つの上にあるデータストレージ・デバイスへ転送される場合が
ある。データストレージ・デバイスは、デバイスのプロセッサーに連結されている。
【００４７】
一部の実施態様では、連携コンピューター18は、対応するモデルデバイス、および所定の
デバイス12、14および16の各々のコンテンツが対応するモデルデバイス24、26および28の
コンテンツと異なるものか否かを確定するための所定のデバイス12、14および16へのナビ
ゲーション命令と一緒に、方法100に関連した1つまたは複数の手順を実行するプロセッサ
ーによって実行可能な命令を構成するテストエージェントを提供する可能性もある。テス
トエージェントの命令が実行され結果が記録された後、テストエージェントは、所定のデ
バイス12、14、あるいは16に連結されたデータストレージ・デバイスから削除される場合
がある。
【００４８】
一部の実施態様では、一意的な識別子は、所定のデバイス12、14、あるいは16へ個別に関
連づけられる場合がある。一意的な識別子は、特定の所定のデバイス12、14、または16、
およびテスト結果の特定のセットを一意的に識別するために使用される場合がある。
【００４９】
図5を参照すると、その中に例証されているのは、発明の別の実施例に従った所定のモバ
イル・コミュニケーション・デバイスのユーザー・コンテンツをテストするコンピュータ
ーに実装された方法100である。方法100は、図1に説明され、この中に上に説明された所
定のモバイル・コミュニケーション・デバイス12、14および16のうちの1つのようなモバ
イル・コミュニケーション・デバイス上のプロセッサーによって実行される場合がある。
【００５０】
方法100は、ステップ102開始される。その中では、所定のモバイル・コミュニケーション
・デバイスに対応するモデル・モバイル・デバイスのGUIスクリーンに関連するモデルイ
メージが提供される。モデル・モバイル・デバイスは、モデル・モバイル・デバイスに所
定のモバイル・デバイスとして同一または類似のGUIスクリーンがある場合、所定のモバ
イル・デバイスに対応している。例えば、モデルデバイスは、同一の型、モデルである、
または所定のデバイスと同一のオペレーティングシステムを備えている場合がある。モデ
ル・モバイル・コミュニケーション・デバイスは、その中に要求コンテンツを保存する。
モデルイメージの各々は、対応するGUIスクリーンの複数ピクセルに関する情報を構成す
る。モデルイメージは、個別にまたは集合的に、デバイスのユーザーにより経験される可
能性のあるデバイスの要求コンテンツを表示する。モデルイメージは、例えば制限なく、
図3に例示され上に説明されたモデルイメージ40、50、60である場合がある。
【００５１】
一部の実施態様では、方法100のステップ102は、図8に例示され下に説明された方法200の
1つまたは複数の手順を構成して、モデル・モバイル・コミュニケーション・デバイスか
ら1セットのモデルイメージを取得する場合がある。一部の実施態様では、モデルイメー
ジは、ネットワーク上のサーバーあるいは連携コンピューターから取得される場合がある
。
【００５２】
ステップ104で、所定のモバイル・コミュニケーション・デバイスに対応するナビゲーシ
ョン命令が提供される。一部の実施態様では、ナビゲーション命令は必要ではない場合も
ある。例えば、イメージが1つのみ比較されている場合、ナビゲーション命令は必要では
ない場合がある。ナビゲーション命令は、例えば制限なく、図4に例示されこの中で上に
説明されたナビゲーション命令70である場合もある。
【００５３】
ステップ106で、ナビゲーション命令が実行されて、テスト対象の所定のデバイスのGUIス
クリーンに到達する。
【００５４】
ステップ108で、所定のデバイスの当該GUIスクリーンに関連するテスト用イメージが取得
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される。これには、関連するGUIスクリーンの「スクリーンキャプチャー」を実行するこ
とが含まれる場合がある。
【００５５】
ステップ110で、ステップ108で取得されたテスト用イメージが、ステップ102で提供され
たモデルイメージからの対応するモデルイメージと比較される。一部の実施態様では、図
6に例示されこの中で下に説明された方法150の手順の1つまたは複数が、テスト用イメー
ジをモデルイメージと比較するために実行される場合がある。他の実施態様では、イメー
ジを比較する他の方法が使用される場合がある。
【００５６】
ステップ112で、所定デバイス上の追加のGUIスクリーンをテストすることが推奨されるか
否か確定される。一部の実施態様では、ナビゲーション命令は、テスト対象となる追加の
GUIスクリーンがあるか否かを確定するために検査される場合がある。他の実施態様の中
では、ステップ102で提供されるモデルイメージのセット中のモデルイメージの数は、テ
スト対象の追加のGUIスクリーンがあるか否かを確定するために使用される場合もある。
一部の実施態様では、追加のイメージをテストすることが推奨されるか否かを確定するた
めにステップ110での比較の結果が使用される場合もある。例えば、モデルイメージのテ
スト用イメージへの比較の結果が、所定のデバイスとテスト用デバイスのユーザー・コン
テンツが異なっていることを示す場合、方法100は追加のGUIスクリーンのテストを継続し
ない。追加のGUIスクリーンをテストすることが推奨されると確定された場合、方法はス
テップ106に戻る。テスト対象となる追加のGUIスクリーンがない場合、方法はステップ11
4に進む。
【００５７】
ステップ114で、テスト用イメージ間の比較の結果およびモデルイメージは、コンパイル
される、記録される、または報告される。
【００５８】
一部の実施態様では、所定のデバイスに関連づけられた一意的な識別子は、結果と共に記
録される場合もある。
【００５９】
一部の実施態様では、確定の結果をグラフィックで表示する場合もある。その結 果には
、実行された個別のテストの適格/不適格のステータスが含まれる場合がある。
【００６０】
一部の実施態様では、結果は、連携コンピューターまたはサーバーに報告される場合もあ
る。
【００６１】
一部の実施態様では、方法は、テスト用の命令が所定のデバイスに提供された場合、テス
トエージェント命令のアンインストールを追加的に構成する場合がある。一部の実施態様
では、テストエージェントは、デバイスのユーザーに情報を通信するために使用される場
合がある。
【００６２】
一部の実施態様では、状況に応じて、方法100の手順のうち1つまたは複数が省略される場
合がある。
【００６３】
図6を参照すると、その中に説明されているのは、テスト用イメージをモデルイメージと
比較するための典型的な方法である。方法150の1つまたは複数の手順は、方法100によっ
て実行されるか、あるいはテスト用イメージをモデルイメージと比較するためにシステム
10に表示された所定のモバイル・コミュニケーション・デバイスに提供される場合がある
。方法150は、ステップ152で開始される。
【００６４】
]ステップ152で、テスト用イメージのコンテキストに基づいて変化する可変部分が確定さ
れる。可変部分は、イメージの生成を取り巻くコンテキストにより変化する場合があるイ
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メージの一部分である。一部の実施態様では、テスト用イメージの可変部分は、モデルイ
メージの対応する可変部分を検査することにより確定される場合がある。例えば、ピクセ
ルXによって表わされるモデルイメージの一部は可変であることが確定された場合、テス
ト用イメージ上の類似するピクセルXは、可変であると見なされる場合がある。他の実施
態様では、その他の方法が、テスト用イメージの可変部分を確定するために使用される場
合がある。
【００６５】
ステップ154で、テスト用イメージに関連するユーザー・コンテンツをテストすることに
無関係のテスト用イメージの除外部分が定義される。除外部分は、一般的に所定のデバイ
スのユーザー・コンテンツのテストには無関係のイメージの一部分である。一部の実施態
様では、除外部分は、モデルイメージの対応する除外部分の検査により確定される場合が
ある。例えば、ピクセルXによって表わされるモデルイメージの一部分が除外されるべき
であると確定された場合、テスト用イメージ上の類似するピクセルXは、除外されるべき
と見なされる場合がある。他の実施態様では、その他の方法が、テスト用イメージの除外
部分を確定するために使用される場合がある。
【００６６】
一部の実施態様では、ステップ152または154での可変または除外部分の確定は、ユーザー
入力を必要とせずに実行される。他の実施態様では、ステップ152または154での可変また
は除外部分は、ユーザー入力に基づく。
【００６７】
一部の実施態様では、可変または除外部分が確定されると、これら部分中のピクセルに関
する情報は、記録されないか、または特定の値に設定される場合がある。例えば、その部
分は、「ホワイトアウト」または「ブラックアウト」である場合がある。このことは、当
該モデルイメージを保存するために必要とされるメモリー容量を減少させる場合がある。
このことは、除外された部分をテスト用イメージの対応する部分と比較するために必要と
される処理リソースをも減少させる場合がある。例えば、テスト用イメージをホワイトア
ウトされた部分があるモデルイメージと比較する時、テスト用イメージ中の対応する部分
もまたホワイトアウトされる場合もある。これにより、ホワイトアウトされていないピク
セルのみの比較ではなく、全体中でのイメージの比較が可能になる。
【００６８】
一部の実施態様では、方法150に、ステップ152および154が含まれない場合がある。例え
ば、モデルイメージが任意の除外または可変部分を表示しない場合、方法150には、可変
部分または対応するテスト用イメージの除外部分を定義するためのステップ154または156
が含まれない。ステップ152または154が実行された後、または、ステップ152または154が
実行されない場合、方法150はステップ156に進む。
【００６９】
ステップ156で、テスト用イメージとモデルイメージが比較される。イメージを比較する
ためには多くの方法がある。例えば、ハッシュ値は、テスト用イメージとモデルイメージ
の各々に関連したデータから計算され、次いで、比較される場合がある。両方のイメージ
から同一値が生成される場合、イメージは、同一であると言うことが可能である。しかし
ながら、テスト用イメージのハッシュ値がモデルイメージのハッシュ値と異なる場合、こ
れらイメージは異なると言うことが可能である。
【００７０】
ハッシュ関数は、所定のデバイスのユーザーコンテンツのプライバシーを促進するハッシ
ュ値からGUIスクリーンがどのように映るか再現することが不可能であるという点におい
て有利な場合がある。しかしながら、上に説明されるようなハッシュ関数の使用は、2進
法の(同一的/非同一的)結果を提供する。
【００７１】
ピクセルごとの比較法を使用して、イメージのどの部分が異なるかを確定することができ
る場合がある。個別のイメージは、関連するGUIスクリーンの複数ピクセルに関する情報
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を構成する。テスト用イメージ中の複数のピクセルの各ピクセルについては、当該ピクセ
ルに関する情報は、モデルイメージ中の複数ピクセルの対応するピクセルに関する情報と
比較される場合もある。ピクセルごとの比較を実行することにより、異なるピクセルがあ
る場合、ピクセルのどれが異なるものかを確定することが可能である。
【００７２】
テスト用イメージまたはモデルイメージのピクセルの一部は、テスト用イメージとモデル
イメージの間の異なるピクセルを表示するために注目される場合がある。例えば、当該部
分内の異なるピクセルの存在を示すためにイメージの一部分の周辺にシェープが描画され
る場合もある。
【００７３】
可変部分または除外部分が定義されている場合、これら部分に関連する情報は、比較が実
行される時、軽視されるか無視される。
【００７４】
テスト用イメージがステップ156でモデルイメージと比較された後、方法は、ステップ158
に進む。
【００７５】
ステップ158で、方法150のステップ152中で定義されたテスト用イメージの可変部分が分
析される。テスト用イメージが生成された時、テスト用イメージの可変部分がコンテキス
トを反映するので、テスト用イメージを検査することによりコンテキストを分析すること
が可能である。一部の実施態様では、可変部分は、可変部分に関連する1つまたは複数の
テスト関数を持つ場合がある。テスト関数は、その中に含まれている情報を分析するため
に可変部分に対して実行される一種の分析を示す。例えば、テスト関数は、光学式文字認
織(OCR)である場合がある。これは、変数から情報を抽出するために適用される場合もあ
る。
【００７６】
ステップ160で、比較の結果が記録される。結果には、例えば制限く、ステップ156での比
較の結果、またはステップ158の可変部分の分析の結果が含まれる場合がある。
【００７７】
]所定のモバイル・コミュニケーション・デバイスのユーザー・コンテンツをテストする
方法100の典型的なオペレーションは、図3、4、5、6および7を参照してここでは説明され
る。
【００７８】
方法100は、図5のステップ102で表示されるような所定のモバイル・コミュニケーション
・デバイスに対応するモデルイメージを提供する。この例では、モデルイメージは、所定
のデバイスに対応するモデル・モバイル・コミュニケーション・デバイスの3つのGUIスク
リーンに関連する、図3に表示されるようなイメージ40、50および60である。モデルイメ
ージ40、50および60の各々は、対応するGUIの複数ピクセルに関する情報を構成する。表
示の通り、モデルイメージ40は、アイコン42および除外部分44を構成する。モデルイメー
ジ50は、一般的に参照数字52および除外部分54によって表示されるようなテキスト行を構
成する。モデルイメージ60は、可変部分64および除外部分66を構成する。
【００７９】
現在の例では、方法100は、所定のデバイスのGUIスクリーンをナビゲートするために図4
に表示されるように、ステップ104でナビゲーション命令70も提供する。ナビゲーション
命令70は、所定のデバイス上の「ホーム」スクリーン、「ホーム」スクリーンのアイコン
「A」を選択し実行する命令74、テレビの「A」、および「ホーム」スクリーンのアイコン
「B」選択し実行する命令76に到達するための命令72を構成する。
【００８０】
ナビゲーション命令70およびモデルイメージ40、50および60を受け取った後、方法100は
、ナビゲーション命令72をプロセッサーに連結された部分のテスト用イメージに対して実
行し、また、抽出された情報が要求通りか否かを確定する。例えば、デバイスが正確に現
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在時間と日付を表示しているか否かを確定するため、テスト用イメージがいつ取得された
かの日時は、テスト用イメージ上で表示された日時と比較する場合もある。他の実施態様
の中では、他の分析方法が、テスト用イメージの可変部分を検査し分析するために使用さ
れる場合がある。現在の例において、生成されたGUIスクリーンは、図7に説明されたテス
ト用イメージ82にキャプチャーされたGUIスクリーンである。
【００８１】
GUIスクリーンを生成するためにナビゲーション命令72を実行した後、方法100は、ステッ
プ108で当該テスト用イメージを取得する。結果として生じるテスト用イメージは、現在
の例において、図7に説明されたテスト用イメージ82である。テスト用イメージ82は、複
数ピクセルに関する情報を構成し、所定のデバイスのユーザー・コンテンツの最低一部を
表示する。
【００８２】
テスト用イメージ82を取得した後に、テスト用イメージ82は、方法40は、ステップ110で
モデルイメージ40に比較される。モデルイメージ40は除外部分44を構成するので、テスト
用イメージ82上の対応する除外部分83が確定される。2つのイメージ40および82が比較さ
れる時、除外された部分44および83は軽視されるか無視される。すなわち、イメージ40お
よび82上のバッテリー残量インジケーターに対応するピクセルが異なる場合でも、この比
較は、イメージが異なっていることを示さない。何故なら、バッテリー残量インジケータ
ーは、除外部分44および83内に個別にあるからである。比較の結果が記録される。
【００８３】
比較の結果を記録した後、方法100は、ステップ112で、追加のスクリーンを取得すべきか
否かを確定する。対応するテスト用イメージとの比較が終わっていないモデルイメージ50
および60があるので、方法100はステップ106に戻る。それによって、ナビゲーション命令
の別セットが実行されて所定のデバイスの上の第2のGUIスクリーンを生成する。現在の例
を続けて、ナビゲーション命令72が、所定のデバイスの上で実行されてステップ106で第2
のGUIスクリーンを生成する。第2のGUIスクリーンはテスト用イメージ84にキャプチャー
されたGUIスクリーンである。
【００８４】
別のテスト用イメージ、図7に表示されたテスト用イメージ84が、次いでステップ108で第
2のGUIスクリーンに対して取得される。
【００８５】
テスト用イメージ84を取得した後、テスト用イメージ84は、ステップ110で、対応するモ
デルイメージ、モデルイメージ50と比較される。この実施態様では、ピクセルごとの比較
が実行される。また、この比較は、参照数字88によって一般的に表示されるようなテスト
用イメージ84のピクセルの一部が、モデルイメージ50のものとは異なることを検出する。
これら違いは、差異を含むテスト用イメージ84の部分の周囲にフレーム87を定義すること
により注目される場合がある。テスト用イメージ84に類似して、モデルイメージ50中の除
外された部分54およびテスト用イメージ84の対応する部分は、比較において軽視されるか
無視される。これにより、イメージの部分内部の任意の差異は比較の結果に影響しない。
次いで、比較の結果が記録される。
【００８６】
方法は、ステップ112でテストすることが推奨される追加イメージがあるか否かを確定す
る。比較されるべき追加のモデルイメージ(モデルイメージ60)が1つあるので、方法はス
テップ106に戻る。それによって、さらにナビゲーション命令の別セットが実行されて所
定のデバイスの上に別のGUIスクリーンを生成する。現在の例を続けて、ナビゲーション
命令74が、所定のデバイスの上で実行されてステップ106で第2のGUIスクリーンを生成す
る。第3のGUIスクリーンは、テスト用イメージ86にキャプチャーされたGUIスクリーンで
ある。
【００８７】
第3のテスト用イメージ、図7に表示されたテスト用イメージ86が、次いでステップ108で
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第2のGUIスクリーンに対して取得される。
【００８８】
テスト用イメージ86を取得した後、テスト用イメージ86は、ステップ110で、対応するモ
デルイメージ、モデルイメージ60と比較される。モデルイメージ60は、可変部分64を構成
するので、テスト用イメージ86上の対応する可変部分89が確定される。2つのイメージ40
および86が無視される時、可変部分64および89のピクセルに関する情報は軽視されるか無
視される。したがって、イメージ60および86が異なる日付および時間を表示している場合
でも、比較の結果は、イメージが異なることを示さない。何故なら、表示された日付およ
び時間25は、イメージ60および89の可変部分64および86内に個別にあるからである。 次
いで、比較の結果が記録される。一部の実施態様では、可変部分89についての分析は、そ
の中に含まる情報を検証するために実行される場合がある。
【００８９】
方法100は、ステップ112でテスト対象の追加画像があるか否かを確定する。現在の例にお
いて、取得されるべき追加画像がないので、方法はステップ114に進む。それによって、
モデルイメージとテスト用イメージの間の比較の結果が報告される。この実施態様では、
テスト用イメージ84がモデルイメージ5と同一ではないので、結果はテストデバイスのユ
ーザー・コンテンツがモデルデバイスのコンテンツと同一ではないことを示す。
【００９０】
図8を参照すると、その中に例証されているのは、1つまたは複数のモバイル・コミュニケ
ーション・デバイスから1つまたは複数のモデルイメージを取得するための方法200である
。一部の実施態様では、方法200の1つまたは複数の手順がプロセッサーによって実行され
て、システム10に表示されこの中で上に説明されたモデルデバイスからの1つまたは複数
のモデルイメージを生成する場合がある。一部の実施態様では、方法200の手順の1つまた
は複数は、方法100の1つまたは複数の手順によって実行されて1つまたは複数のモデルイ
メージを提供する場合がある。方法200は、ステップ202で開始される。
【００９１】
ステップ202で、その中に要求コンテンツのみを保存しているモデル・モバイル・コミュ
ニケーション・デバイスが提供される。モデルデバイスには、そこに関連する複数のGUI
スクリーンがある。また、複数のGUIスクリーンは、デバイスに保存された要求コンテン
ツを表示する。
【００９２】
ステップ204では、方法200は、モデルデバイスのGUIスクリーンをナビゲートして、GUIス
クリーンの1つのGUIスクリーンを選択する。
【００９３】
ステップ206で、ステップ204で当該GUIスクリーンを選択するためのモデルデバイスのGUI
スクリーンをナビゲートするナビゲーション命令が記録される。
【００９４】
ステップ208では、GUIスクリーンはそのGUIスクリーンに関連するモデルイメージを生成
するためにキャプチャーされる。
【００９５】
ステップ210では、ステップ208でキャプチャーされたモデルイメージの一部分を構成する
ゼロまたは複数の除外部分が定義される。一部の実施態様では、モデルイメージに除外部
分はない場合がある。一部の実施態様では、除外部分はユーザー入力に基づいて確定され
る場合がある。
【００９６】
ステップ212では、ステップ208でキャプチャーされたモデルイメージの一部分を構成する
ゼロまたは複数の可変部分が定義される。一部の実施態様では、可変部分はユーザー入力
に基づいて確定される場合がある。他の実施態様では、可変部分はユーザー入力無しで確
定される場合がある。例えば、光学式文字認識が、時間および日付のフォーマットを認識
し、また可変であるような時間および日付を備えたイメージの部分を指定するために適用
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確定するために使用される場合がある。一部の実施態様では、ステップ212は、可変部分
に関連するテスト関数を確定することを追加的に構成する場合がある。テスト関数は、そ
の中に含まれる情報を分析するために可変部分に対して実行される分析のタイプを表示す
る。例えば、テスト関数は、光学式文字認織ベースの分析である場合もある。
【００９７】
ステップ214で、除外部分と可変部分を備えたモデルイメージが、ステップ210または212
でそのように確定される場合は、記録される。モデルイメージは、当該GUIスクリーンの
複数ピクセルに関する情報を構成し、またモデルデバイス上の要求コンテンツの最低一部
を表示する。
【００９８】
モデルデバイス上に他にもキャプチャーすべきGUIスクリーンがある場合、方法はステッ
プ204に戻る。
【００９９】
一部の実施態様では、1つまたは複数のモデルイメージを生成するために、上記方法の1つ
または複数の手順を実行する必要はない。例えば、モデルイメージを生成するためにナビ
ゲーション命令を記録する必要はない。しかしながら、テスト対象の対応する所定のモデ
ルデバイス経由でナビゲーション命令をナビゲートすることが役立つ場合はある。別の例
では、キャプチャーされている特定のGUIスクリーンに基づいて、ステップ210または212
が適用可能でない場合がある。すなわち、モデルイメージ内に任意の除外部分または可変
部分がない場合がある。
【０１００】
方法と電子機器の先述の態様は、例示的な目的限定で提供される。当業者は、追加された
請求項に定義されるような方法および電子機器の精神および範囲から逸脱せずにそれに対
し様々な変更が行なわれる場合があることを認識する。
【図１】

【図２】

【図３】

【図４】
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