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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　計算装置内にロードされたまたはそこから実行されるソフトウェアを管理する方法であ
って、
　ユーザおよび前記計算装置を認識するステップと、
　ユーザソフトウェアプロファイルのデータベースからユーザによって使用可能にされた
ソフトウェアのリストにアクセスするステップと、
　ソフトウェア製品が前記計算装置と互換性があるかを判定するステップと、
　前記ソフトウェア製品が前記計算装置と互換性がないと判定されたときに前記ソフトウ
ェア製品を自動的に使用不能にするステップと、
　前記ソフトウェア製品が前に自動使用不能化されたかを判定するステップと、
　前記ソフトウェア製品が前記計算装置と互換性があり、前に自動的に使用不能にされた
と判定されたときに、前記ソフトウェア製品を自動的に再び使用可能にするステップと
　を備える、方法。
【請求項２】
　前記ソフトウェア製品を自動的に使用不能にするステップが、
　前記ソフトウェア製品と関連付けられたデータ記録に自動使用不能化状況指示を保存す
るステップと、
　前記計算装置に送信される前記計算装置内にロードされたまたはそこから実行されるソ
フトウェアのリストから前記ソフトウェア製品を除外するステップと
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　を備える、請求項１に記載の方法。
【請求項３】
　前記ソフトウェア製品を自動的に再び使用可能にするステップが、
　前記ソフトウェア製品に関連付けられたデータ記録内で自動使用不能化状況指示を変更
するステップと、
　前記計算装置に送信される前記計算装置内にロードされたまたはそこから実行されるソ
フトウェアのリスト内に前記ソフトウェア製品を含むステップと
　を備える、請求項１に記載の方法。
【請求項４】
　前記ソフトウェア製品が前記計算装置と互換性をもつようになるときに認識するステッ
プと、
　前記計算装置に送信される前記計算装置内にロードされたまたはそこから実行されるソ
フトウェアの前記リストを受信するために、通信セッションを確立するように前記計算装
置に促すステップと
　をさらに備える、請求項３に記載の方法。
【請求項５】
　前記ソフトウェア製品が自動的に再び使用可能にされるときに、前記計算装置のユーザ
に通知するステップをさらに備える、請求項３に記載の方法。
【請求項６】
　前記ソフトウェア製品が、モバイル装置内またはアプリケーションサーバ上に存在しう
るクライアントアプリケーション内で動作するように構成されたウィジェットである、請
求項１に記載の方法。
【請求項７】
　前記ソフトウェア製品がアプリケーションである、請求項１に記載の方法。
【請求項８】
　計算装置上にロードされたソフトウェアを管理するサーバであって、
　プロセッサと、
　前記プロセッサに結合され、前記プロセッサが外部ネットワークと通信することを可能
にするように構成された、ネットワークインタフェースと、
　前記プロセッサに結合されたメモリと
　を備え、前記プロセッサが、
　ユーザおよび前記計算装置を認識するステップと、
　メモリに保存されたユーザソフトウェアプロファイルのデータベースからユーザによっ
て使用可能にされたソフトウェアのリストにアクセスするステップと、
　ソフトウェア製品が前記計算装置と互換性があるかを判定するステップと、
　前記ソフトウェア製品が前記計算装置と互換性がないと判定されたときに前記ソフトウ
ェア製品を自動的に使用不能にするステップと、
　前記ソフトウェア製品が前に自動的に使用不能にされたかを判定するステップと
　前記ソフトウェア製品が前記計算装置と互換性があり、前に自動的に使用不能にされた
と判定されるときに、前記ソフトウェア製品を自動的に再び使用可能にするステップと
　を備えるプロセスを実行するようにプロセッサ実行可能命令で構成される、サーバ。
【請求項９】
　前記プロセッサが、
　前記ソフトウェア製品に関連付けられたデータ記録内に自動使用不能化状況指示を保存
するステップと、
　前記計算装置に送信される前記計算装置内にロードされることになるソフトウェアのリ
ストから前記ソフトウェア製品を除外するステップと
　を備える、前記ソフトウェア製品を自動的に使用不能にするようなプロセッサ実行可能
命令で構成される、請求項８に記載のサーバ。
【請求項１０】
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　前記プロセッサが、
　前記ソフトウェア製品に関連付けられたデータ記録内で自動使用不能化状況指示を変更
するステップと、
　前記計算装置に送信される前記計算装置内にロードされるまたはそこから実行されるこ
とになるソフトウェアのリスト内に前記ソフトウェア製品を含めるステップと
　を備える前記ソフトウェア製品を自動的に再び使用可能にするようなプロセッサ実行可
能命令で構成される、請求項８に記載のサーバ。
【請求項１１】
　前記プロセッサが、
　前記ソフトウェア製品が前記計算装置と互換性をもつようになるときに認識するステッ
プと、
　前記計算装置に送信される前記計算装置内にロードされるまたはそこから実行されるこ
とになるソフトウェアの前記リストを受信するために、通信セッションを確立するように
前記計算装置に促すステップと
　をさらに備えるプロセスを実行するようにプロセッサ実行可能命令で構成される、請求
項１０に記載のサーバ。
【請求項１２】
　前記プロセッサが、
　前記ソフトウェア製品が自動的に再び使用可能にされるときに前記計算装置のユーザに
通知するステップ
　をさらに備えるプロセスを実行するようにプロセッサ実行可能命令で構成される、請求
項１０に記載のサーバ。
【請求項１３】
　前記ソフトウェア製品が、モバイル装置内かアプリケーションサーバ内のいずれかに存
在しうるクライアントアプリケーション内で動作するように構成されたウィジェットであ
る、請求項８に記載のサーバ。
【請求項１４】
　前記ソフトウェア製品がアプリケーションである、請求項８に記載のサーバ。
【請求項１５】
　計算装置上にロードされたソフトウェアを管理するサーバであって、
　ユーザおよび前記計算装置を認識する手段と、
　ユーザソフトウェアプロファイルのデータベースからユーザによって使用可能にされた
ソフトウェアのリストにアクセスする手段と、
　ソフトウェア製品が前記計算装置と互換性があるかを判定する手段と、
　前記ソフトウェア製品が前記計算装置と互換性がないと判定されるときに前記ソフトウ
ェア製品を自動的に使用不能にする手段と、
　前記ソフトウェア製品が前に自動的に使用不能にされたかを判定する手段と、
　前記ソフトウェア製品が前記計算装置と互換性があり、前に自動的に使用不能にされた
と判定されるときに、前記ソフトウェア製品を自動的に再び使用可能にする手段と
　を備える、サーバ。
【請求項１６】
　前記ソフトウェア製品を自動的に使用不能にする手段が、
　前記ソフトウェア製品に関連付けられたデータ記録内に自動使用不能化状況指示を保存
する手段と、
　前記計算装置に送信される前記計算装置内にロードされるまたはそこから実行されるこ
とになるソフトウェアのリストから前記ソフトウェア製品を除外する手段と
　を備える、請求項１５に記載のサーバ。
【請求項１７】
　前記ソフトウェア製品を自動的に再び使用可能にする手段が、
　前記ソフトウェア製品に関連付けられたデータ記録内で自動使用不能化状況指示を変更
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する手段と、
　前記計算装置に送信される前記計算装置内にロードされるまたはそこから実行されるこ
とになるソフトウェアのリスト内に前記ソフトウェア製品を含める手段と
　を備える、請求項１５に記載のサーバ。
【請求項１８】
　前記ソフトウェア製品が前記計算装置と互換性をもつようになるときに認識する手段と
、
　前記計算装置に送信される前記計算装置内にロードされるまたはそこから実行されるこ
とになるソフトウェアの前記リストを受信するために、通信セッションを確立するように
前記計算装置に促す手段と
　をさらに備える、請求項１７に記載のサーバ。
【請求項１９】
　前記ソフトウェア製品が自動的に再び使用可能にされるときに、前記計算装置のユーザ
に通知する手段
　をさらに備える、請求項１７に記載のサーバ。
【請求項２０】
　前記ソフトウェア製品が、モバイル装置内かアプリケーションサーバ内かのいずれかに
存在しうるクライアントアプリケーション内で動作するように構成されたウィジェットで
ある、請求項１５に記載のサーバ。
【請求項２１】
　前記ソフトウェア製品がアプリケーションである、請求項１５に記載のサーバ。
【請求項２２】
　ユーザおよび計算装置を認識するための少なくとも1つの命令と、
　ユーザソフトウェアプロファイルのデータベースからユーザによって使用可能にされた
ソフトウェアのリストにアクセスするための少なくとも1つの命令と、
　ソフトウェア製品が前記計算装置と互換性があるかを判定するための少なくとも1つの
命令と、
　前記ソフトウェア製品が前記計算装置と互換性がないと判定されるときに前記ソフトウ
ェア製品を自動的に使用不能にするための少なくとも1つの命令と、
　前記ソフトウェア製品が前に自動的に使用不能にされたかを判定するための少なくとも
1つの命令と、
　前記ソフトウェア製品が前記計算装置と互換性があり、前に自動的に使用不能にされて
いると判定されたときに、前記ソフトウェア製品を自動的に再び使用可能にするための少
なくとも1つの命令と
　を備える、コンピュータに実行させるためのプログラムを記録したコンピュータ可読媒
体。
【請求項２３】
　前記ソフトウェア製品を自動的に使用不能にするための前記少なくとも1つの命令が、
　前記ソフトウェア製品に関連付けられたデータ記録内に自動使用不能化状況指示を保存
するための少なくとも1つの命令と、
　前記計算装置に送信される前記計算装置内にロードされるまたはそこから実行されるこ
とになるソフトウェアのリストから前記ソフトウェア製品を除外するための少なくとも1
つの命令と
　を備える、請求項２２に記載のコンピュータ可読媒体。
【請求項２４】
　前記ソフトウェア製品を自動的に再び使用可能にするための前記少なくとも1つの命令
が、
　前記ソフトウェア製品に関連付けられたデータ記録内で自動使用不能化状況指示を変更
するための少なくとも1つの命令と、
　前記計算装置に送信される前記計算装置内にロードされるまたはそこから実行されるこ
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とになるソフトウェアのリスト内に前記ソフトウェア製品を含めるための少なくとも1つ
の命令と
　を備える、請求項２２に記載のコンピュータ可読媒体。
【請求項２５】
　前記コンピュータ可読媒体がさらに、
　前記ソフトウェア製品が前記計算装置と互換性をもつようになるときに認識するための
少なくとも1つの命令と、
　前記計算装置に送信される前記計算装置内にロードされるまたはそこから実行されるこ
とになるソフトウェアの前記リストを受信するために、通信セッションを確立するように
前記計算装置に促すための少なくとも1つの命令と
　を備える、請求項２４に記載のコンピュータ可読媒体。
【請求項２６】
　前記コンピュータ可読媒体がさらに、
　前記ソフトウェア製品が自動的に再び使用可能にされるときに前記計算装置のユーザに
通知するための少なくとも1つの命令
　を備える、請求項２４に記載のコンピュータ可読媒体。
【請求項２７】
　前記ソフトウェア製品が、モバイル装置内かアプリケーションサーバ内のいずれかに存
在しうるクライアントアプリケーション内で動作するように構成されたウィジェットであ
る、請求項２２に記載のコンピュータ可読媒体。
【請求項２８】
　前記ソフトウェア製品がアプリケーションである、請求項２２に記載のコンピュータ可
読媒体。
【請求項２９】
　計算装置へのソフトウェアを維持する方法であって、
　サーバから前記計算装置と互換性がある1つまたは複数のアクティブな互換性のあるア
プリケーションまたはウィジェットのリストを受信するステップと、
　1つまたは複数のアクティブな互換性のあるアプリケーションまたはウィジェットの前
記受信されたリストを前記計算装置に現在インストールされている1つまたは複数のアプ
リケーションまたはウィジェットと自動的に比較するステップと、
　1つまたは複数のリストに記載されているがロードされていないアクティブな互換性の
あるアプリケーションまたはウィジェットをダウンロードする、あるいはユーザのロッカ
もしくはプロファイル内で使用可能にする要求を前記サーバに自動的に送信するステップ
と、
　1つまたは複数の要求されたアクティブな互換性のあるアプリケーションまたはウィジ
ェットを受信するステップと、
　1つまたは複数のアクティブな互換性のあるアプリケーションまたはウィジェットの前
記受信されたリストに含まれていない現在インストールされているアプリケーションまた
はウィジェットを自動的に削除するステップと、
　前記アプリケーションまたはウィジェットが前に自動使用不能化されたかを判定するス
テップと、
　前記アプリケーションまたはウィジェットが前記計算装置と互換性があり、前に自動的
に使用不能にされたと判定されたときに、前記アプリケーションまたはウィジェットを自
動的に再び使用可能にするステップと
　を備える、方法。
【請求項３０】
　前記計算装置と前記サーバの間の通信が無線通信リンクを介して達成される、請求項２
９に記載の方法。
【請求項３１】
　プロセッサと、
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　前記プロセッサに結合されたメモリと、
　前記プロセッサに結合され、遠隔サーバとの通信リンクを確立するように構成された送
受信機と
　を備え、前記プロセッサが、
　前記遠隔サーバから計算装置と互換性のある1つまたは複数のアクティブな互換性のあ
るアプリケーションまたはウィジェットのリストを受信するステップと、
　1つまたは複数のアクティブな互換性のあるアプリケーションまたはウィジェットの前
記受信されたリストを前記メモリに保存された1つまたは複数のアプリケーションまたは
ウィジェットと比較するステップと、
　前記受信されたリストに含まれるがメモリに保存されていない1つまたは複数のアクテ
ィブな互換性のあるアプリケーションまたはウィジェットをダウンロードする、あるいは
ユーザのロッカまたはプロファイル内で使用可能にする要求を前記サーバに送信するステ
ップと、
　前記1つまたは複数の要求されたアクティブな互換性のあるアプリケーションまたはウ
ィジェットを受信するステップと、
　1つまたは複数のアクティブな互換性のあるアプリケーションまたはウィジェットの前
記受信されたリストに含まれない1つまたは複数のアプリケーションまたはウィジェット
を前記メモリから削除するステップと、
　前記アプリケーションまたはウィジェットが前に自動使用不能化されたかを判定するス
テップと、
　前記アプリケーションまたはウィジェットが前記計算装置と互換性があり、前に自動的
に使用不能にされたと判定されたときに、前記アプリケーションまたはウィジェットを自
動的に再び使用可能にするステップと
　を備えるプロセスを実行するようにプロセッサ実行可能命令で構成される、計算装置。
【請求項３２】
　サーバから計算装置と互換性がある1つまたは複数のアクティブな互換性のあるアプリ
ケーションまたはウィジェットのリストを受信する手段と、
　1つまたは複数のアクティブな互換性のあるアプリケーションまたはウィジェットの前
記受信されたリストを前記計算装置に現在インストールされている、またはそこから実行
させるために使用可能な1つまたは複数のアプリケーションまたはウィジェットと比較す
る手段と、
　1つまたは複数のリストに記載されているがロードされていないアクティブな互換性の
あるアプリケーションまたはウィジェットをダウンロードする、あるいはユーザのロッカ
またはプロファイル内で使用可能にする要求を前記サーバに送信する手段と、
　前記1つまたは複数の要求されたアクティブな互換性のあるアプリケーションまたはウ
ィジェットを受信する手段と、
　前記1つまたは複数のアクティブな互換性のあるアプリケーションまたはウィジェット
の前記受信されたリストに含まれない1つまたは複数の現在インストールされているアプ
リケーションまたはウィジェットを削除する手段と、
　前記アプリケーションまたはウィジェットが前に自動使用不能化されたかを判定する手
段と、
　前記アプリケーションまたはウィジェットが前記計算装置と互換性があり、前に自動的
に使用不能にされたと判定されたときに、前記アプリケーションまたはウィジェットを自
動的に再び使用可能にする手段と
　を備える、計算装置。
【請求項３３】
　サーバから計算装置と互換性がある1つまたは複数のアクティブな互換性のあるアプリ
ケーションまたはウィジェットのリストを受信するための少なくとも1つの命令と、
　1つまたは複数のアクティブな互換性のあるアプリケーションまたはウィジェットの前
記受信されたリストを前記計算装置に現在インストールされている1つまたは複数のアプ
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リケーションまたはウィジェットと比較するための少なくとも1つの命令と、
　1つまたは複数のリストに記載されているがロードされていないアクティブな互換性の
あるアプリケーションまたはウィジェットをダウンロードする、あるいはユーザのロッカ
またはプロファイル内で使用可能にする要求を前記サーバに送信するための少なくとも1
つの命令と、
　前記1つまたは複数の要求されたアクティブな互換性のあるアプリケーションまたはウ
ィジェットを受信するための少なくとも1つの命令と、
　1つまたは複数のアクティブな互換性のあるアプリケーションまたはウィジェットの前
記受信されたリストに含まれていない1つまたは複数の現在インストールされているアプ
リケーションまたはウィジェットを削除するための少なくとも1つの命令と、
　前記アプリケーションまたはウィジェットが前に自動使用不能化されたかを判定するた
めの少なくとも1つの命令と、
　前記アプリケーションまたはウィジェットが前記計算装置と互換性があり、前に自動的
に使用不能にされたと判定されたときに、前記アプリケーションまたはウィジェットを自
動的に再び使用可能にするための少なくとも1つの命令と
　を備える、コンピュータに実行させるためのプログラムを記録したコンピュータ可読の
記憶媒体。
【請求項３４】
　前記コンピュータ可読の記憶媒体がさらに、前記サーバへの無線通信リンクを確立する
ための少なくとも1つの命令を備え、
　前記サーバから計算装置と互換性がある1つまたは複数のアクティブな互換性のあるア
プリケーションまたはウィジェットの前記リストを受信するための前記少なくとも1つの
命令が、前記確立された無線通信リンクを介して前記リストを受信するための少なくとも
1つの命令を備え、
　前記1つまたは複数のリストに記載されているがロードされていないアクティブな互換
性のあるアプリケーションまたはウィジェットをダウンロードする、あるいは前記ユーザ
のロッカまたはプロファイル内で使用可能にする前記要求を前記サーバに送信するための
少なくとも1つの命令が、前記確立された無線通信リンクを介して前記要求を送信するた
めの少なくとも1つの命令を備え、
　前記1つまたは複数の要求されたアクティブな互換性のあるアプリケーションまたはウ
ィジェットを受信するための前記少なくとも1つの命令が、前記確立された無線通信リン
クを介して前記要求されたアクティブな互換性のあるアプリケーションまたはウィジェッ
トを受信するための少なくとも1つの命令を備える、
　請求項３３に記載のコンピュータ可読の記憶媒体。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　米国特許法第119条による優先権の主張
　本特許出願は、2009年4月14日に出願された、SYSTEMS AND METHODS FOR AUTOMATICALLY
 ENABLING AND DISABLING APPLICATIONS AND WIDGETS WITH A COMPUTING DEVICE BASED O
N COMPATIBILITY AND/OR USER PREFERENCEと題された、本明細書の譲受人に譲渡され、参
照によってここに明示的に組み込まれる、仮出願第61/169,289号の優先権を主張する。
【０００２】
　本開示は概して、クライアント装置上のソフトウェアを管理するシステムに関し、特に
、互換性および設定に基づいてソフトウェアを自動的に使用可能にするおよび使用不能に
する方法に関する。
【背景技術】
【０００３】
　ますます拡大する計算能力ならびに携帯電話および他のモバイル電子装置の人気は、モ
バイル装置のユーザ体験の向上に集中しているソフトウェア開発者およびアプリケーショ
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ン小売業者の業界を急き立てている。いくつかのオンライン資源が現在、モバイル装置で
アプリケーションをダウンロードするまたは使用するために利用可能である。たとえば、
ユーザは現在さまざまなオンラインアプリケーション販売業者から無線のアプリケーショ
ンまたはウィジェット(クライアントまたはサーバアプリケーションなどのアプリケーシ
ョン内で動作するプロセスまたは機能)をダウンロードするまたは使用することができる
。便利で有用である一方で、モバイル装置アプリケーションまたはウィジェットをダウン
ロードすることは、混乱およびフラストレーションをもたらしうる。多数のアプリケーシ
ョンおよびウィジェットはいくつかのモバイル装置と互換性があるがすべてのモバイル装
置とではなく、開発者がソフトウェア製品をアップグレートおよび拡張するので、互換性
は依然として「動く標的」のままである。特にユーザがより新しいモデルの装置を取得し
、気に入っていたアプリケーションまたはウィジェットをもう使用することができないと
き、ユーザがソフトウェア互換性の問題を理解するとは考えにくい。使用されている、ま
た毎日市場に参入するモバイル装置モデルの多様性は、ダウンロードに利用可能な数千の
モバイル装置アプリケーションおよびウィジェットと相俟って、互換性の問題がユーザな
らびにダウンロードできるようにアプリケーションおよびウィジェットを提供する人々に
とって大きな問題になりうることを意味する。非互換性の問題が未解決のままである場合
、自分のモバイル装置と互換性のないアプリケーションをダウンロードすること、または
、モバイル装置を切り替え、異なるアプリケーションおよびウィジェットの新しいライブ
ラリを購入しなければならないことに起因するユーザのフラストレーションは、モバイル
装置アプリケーションおよびそれらを利用可能にするビジネスの市場の成功を制限しうる
。
【発明の概要】
【課題を解決するための手段】
【０００４】
　以下では、1つまたは複数の態様の簡単な概要をかかる態様の基礎を理解するために提
示する。この概要は、すべての企図された態様の詳細な要旨ではなく、すべての態様の主
要なまたは重要な要素を特定するものでも、任意のまたはすべての態様の範囲を線引きす
るものでもない。その唯一の目的は、後述されるさらに詳細な説明への前置きとして、簡
潔な形で1つまたは複数の態様のいくつかの概念を提示することである。
【０００５】
　一態様では、計算装置内にロードされたまたはそこから実行されるソフトウェアを管理
する方法は、ユーザおよび計算装置を認識するステップと、ユーザソフトウェアプロファ
イルのデータベースからユーザによって使用可能にされたソフトウェアのリストにアクセ
スするステップと、ソフトウェア製品がその計算装置と互換性があるかを判定するステッ
プと、そのソフトウェア製品がその計算装置と互換性がないと判定されたときに、そのソ
フトウェア製品を自動的に使用不能にするステップとを含む。
【０００６】
　もう1つの態様では、計算装置にロードされたソフトウェアを管理するサーバは、プロ
セッサと、そのプロセッサに結合され、そのプロセッサが外部ネットワークと通信するこ
とを可能にするように構成されたネットワークインタフェースと、そのプロセッサに結合
されたメモリとを含み、そこでプロセッサは、ユーザおよび計算装置を認識するステップ
と、メモリに保存されたユーザソフトウェアプロファイルのデータベースからユーザによ
って使用可能にされたソフトウェアのリストにアクセスするステップと、ソフトウェア製
品がその計算装置と互換性があるかを判定するステップと、そのソフトウェア製品がその
計算装置と互換性がないと判定されたときにそのソフトウェア製品を自動的に使用不能に
するステップとを含むプロセスを実行するためのプロセッサ実行命令で構成される。
【０００７】
　もう1つの態様では、計算装置にロードされるソフトウェアを管理するサーバは、ユー
ザおよびその計算装置を認識する手段と、ユーザソフトウェアプロファイルのデータベー
スからユーザによって使用可能にされたソフトウェアのリストにアクセスする手段と、ソ
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フトウェア製品がその計算装置と互換性があるかを判定する手段と、そのソフトウェア製
品がその計算装置と互換性がないと判定されたときにそのソフトウェア製品を自動的に使
用不能にする手段とを含む。
【０００８】
　さらなる一態様では、コンピュータプログラム製品は、ユーザおよび計算装置を認識す
るための少なくとも1つの命令と、ユーザソフトウェアプロファイルのデータベースから
ユーザによって使用可能にされたソフトウェアのリストにアクセスするための少なくとも
1つの命令と、ソフトウェア製品がその計算装置と互換性があるかを判定するための少な
くとも1つの命令と、そのソフトウェア製品がその計算装置と互換性がないと判定された
ときにそのソフトウェア製品を自動的に使用不能にするための少なくとも1つの命令とを
含むコンピュータ可読媒体を含む。
【０００９】
　さらなる一態様では、計算装置へのソフトウェアを維持する方法は、サーバからその計
算装置と互換性がある1つまたは複数のアクティブな互換性のあるアプリケーションまた
はウィジェットのリストを受信するステップと、1つまたは複数のアクティブな互換性の
あるアプリケーションまたはウィジェットの受信されたリストをその計算装置に現在イン
ストールされている1つまたは複数のアプリケーションまたはウィジェットと自動的に比
較するステップと、1つまたは複数のリストに記載されているがロードされていないアク
ティブな互換性のあるアプリケーションまたはウィジェットをダウンロードする、あるい
はユーザのロッカまたはプロファイル内で使用可能にする要求をサーバに自動的に送信す
るステップと、1つまたは複数の要求されたアクティブな互換性のあるアプリケーション
またはウィジェットを受信するステップと、1つまたは複数のアクティブな互換性のある
アプリケーションまたはウィジェットの受信されたリストに含まれない現在インストール
されているアプリケーションまたはウィジェットを自動的に削除するステップとを含む。
【００１０】
　さらなる一態様では、計算装置はプロセッサ、そのプロセッサに結合されたメモリ、お
よびそのプロセッサに結合された送受信機を含み、その送受信機は遠隔サーバと通信リン
クを確立するように構成され、そのプロセッサは、遠隔サーバからその計算装置と互換性
がある1つまたは複数のアクティブな互換性のあるアプリケーションまたはウィジェット
のリストを受信するステップと、1つまたは複数のアクティブな互換性のあるアプリケー
ションまたはウィジェットの受信されたリストをメモリに保存された1つまたは複数のア
プリケーションまたはウィジェットと比較するステップと、受信されたリストに含まれる
がメモリに保存されていない1つまたは複数のアクティブな互換性のあるアプリケーショ
ンまたはウィジェットをダウンロードする、あるいはユーザのロッカまたはプロファイル
内で使用可能にする要求をサーバに送信するステップと、1つまたは複数の要求されたア
クティブな互換性のあるアプリケーションまたはウィジェットを受信するステップと、1
つまたは複数のアクティブな互換性のあるアプリケーションまたはウィジェットの受信さ
れたリストに含まれない1つまたは複数のアプリケーションまたはウィジェットをメモリ
から削除するステップとを含むプロセスを実行するためのプロセッサ実行可能命令で構成
される。
【００１１】
　さらなる一態様では、計算装置は、サーバからその計算装置と互換性がある1つまたは
複数のアクティブな互換性のあるアプリケーションまたはウィジェットのリストを受信す
る手段と、1つまたは複数のアクティブな互換性のあるアプリケーションまたはウィジェ
ットの受信されたリストをその計算装置に現在インストールされているまたはそこから実
行させるために使用可能な1つまたは複数のアプリケーションまたはウィジェットと比較
する手段と、1つまたは複数のリストに記載されているがロードされていないアクティブ
な互換性のあるアプリケーションまたはウィジェットをダウンロードする、あるいはユー
ザのロッカまたはプロファイル内で使用可能にする要求をサーバに送信する手段と、1つ
または複数の要求されたアクティブな互換性のあるアプリケーションまたはウィジェット
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を受信する手段と、1つまたは複数のアクティブな互換性のあるアプリケーションまたは
ウィジェットの受信されたリストに含まれない1つまたは複数の現在インストールされて
いるアプリケーションまたはウィジェットを削除する手段とを含む。
【００１２】
　さらなる一態様では、コンピュータプログラム製品は、サーバからその計算装置と互換
性がある1つまたは複数のアクティブな互換性のあるアプリケーションまたはウィジェッ
トのリストを受信するための少なくとも1つの命令と、1つまたは複数のアクティブな互換
性のあるアプリケーションまたはウィジェットの受信されたリストを計算装置に現在イン
ストールされている1つまたは複数のアプリケーションまたはウィジェットと比較するた
めの少なくとも1つの命令と、1つまたは複数のリストに記載されているがロードされてい
ないアクティブな互換性のあるアプリケーションまたはウィジェットをダウンロードする
、あるいはユーザのロッカまたはプロファイル内で使用可能にする要求をサーバに送信す
るための少なくとも1つの命令と、1つまたは複数の要求されたアクティブな互換性のある
アプリケーションまたはウィジェットを受信するための少なくとも1つの命令と、1つまた
は複数のアクティブな互換性のあるアプリケーションまたはウィジェットの受信されたリ
ストに含まれない1つまたは複数の現在インストールされているアプリケーションまたは
ウィジェットを削除するための少なくとも1つの命令とを含む、コンピュータ可読の記憶
媒体を含む。
【００１３】
　前述および関連の目的の達成のために、1つまたは複数の態様は、以下に完全に説明さ
れ、特に特許請求の範囲で指摘される、特徴を備える。以下の説明および添付の図面は、
1つまたは複数の態様のある一定の例示的な特徴を詳細に示す。これらの特徴は、指標と
なるが、さまざまな態様の原理がそこに用いられうるさまざまな方法のうちのいくつかで
あり、本記述はすべてのかかる態様およびそれらの相当物を含むものである。
【００１４】
　本明細書に組み込まれ、本明細書の一部を成す、添付の図面は、本開示の特徴を説明す
る役目をする前述の概要および下記の詳細な説明とともに、本開示の例示的な態様を示す
。
【図面の簡単な説明】
【００１５】
【図１】一実装形態によるさまざまな態様との使用に適した通信システムのシステムブロ
ック図である。
【図２】一態様による、アプリケーション管理サーバとモバイル装置を同期化するための
一態様方法のプロセスの流れ図である。
【図３】一態様による、アプリケーションまたはウィジェットが自動使用不能化されるま
たは自動使用可能化されるべきであるかを判定するためのサーバ内に実装されうる一態様
方法のプロセスの流れ図である。
【図４】一態様による、アプリケーションまたはウィジェットの互換性のある変形形態が
ダウンロードまたは使用のために入手可能なときに、それによってサーバがモバイル装置
またはモバイル装置ユーザに通知することができる、一態様方法のプロセスの流れ図であ
る。
【図５】一態様による、アプリケーション管理サーバウェブサイト上に、使用可能にされ
た、自動的使用不能化された、およびユーザによって使用不能にされた(預けられた)アプ
リケーションおよびウィジェットを表示するための一態様のプロセスの流れ図である。
【図６】一態様による、無線ネットワークを使用するさまざまな態様との使用に適した例
示的なモバイル装置の回路ブロック図である。
【図７】一態様による、有線または無線ネットワークを使用するさまざまな態様との使用
に適した例示的なパーソナルコンピュータの回路ブロック図である。
【図８】1つまたは複数の態様との使用に適した例示的なサーバの回路ブロック図である
。
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【発明を実施するための形態】
【００１６】
　さまざまな態様が、添付の図面を参照して詳細に説明される。可能な限り、同一の参照
番号は、図面を通じて同一のまたは同様の部分を参照するために使用されることになる。
特定の例および実装形態を参照するがそれは、例示のためのものであり、本開示または本
特許請求の範囲の範囲を限定するものではない。
【００１７】
　本明細書において、用語「例示的」は、「例、事例、または実例の役割を果たす」こと
を意味するようにここで使用される。「例示的」として本明細書に記載されたいずれの実
装形態も、他の実装形態よりも好ましいまたは有利なものとして必ずしも解釈されるべき
ではない。
【００１８】
　本明細書において、用語「モバイル装置」は、たとえば、携帯電話、パーソナルテレビ
ジョン装置、パーソナルデータアシスタント(PDA)、パームトップコンピュータ、ラップ
トップおよびノートブックコンピュータ、無線電子メール受信機、マルチメディアインタ
ーネット対応の携帯電話、ならびに、無線通信モジュール、プロセッサ、およびメモリを
含む同様のパーソナル電子装置などを含む、無線音声およびデータ通信のための通信モジ
ュールを実装する、存在しうるまたは将来開発されることになる任意の形態のプログラム
可能な計算装置を包含するものである。本明細書において、用語「計算装置」は、モバイ
ル装置、パーソナルコンピュータ、ラップトップコンピュータ、ノートブックコンピュー
タなどを含む、任意の形態のプログラム可能な装置を包含するものである。1つまたは複
数の態様で、モバイル装置および計算装置は、有線または無線データネットワークを介し
て、インターネットなどのネットワークと通信するように構成され、したがって、「接続
装置」とも称されうる。
【００１９】
　本明細書において、用語「ウィジェット」は計算装置上のクライアントまたはサーバア
プリケーション内で動作するプロセスまたは機能を指し、一方で「アプリケーション」は
計算装置のオペレーティングシステム内で動作する独立のプロセスまたは機能を指す。ア
プリケーションおよびウィジェットは、本明細書において総称して「ソフトウェア」と呼
ばれ、特定のアプリケーションまたはウィジェットは概して「ソフトウェア製品」と呼ば
れうる。
【００２０】
　アプリケーションおよびウィジェットは、「タイトル」および「変形形態」に関して、
本明細書で参照される。「タイトル」は、ゲーム「Blocks」などの特定のアプリケーショ
ンまたはウィジェットを指す。「変形形態」は、特定の計算装置モデルのために用意され
た特定の実装形態を指す。したがって、特定のアプリケーションまたはウィジェットのタ
イトルは、複数の計算装置について互換性のある複数の変形形態と関連付けることができ
る。アプリケーションまたはウィジェット(タイトル)は、その計算装置と互換性があるそ
のタイトルの変形形態が存在する場合には、その計算装置と互換性がある。
【００２１】
　Qualcomm Incorporatedは、計算装置にインストールされたクライアントと対話し、さ
まざまな計算プラットフォームにわたってアプリケーション、ウィジェット、およびコン
テンツをユーザがカスタマイズおよび消費することを可能にするサーバベースのシステム
であるPlaza Mobile Internet(商標)ソリューションを提供する。Plaza Mobile Internet
(商標)ソリューションの例では、ユーザは、アプリケーション管理サーバでもよいサーバ
からアプリケーションまたはウィジェット(クライアントまたはサーバアプリケーション
などのアプリケーション内で動作するプロセスまたは機能)を選択または購入し、次に使
用またはダウンロードすることができる。Plaza Mobile Internet(商標)ソリューション
では、サーバは、ユーザが購入または選択したアプリケーションまたはウィジェットを追
跡し、それにより、ユーザが異なる計算装置に切り替えたときに、サーバはそのユーザに
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よって前に選択されたアプリケーションおよびウィジェットを新しい計算装置にダウンロ
ードすることができる。ウィジェットは、モバイル装置内またはアプリケーションサーバ
上に存在しうるクライアントアプリケーション内で動作するように構成可能である。これ
は、ユーザが、アプリケーション、ウィジェット、およびコンテンツを携行することを可
能にし、オンラインライフを移動可能なものにする簡単な方法を消費者にもたらす。Plaz
a Mobile Internet(商標)ソリューションの一部として、ユーザは、アプリケーションま
たはウィジェットを使用不能にすることができ、それによりアプリケーションまたはウィ
ジェットは計算装置から削除されるが、サーバ上に保存され、ユーザによって後で再使用
可能化させることができる。Plaza Mobile Internet(商標)ソリューションは、ユーザの
現在使用可能にされているアプリケーションおよびウィジェットおよび使用不能にされて
いるアプリケーションおよびウィジェットを表示するサーバによってホスティングされる
ウェブページにアクセスすることによって、ユーザがインターネットを介してアプリケー
ションおよびウィジェットを管理することを可能にする。ウィジェットは、モバイル装置
内またはアプリケーションサーバ上に存在しうるクライアントアプリケーション内で動作
するように構成されうる。かかるウェブサイトを使用し、ユーザは、アプリケーションま
たはウィジェットを計算装置から削除したい場合、それを使用不能にすることができる。
次回にユーザの計算装置がサーバに接続するとき、新たに選択または購入されたアプリケ
ーションまたはウィジェットがその計算装置にダウンロードされることになり、ユーザに
よって使用不能にされたアプリケーションまたはウィジェットがその計算装置から削除さ
れることになる。
【００２２】
　さまざまな態様が、特定のユーザがアクセスすることができるさまざまな計算装置にダ
ウンロードすることができる、選択および/またはダウンロードされたアプリケーション
またはウィジェットの記録をユーザが維持することを可能にする任意のアプリケーション
管理サーバシステムに実装されうる。ウィジェットは、モバイル装置内またはアプリケー
ションサーバ上に存在しうるクライアントアプリケーション内で動作するように構成され
うる。一態様では、本明細書に記載の方法およびシステムは、Qualcomm Incorporatedに
よって提供されるPlaza Mobile Internet(商標)ソリューション内のサーバに実装されう
る。しかし、特許請求の範囲は、この特定の実装形態に限定されない。さまざまな態様の
一般的な適用性を反映するために、以下の記載は、その一例がPlaza Mobile Internet(商
標)ソリューション内のサーバになる、本明細書に記載の機能を提供することを含む、ア
プリケーションの送信、管理および配信を達成するネットワークアクセス可能なサーバで
ある「アプリケーション管理サーバ」を参照する。
【００２３】
　Plaza Mobile Internet(商標)ソリューション内に実装されたサーバなどのアプリケー
ション管理サーバは、ユーザに選択または購入されたアプリケーションおよびウィジェッ
トを追跡することができ、それによって、ユーザが異なる計算装置に切り替えたとき、Pl
aza Mobile Internet(商標)クライアントアプリケーションは、アプリケーション管理サ
ーバからユーザのアプリケーションおよびウィジェットに、またはその参照オンラインバ
ージョンをダウンロードすることができる。Plaza Mobile Internet(商標)ソリューショ
ンによって使用可能にされる機能では、ユーザは、ユーザが使用可能にされることおよび
モバイル装置などのユーザの計算装置に保存されることを望まないサーバ上のアプリケー
ションおよびウィジェットを使用不能にするおよび「預ける(park)」ことができる。使用
可能にされたアプリケーションおよび使用不能にされたアプリケーションは、本明細書で
「プロファイル/ロッカ」と呼ばれるデータベース内で追跡される。そのサービスの各ユ
ーザは、ユーザのアプリケーションおよびウィジェットならびにユーザの設定に関する情
報を記録する個別のプロファイル/ロッカをもつ。現在、ユーザは、システムのアプリケ
ーション管理サーバによってホスティングされるウェブサイトを訪問することなどによっ
てアプリケーションを使用不能にすることが必要になりうる。したがって、ユーザが特定
のアプリケーションまたはウィジェットタイトルを購入または選択し、それがそのユーザ
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の計算装置と互換性がないことを発見した場合、ユーザは、ユーザのプロファイル/ロッ
カ内のアプリケーション管理サーバでそれを預けるために、そのタイトルを使用不能にす
る必要がありうる。
【００２４】
　さまざまな態様が、アプリケーション管理サーバがユーザの計算装置と互換性のないア
プリケーションまたはウィジェットを自動的に使用不能にし、ユーザの計算装置が互換性
があるときにはかかるアプリケーションまたはウィジェットを自動的に再び使用可能にす
ることができるようにする、方法およびシステムを提供する。アプリケーションおよびウ
ィジェットは、たとえば、ユーザが計算装置を切り替えるとき、またはアプリケーション
もしくはウィジェットの新しい変形形態が発行されるときに、ユーザの計算装置と互換性
をもちうる。ユーザの計算装置がアプリケーション管理サーバに接続するとき、ユーザの
プロファイル/ロッカがアクセス可能であり、適切な互換性が判定されうるように、ユー
ザと計算装置の両方が認識される。かかる認識動作は、計算装置を認証することを含むま
たは含まないことがある。計算装置上でまたはアプリケーション管理サーバ内で動作する
クライアントアプリケーションは、サーバと協力して、ユーザのプロファイル/ロッカと
ロードされるアプリケーションおよびウィジェットを同期化することができる。このプロ
セスの一部として、アプリケーション/ウィジェット互換性チェックが、アプリケーショ
ン管理サーバによって実行可能である。ユーザの計算装置と互換性がないと判定されたア
プリケーションまたはウィジェットは、サーバによって自動的に使用不能にされうる(「
自動不能化」)。このプロセスの一部として、互換性のないアプリケーションまたはウィ
ジェットは、ユーザの計算装置からまたはサーバ実行時環境から削除され、および後から
使用可能にできるように、ユーザのプロファイル/ロッカ内のアプリケーション管理サー
バ上で自動使用不能化されたものとして追跡可能である(どのようにしてユーザが選択さ
れたアプリケーションまたはウィジェットを使用不能にすることができるかと同様に)。
ユーザによって使用可能にされたがアプリケーション管理サーバによって自動使用不能化
されたアプリケーションまたはウィジェットを記憶するために、指示データが、自動使用
不能化されたアプリケーションまたはウィジェットと関連付けられた記録に設定または保
存可能である。一実施形態では、かかる自動使用不能化指示は、指示データ、またはデー
タ記録に保存されたフラグビットの形態で保存されうる。かかる自動使用不能化指示は、
システムが自動使用不能化されたアプリケーションおよびウィジェットをユーザによって
使用不能にされたアプリケーションおよびウィジェットと区別することができるようにす
る。自動使用不能化されたアプリケーションおよびウィジェットは、アプリケーション管
理サーバによって維持されるウェブページ上で見ることができる。アプリケーションまた
はウィジェットの発行者が、自動使用不能化動作を促した非互換性を解決する変形形態ま
たはバージョン(前に互換性のなかった装置のためのサポートを追加するバージョン変更
または新しい変形形態など)をリリースした場合、アプリケーション管理サーバは、その
アプリケーションまたはウィジェットをそれがユーザの計算装置上にロード可能になるよ
うに、自動的に使用可能にすることができる(「自動的使用可能化」)。アプリケーション
管理サーバは、ユーザが特定のアプリケーションまたはウィジェットが使用可能にされる
べきであると前に指示したことを示すものとしての自動使用不能化指示を認識することが
でき、それによって、アプリケーションまたはウィジェットが自動使用可能化されるとき
にユーザに通知することができる。ユーザが再び計算装置を交換し(元の計算装置に戻す
ことを含む)、自動使用不能化されたアプリケーションまたはウィジェットがもう一度新
しい計算装置と互換性をもつ場合、そのアプリケーション管理サーバは、かかるアプリケ
ーションおよびウィジェットがそのユーザの新しいまたは前の計算装置で使用されうるよ
うに、それらを自動使用可能化することができる。
【００２５】
　さまざまな態様が、さまざまな有線または無線通信ネットワークを介してアプリケーシ
ョン管理サーバに結合されたさまざまな計算装置に実装されうる。通信ネットワークおよ
び計算装置のすべての可能なタイプを記載するのではなくて、本明細書に記載された例示
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的な態様は、アプリケーション管理サーバとモバイル装置をリンクする無線通信ネットワ
ークを使用する。態様方法およびアプリケーション管理サーバの機能は、有線通信ネット
ワークおよび非モバイル計算装置に適用されても実質上同じになる。したがって、特許請
求の範囲は、そのように具体的に挙げられない限り、無線通信ネットワークおよびモバイ
ル装置に限定されるべきではない。
【００２６】
　一例として、図1は、さまざまな態様との使用に適したセルラデータ通信リンクを使用
する無線通信ネットワーク100を示す。かかる通信ネットワーク100は、インターネット18
に結合されたアプリケーション管理サーバ10を含みうる。アプリケーション管理サーバ10
はまた、そこにさまざまなユーザプロファイル/ロッカデータベース記録が保存可能なデ
ータベース12にも結合されうる。
【００２７】
　通信ネットワーク100はまた、インターネット18に接続し、アプリケーション管理サー
バ10から受信されるウェブページを表示する能力をもつウェブブラウザをもつパーソナル
コンピュータ(ラップトップコンピュータなど)6を含みうる。パーソナルコンピュータ6は
、有線または無線データリンクを介してインターネット18に接続可能であり、パーソナル
コンピュータ6がアプリケーション管理サーバ10と通信することを可能にする。
【００２８】
　通信ネットワーク100は、アプリケーション管理サーバ10上で動作するサーバアプリケ
ーションと互換性のあるクライアントアプリケーションで構成されたモバイル装置8をさ
らに含むことができる。モバイル装置8は、移動通信交換局(MSC)14などのネットワークを
動作させるために必要な要素を含むセルラネットワークの部分であるセルラ基地局4から/
にセルラ信号2を送信および受信するためのアンテナおよび送受信機で構成されうる。動
作中、MSC14は、モバイル装置8がセルラデータコールを行い、受信しているとき、基地局
4を介してモバイル装置8におよびモバイル装置8からデータコールおよびメッセージを経
路指定するように構成される。セルラネットワークを使用して、モバイル装置8は、イン
ターネット18などのネットワークを介してアプリケーション管理サーバ10にアクセスする
ことができる。アプリケーション管理サーバ10に接続されたとき、モバイル装置8は、本
明細書に記載のメッセージを含むデータメッセージを受信すること、ならびに、アプリケ
ーションまたはウィジェットのダウンロード、またはサーバ環境で動作するアプリケーシ
ョンまたはウィジェットからの情報を受信することができる。
【００２９】
　図2は、それによってモバイル装置8がアプリケーション管理サーバ10と協力してそのア
プリケーションおよびウィジェットをそのモバイル装置と互換性のあるユーザによって使
用可能にされたアプリケーションおよびウィジェットと同期化させることができる、例示
的な一態様同期プロセス200を示す。かかる同期化動作は、ユーザが、同期プロセスを開
始するためのメニューオプションを選択することなどによってアプリケーション管理サー
バ10と同期化するように指令するとき、または、モバイル装置プロセッサがブロック202
で所定の時間または間隔などで自動的に同期プロセスを起動するときに、開始することが
できる。したがって、モバイル装置8のアプリケーション管理サーバ10との同期は、ユー
ザがアプリケーションまたはウィジェットを管理するためなどにサーバと接続するときに
は必ず、およびモバイル装置8内でスケジュールされうるように周期的に、生じうる。こ
のユーザ指令の一部として、ユーザは、識別情報を入力するように促されうる。図4を参
照して以下にさらに十分に説明される代替態様では、モバイル装置8は、ブロック202でア
プリケーション管理サーバ10からメッセージを受信することによって同期プロセスを起動
させるよう促されることも可能である。
【００３０】
　同期プロセス200は、アプリケーション管理サーバ10とモバイル装置8が通信するブロッ
ク204で開始することができる。ブロック204のこのプロセスは、アプリケーション管理サ
ーバ10がユーザおよび計算装置を認識することを可能にし、それがユーザ記録を捜し出し
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、特定の計算装置の互換性を判定することを可能にする。ブロック202の一部としてユー
ザが識別情報を入力した場合、その情報は、ブロック204内のプロセスの一部としてアプ
リケーション管理サーバ10に転送されうる。ブロック204内のプロセスは、アプリケーシ
ョン管理サーバ10にモバイル装置8を認証することを含むことはできない。しかし、ブロ
ック204内のそのプロセスがモバイル装置8の認証を含む場合、計算技術分野でよく知られ
ているネットワークアクセス可能なサーバへのモバイル装置を含む、計算装置を認証する
さまざまな方法が、ブロック204中のプロセスで使用可能である。かかる認証方法は、パ
スワードまたはユーザ/装置識別子に加えたパスワードなどの共用秘密鍵を送信し、装置
およびサーバに知られている暗号化鍵、チャレンジハンドシェイク認証プロトコル(CHAP)
チャレンジおよび応答交換など、を使用して知られている値(チャレンジ値または装置識
別子など)から生成されるハッシュなど、共用暗号化鍵を使用するだけで生成されうる値
を送信することを含みうる。
【００３１】
　モバイル装置8が、ブロック206で、アプリケーション管理サーバ10を認証した後は、そ
のサーバは、データベース12に保存可能なユーザのプロファイル/ロッカからモバイル装
置のユーザによって使用可能にされたアプリケーションおよびウィジェットのデータベー
ス記録、索引、データ表、またはリストを取得またはアクセスすることができる。かかる
データベース記録、索引、データ表、またはリストは、計算装置が特定のユーザと関連付
けられたアプリケーションおよびウィジェットを識別または判定することを可能にする、
任意の形態の保存可能なデータでもよい。参照を容易にするために、かかるデータベース
記録、索引、データ表、またはリストは、本明細書おいておよび特許請求において「リス
ト」と称されるが、「リスト」の参照は本特許請求の範囲または本開示を特定のデータ構
造またはリスト構造に制限するものではない。さらに、リストは、ゼロ、1つまたは複数
の入力を含みうる。このプロセスにおいて、アプリケーション管理サーバ10は、そのユー
ザの一致を判定するために、モバイル装置8に関連付けられた識別子を使用することがで
きる。別法として、ユーザは、ブロック204中の認証プロセスの一部としてサーバに伝達
されるユーザ識別子(ID)およびパスワード(または生体身分証明などの他の認証身分証明)
を入力することなどによって、アプリケーション管理サーバ10に彼自身または彼女自身を
識別することができる。前述のように、ユーザのプロファイル/ロッカ内に保存されたユ
ーザによって使用可能にされたアプリケーションおよびウィジェットのリストは、ユーザ
が選択または購入した、および前にユーザの計算装置上で使用可能にされるべきとして指
示したアプリケーションまたはウィジェットを反映することになる。それによってユーザ
が使用可能にされるまたは使用不能にされるアプリケーションまたはウィジェットを指定
することができる方法は、よく知られており、Qualcomm(登録商標) Plaza Mobile Intern
et(商標)ソリューションに実装された方法などを含む。かかる方法は、ユーザインタフェ
ースでリストまたはアイコンに触れるまたはダブルクリックすること、ユーザインタフェ
ース内でアプリケーションまたはウィジェットの名前を入力すること、あるいは、特定の
アプリケーションまたはウィ
ジェットにリンクされたボタンまたは仮想ボタンを押すことを含みうる。
【００３２】
　かかるアプリケーションおよびウィジェットのユーザのモバイル装置8との互換性に関
する情報と組み合わせて使用可能にされたアプリケーションおよびウィジェットのユーザ
のリストを使用し、ブロック208で、アプリケーション管理サーバは、ユーザのモバイル
装置8にロードされることになる使用可能にされた互換性のあるアプリケーションおよび
ウィジェットのリストを生成することができる。かかるリストの生成の例示的な一方法が
、図3を参照して以下に記載される。ブロック210で、アプリケーション管理サーバ10は次
に、使用可能にされた互換性のあるアプリケーションおよびウィジェットのリストをモバ
イル装置8に送信することができる。そのリストは、ブロック204で確立されたオープン通
信リンクを介して、または、新しい通信リンクもしくはアドレス指定されたメッセージ(
電子メール、ショートメッセージサービス(SMS)など)を介して送信されうる。
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【００３３】
　ブロック212で、モバイル装置8は、使用可能にされた互換性のあるアプリケーションの
リストを受信し、そのリストをメモリに既にロードされたアプリケーションおよびウィジ
ェットのリストと比較することができる。ブロック214で、モバイル装置8は、アプリケー
ション管理サーバ10にメッセージを生成し、送信し、メモリにロードされていないリスト
に記載されたアプリケーションおよびウィジェットのダウンロードを要求することができ
る。この要求は、ブロック204で確立されたオープン通信リンクを介して、または、新し
い通信リンクもしくはアドレス指定されたメッセージ(電子メール、ショートメッセージ
サービス(SMS)など)を介して、送信されうる。ブロック216で、アプリケーション管理サ
ーバは、ダウンロード要求を受信し、データベース記憶装置12などのメモリから要求され
たタイトルの適切な変形形態を取得することができる。ブロック218で、アプリケーショ
ン管理サーバ10は次に、それぞれの要求されたアプリケーションおよびウィジェットの適
切な変形形態をダウンロードする、または、サーバベースのアプリケーション実行時環境
を介してアクセス可能な要求されたアプリケーションおよびウィジェットにリンクするこ
とができる。アプリケーションおよびウィジェットのダウンロードは、ブロック204で確
立された通信リンクまたは新しい通信リンクを介して達成可能である。ブロック220で、
モバイル装置8は、ダウンロードされたアプリケーションおよびウィジェットを受信し、
それらをメモリに保存する。場合によっては、選択または購入されたアプリケーションま
たはウィジェットの知識はモバイル装置によって必要とされるが、実際のアプリケーショ
ンまたはウィジェットのダウンロードは、アプリケーションまたはウィジェットがサーバ
ベースのアプリケーション実行時環境内で実行される場合、必要ではないことがある。か
かる場合には、ブロック220で、モバイル装置8は、サーバベースのアプリケーション実行
時環境を介してそれにアクセスするためのアプリケーションへのリンクを受信することが
できる。
【００３４】
　アプリケーションのダウンロードに加えて、ブロック222で、モバイル装置8は、そのメ
モリに保存された任意のアプリケーションおよびウィジェットを削除する、または、ブロ
ック210でアプリケーション管理サーバによって送信された使用可能にされた互換性のあ
るアプリケーションのリストに含まれないサーバの実行時環境内のアプリケーションおよ
びウィジェットにリンクすることができる。メモリに保存されたアプリケーション、また
はアプリケーション管理サーバ10によって提供される使用可能にされた互換性のあるリス
トに含まれないサーバの実行時環境を介してアクセスされることになるアプリケーション
へのリンクを削除することは、サーバが、ユーザのモバイル装置8を構成してユーザの使
用不能にする選択を実装するように、ならびに、該当する場合には、モバイル装置8がユ
ーザによって選択されたまたはユーザにライセンスされたアプリケーションのみを含むこ
とを確保することを可能にする。したがって、一例では、ブロック222での削除動作は、
ユーザがアプリケーション管理サーバ10上で使用不能にされる、または「預けられる」べ
きであると指示したアプリケーション(またはサーバの実行時環境を介したそれらのアプ
リケーションへのリンク)を削除することになる。その装置はブロック210でアプリケーシ
ョン管理サーバによって提供されるリストに含まれないアプリケーションまたはウィジェ
ットを削除する(またはそこへのアクセスを削除する)ことになるので、ブロック222での
削除動作はまた、該当する場合に、ユーザがライセンスを所有しないソフトウェア製品(
またはサーバの実行時環を介したアプリケーションへのリンク)でロードされるモバイル
装置8をユーザが購入するときの使用事例にも対処する。リストに記載されていないアプ
リケーションおよびウィジェットを削除するプロセス(ブロック222)は、リストがモバイ
ル装置8によって受信された後の任意の時間(したがって、図2に示されたブロック212での
リストの受信後の任意の時間)に実行されうることに留意されたい。
【００３５】
　すべてのリストに記載されたアプリケーションおよびウィジェット(またはサーバの実
行時環境を介するアプリケーションおよびウィジェットへのリンク)がダウンロードされ
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、ロードされたがリストに記載されていないアプリケーションまたはウィジェット(また
はサーバの実行時環境を介するアプリケーションおよびウィジェットへのリンク)が削除
された後は、モバイル装置8はアプリケーション管理サーバ10に保存されたユーザのプロ
ファイルと同期化される。
【００３６】
　図3は、アプリケーション管理サーバ10が、ユーザの計算装置にロードされることにな
る使用可能にされた互換性のあるアプリケーションおよびウィジェットのリストを生成す
ることができる例示的な方法300を示す。図2を参照して前述されたように、ブロック302
で、アプリケーション管理サーバ10は、データベース12からユーザのプロファイル/ロッ
カを再コールするために、計算装置IDまたはユーザIDを使用することができる。本明細書
における単語「リスト」の使用は限定的なものではなく、ブロック302で取得される情報
は、特定のユーザまたは計算装置と関連付けられたリスト、表、1つのデータベース記録
、または複数のデータベース記録の形態でもよいことに留意されたい。ブロック304で、
アプリケーション管理サーバは、取得されたリストから第1のアプリケーションまたはウ
ィジェットを選択し、その特定のアプリケーションまたはウィジェットがユーザのモバイ
ル装置モデルと互換性があるかをブロック306および判定308で判定することができる。判
定308は、たとえば、モバイル装置モデル番号をそのタイトルの変形形態の特定のアプリ
ケーションまたはウィジェットタイトルと関連付けられた互換性のある装置のリストと比
較することによって達成されうる。互換性のある装置のかかるリストは、アプリケーショ
ン管理サーバへの送信を手段としてその特定のアプリケーションまたはウィジェットの発
行者によって提供されうる。別法として、または発行者による互換性の識別とともに、ア
プリケーション管理サーバ10は、選択されたアプリケーションまたはウィジェット、およ
びユーザのモバイル装置モデル番号、ブラウザユーザエージェントストリング、または他
の識別子を使用してアクセスされうる互換性データベースを維持することができる。さら
に、互換性を判定するプロセスはテーブルルックアッププロセスに限定されず、アプリケ
ーション対装置の互換性を判定するための他の方法が使用可能である。
【００３７】
　選択されたアプリケーションまたはウィジェットがユーザのモバイル装置8と互換性が
ないと判定された場合(判定308=「No」)、アプリケーション管理サーバ10は、メモリに指
示データを保存し、またはユーザのプロファイル/ロッカ内に自動使用不能化指示を設定
して、そのサーバがブロック310で非互換性に基づいて特定のアプリケーションまたはウ
ィジェットを自動的に使用不能にしたことを指示することができる。アプリケーションま
たはウィジェットは自動使用不能化されているので、それは、使用可能にされた互換性の
あるアプリケーションおよびウィジェットのリストに追加されず、したがって、アプリケ
ーション管理サーバ10は、判定320で、ユーザによって使用可能にされたアプリケーショ
ンおよびウィジェットの取得されたリスト内に別のアプリケーションまたはウィジェット
があるかどうかを判定し、ある場合には、ブロック304に戻ることによって次のアプリケ
ーションまたはウィジェットを選択することができる。
【００３８】
　選択されたアプリケーションまたはウィジェットがユーザのモバイル装置8と互換性が
あると判定された場合(判定308=「Yes」)、アプリケーション管理サーバ10は、判定312で
、その特定のアプリケーションまたはウィジェットについて自動使用不能化指示が保存さ
れている(自動使用不能化フラグが設定されているなど)かどうかを判定することができる
。自動使用不能化フラグ指示がそのアプリケーションまたはウィジェットについて保存さ
れていない場合(判定312=「No」)、アプリケーション管理サーバ10は、ブロック318でユ
ーザがそのアプリケーションが使用可能にされることを前に要求したという事実に基づい
てユーザの対話なしで自動的にそのユーザのモバイル装置8にロードされるべき使用可能
にされた互換性のあるアプリケーションおよびウィジェットのリストにその選択されたア
プリケーションまたはウィジェットを追加することができる。
【００３９】
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　自動使用不能化指示がそのアプリケーションまたはウィジェットについて保存されてい
る場合(判定312=「Yes」)、サーバが、アプリケーション管理サーバは利用可能なアプリ
ケーションまたはウィジェットの互換性のある変形形態が存在すると既に判定している(
ブロック306および判定308で)ので、アプリケーション管理サーバ10はブロック314で自動
使用不能化指示を変更(リセットまたはクリアなど)して、そのアプリケーションまたはウ
ィジェットは自動使用不能化されないことを指示することができる。自動使用不能化指示
がそのアプリケーションまたはウィジェットについて保存されているので、これは、ユー
ザが前にそのアプリケーションが使用可能にされることを要求したが、アプリケーション
管理サーバがそのアプリケーションを自動使用不能化したことを示す。したがって、アプ
リケーション管理サーバ10は、選択されたアプリケーションまたはウィジェットがブロッ
ク316で使用するために現在使用可能であることをユーザに知らせるために、モバイル装
置8に送信されることになる通知またはメッセージを生成することができる。かかるメッ
セージは、たとえば、そのアプリケーションが互換性の問題が原因で前に自動使用不能化
されたが、その互換性の問題は解決されていると応答することができる。アプリケーショ
ンサーバはまた、ブロック318でユーザのモバイル装置8にロードされるべき使用可能にさ
れた互換性のあるアプリケーションおよびウィジェットのリストにその選択されたアプリ
ケーションまたはウィジェットを追加することもできる。
【００４０】
　選択されたアプリケーションまたはウィジェットがインストールリストに追加された後
は、アプリケーションサーバ10は、評価された、判定320に取得されたリスト内に別のア
プリケーションまたはウィジェットがあるかどうかを判定することができ、そうである場
合、ブロック304に戻って、次のアプリケーションまたはウィジェットを選択することが
できる。ユーザの使用可能にされたアプリケーションおよびウィジェットの取得されたリ
スト内のすべてのアプリケーションおよびウィジェットが評価された場合(判定320=「No
」)、図2を参照して前述されたように、アプリケーション管理サーバ10はブロック322で
モバイル装置8に使用可能にされた互換性のあるアプリケーションおよびウィジェットの
コンパイル済みのリストを送信することができる。
【００４１】
　図3を参照して前述された例示的な方法300は、非互換性が解決されるときに、自動使用
不能化されたアプリケーションまたはウィジェット(またはサーバの実行時環境での自動
使用不能化されたアプリケーションおよびウィジェットへのリンク)を自動的に再び使用
可能にすることになることに留意されたい。前述のとおり、アプリケーションまたはウィ
ジェットタイトルとモバイル装置の間の非互換性は、発行者がその特定のモバイル装置モ
デルと互換性のある新しい変形形態を発行することによって、解決されうる。また、ユー
ザが計算装置を前に自動使用不能化されたアプリケーションまたはウィジェットと互換性
のあるものに切り替える場合、図3に示す例示的な方法300が自動的にそのアプリケーショ
ンまたはウィジェットを使用可能にすることになる。したがって、ユーザがそのユーザの
計算装置をアプリケーション管理サーバ10と同期化させるときには必ず、そのアプリケー
ション管理サーバは自動的に解決された非互換性の状況を認識することになり、したがっ
て、同期の時点でユーザに通知することができる。
【００４２】
　モバイル装置8をアプリケーション管理サーバ10と同期化させる一次の方法は周期的お
よびユーザ起動の同期セッションを含むが、さらなる一態様では、アプリケーション管理
サーバ10は、それがソフトウェア発行者のリリースが特定のユーザについての自動使用不
能化の決定につながった非互換性を解決することになることを認識するとき、同期セッシ
ョンを促すように構成されうる。図4は、アプリケーション管理サーバ10がユーザによっ
て使用可能にされたアプリケーションまたはウィジェットの非互換性が解決されたことを
認識し、ユーザのモバイル装置8に、新たな互換性のあるアプリケーションまたはウィジ
ェットを受信するために、同期プロセスを起動させるように促すことができる、例示的な
方法400を示す。方法400では、ブロック402で、アプリケーション管理サーバ10は、それ
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がアプリケーションまたはウィジェットタイトルの新しい変形形態を受信するとき、この
プロセスを起動させることができる。このプロセスは、たとえば、アプリケーションおよ
びウィジェットのデータベースに新しい変形形態を追加するステップの一部として起動可
能である。ブロック404で、アプリケーション管理サーバ10は、次のユーザを選択するこ
とによって、そのユーザデータベース内の各ユーザのプロファイル/ロッカを順次に見直
すことができる。ブロック406で、アプリケーション管理サーバ10は、ユーザのプロファ
イル/ロッカからユーザによって使用可能にされた(アクティブな)アプリケーションおよ
びウィジェットのユーザのリストを取得することができる。かかるリストを取得するため
の任意選択のプロセスは、図2を参照して前述されている。アプリケーション管理サーバ1
0は、判定408で使用可能にされたアプリケーションおよびウィジェットのユーザのリスト
内に更新されたアプリケーションまたはウィジェットが含まれるかどうかを判定すること
ができる。更新されたアプリケーションまたはウィジェットがユーザによって使用可能に
されたアプリケーションおよびウィジェットの中にない場合(判定408=「No」)、アプリケ
ーション管理サーバ10は、判定420で評価されるべき別のユーザが存在するかどうかを判
定し、存在する場合、ブロック404に戻ることによって評価のための次のユーザを選択す
ることができる。
【００４３】
　更新されたアプリケーションまたはウィジェットが選択されたユーザの使用可能にされ
たアプリケーションおよびウィジェットに含まれている場合(判定408=「Yes」)、アプリ
ケーション管理サーバは、その特定のアプリケーションまたはウィジェットについて自動
使用不能化状態の指示がメモリに保存されている(自動使用不能化フラグがメモリに設定
されているなど)かどうかをチェックすることなどによって、判定410でそのアプリケーシ
ョンまたはウィジェットが自動使用不能化されているかどうかを判定することができる。
そのアプリケーションまたはウィジェットが自動使用不能化されていない場合(判定410=
「No」)、これはそのアプリケーションまたはウィジェットが既にロードされている、ま
たはユーザのモバイル装置8と互換性があると判定されていることを示し、したがって、
アプリケーション管理サーバ10は、判定420で評価されるべき別のユーザが存在するかど
うかを判定し、存在する場合、ブロック404に戻ることによって評価のための次のユーザ
を選択することができる。
【００４４】
　アプリケーションまたはウィジェットが自動使用不能化されると判定された場合(判定4
10=「Yes」)、これは、そのアプリケーションまたはウィジェットが選択されたユーザの
ために自動使用不能化されてあることを示し、したがって、アプリケーション管理サーバ
10は、ブロック412および判定414で、その新しい変形形態がユーザのモバイル装置モデル
と互換性があるかを判定することができる。その新しい変形形態がユーザのモバイル装置
モデルと互換性がない場合(判定414=「No」)、これは、その更新が非互換性の状況を解決
しなかったことを示し、その場合には、アプリケーション管理サーバ10は判定420で評価
されるべき別のユーザが存在するかどうかを判定し、存在する場合には、ブロック404に
戻ることによって、評価のための次のユーザを選択することができる。
【００４５】
　新しい変形形態がユーザのモバイル装置モデルと互換性があると判定された場合(判定4
14=「No」)、これは、非互換性がソフトウェアの更新によって解決されたことを示し、し
たがって、アプリケーション管理サーバ10は、ブロック416で、ユーザのモバイル装置8に
メッセージを送信してそれに同期プロセスを起動させることができる。この同期プロセス
は、図2を参照して前述されたのと同一のもの、または、前述のそれと同様のプロセスを
実装することができる特定のソフトウェア製品を自動使用可能化することに集中したプロ
セスでもよい。かかるメッセージは、計算装置に同期プロセスを自動的に起動させる実行
可能コードを含みうる特定の計算装置にそのサーバがアドレスすることができる任意のタ
イプのメッセージでもよい。また、そのメッセージは、同期プロセスを起動させるように
ユーザに促すユーザに理解できるメッセージを配信する特定の計算装置にサーバがアドレ
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スすることができる任意のタイプのメッセージでもよい。たとえば、モバイル装置の場合
、メッセージは、SMSメッセージ、電子メールメッセージ、無線アプリケーションプロト
コル(WAP)プッシュメッセージ、Plaza Mobile Internet(商標)サーバ同期プロトコル内の
メッセージ(その例示的態様における)、または同様のタイプのメッセージの形態でもよい
。他の知られている方法もまた、同期が生じるように促すタイマベースのまたはユーザ起
動の方法を含む同期プロセスを起動させるように計算装置に促すために使用されうる。か
かるメッセージが送信された後には、アプリケーション管理サーバ10は、判定420で評価
されるべき別のユーザが存在するかどうかを判定し、存在する場合、ブロック404に戻る
ことによって、評価のための次のユーザを選択することができる。すべてのユーザが評価
された(判定420=「No」)後には、そのプロセスはブロック422で終了することができる。
【００４６】
　自動使用不能化指示データを保存すること、またはユーザプロファイル/ロッカデータ
記録内に自動使用不能化フラグを設定することもまた、ユーザと通信するためのウェブペ
ージを生成する際に有用である。たとえば、図5は、ユーザによって使用可能にされ且つ
互換性のある、ユーザによって使用可能にされたが自動使用不能化された、および、ユー
ザによって使用不能にされた(預けられた)アプリケーションおよびウィジェットを識別す
るユーザプロファイルウェブページを生成するための例示的な一態様方法500を示す。そ
のプロセスを起動させるために、ユーザは、ユーザ名およびパスワードを入力する、ユー
ザ名および生体スキャンに提示する、または、ユーザを認識する他の知られている方法な
どによって、ブロック520でアプリケーション管理サーバによって認識されうる。ユーザ
ログイン情報を認識したとき、アプリケーション管理サーバ10は、ブロック504でデータ
ベースからユーザのプロファイル/ロッカを再コールし、ブロック506でユーザの使用可能
にされたアプリケーションおよびウィジェットのリストを取得することができる。ユーザ
の使用可能にされたアプリケーションおよびウィジェットを判定するための任意選択のプ
ロセスは、図2を参照して前述されている。自動使用不能化されたアプリケーションおよ
びウィジェットを区別するために、アプリケーション管理サーバ10は、ブロック508で特
定のアプリケーションまたはウィジェットを選択し、判定510でその自動使用不能化指示
データまたはフラグが設定されてあるかどうかを判定することができる。自動使用不能化
指示が保存されていない場合(判定510=「No」)、ブロック512で、選択されたアプリケー
ションまたはウィジェットがユーザの使用可能にされた互換性のあるアプリケーションお
よびウィジェットのリストに追加することができる。自動使用不能化指示が保存されてい
る場合(判定510=「Yes」)、選択されたアプリケーションまたはウィジェットは、ブロッ
ク514で、ユーザの使用可能にされたが自動使用不能化されたアプリケーションおよびウ
ィジェットのリストに追加可能であり、さらにまた互換性のない装置の使用可能化を防ぐ
。アプリケーション管理サーバ10は次に、判定516で取得されたリスト内に別のアプリケ
ーションまたはウィジェットが存在する
かどうかを判定し、存在する場合、ブロック508に戻ることによって評価のための次のア
プリケーションまたはウィジェットを選択することができる。取得されたリスト内のすべ
てのアプリケーションおよびウィジェットが評価された(判定516=「No」)後は、アプリケ
ーション管理サーバは、ブロック518で、ユーザによって使用可能にされた互換性のある
アプリケーションおよびウィジェットのリストの、ならびに、ユーザによって使用可能に
されたが自動使用不能化されたアプリケーションおよびウィジェットのリストの表示をも
たらすのに十分なHTMLコードを生成し、送信することができる。アプリケーション管理サ
ーバ10はまた、ブロック520で、ユーザによって使用不能にされたアプリケーションおよ
びウィジェットのリストの表示をもたらすのに十分なHTMLコードを生成し、送信すること
もできる。
【００４７】
　前述の態様は、有線ネットワークを介してアプリケーション管理サーバ10と通信するこ
とができるパーソナルコンピュータ、および有線、無線セルラまたは非セルラ無線ネット
ワークを介してアプリケーション管理サーバ10と通信することができるモバイル装置を含
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む、さまざまな計算装置のいずれかに実装可能である。例示的なモバイル装置が図6に示
され、例示的なパーソナルコンピュータが図7に示されている。
【００４８】
　前述の態様は、たとえば、無線データリンクを介するなどして、外部ネットワークと通
信するように構成された、将来開発されうる、携帯電話、パーソナルデータアシスタント
(PDA)、モバイルウェブアクセス装置、および他のプロセッサを装備した装置などのモバ
イル装置に実装可能である。通常は、かかる携帯用計算装置は、図6に示される素子を共
通してもつことになる。たとえば、携帯用計算装置600は、内部メモリ602におよびディス
プレイ603に結合されたプロセッサ601を含みうる。加えて、携帯用計算装置600は、プロ
セッサ601に結合された無線データリンクおよび/または携帯電話送受信機605に接続され
た電磁放射を送信および受信するためのアンテナ604をもつことができる。携帯用計算装
置600はまた、ユーザ入力を受信するためのキーパッド606または小型キーボードおよびメ
ニュー選択ボタンもしくはロッカスイッチ607、ならびに、音声出力を生成するためのス
ピーカ609も含みうる。
【００４９】
　いくつかの前述の態様はまた、図7に示すノートブックコンピュータ660などのさまざま
な計算装置のいずれかでも実装可能である。かかるノートブックコンピュータ660は通常
は、揮発性メモリ662およびディスクドライブ663などの大容量の非揮発性メモリに結合さ
れたプロセッサ661を含む、ハウジング666を含む。コンピュータ660はまた、プロセッサ6
61に結合されたフロッピディスクドライブ664およびコンパクトディスク(CD)ドライブ665
も含みうる。コンピュータハウジング666はまた、タッチパッド667、キーボード668、お
よびディスプレイ669も含みうる。
【００５０】
　前述の態様はまた、図8に示すサーバ700などのさまざまなサーバ装置のいずれかで実装
可能である。かかるサーバ700は通常は、揮発性メモリ702、およびハードディスクドライ
ブ703などの大容量非揮発性メモリに結合されたプロセッサ701を含む。サーバ700はまた
、プロセッサ701に結合されたフロッピディスクドライブ704およびコンパクトディスク(C
D)ドライブ705も含みうる。サーバ700はまた、インターネットまたはインターネットに結
合されたネットワークなどの外部ネットワーク705にプロセッサ701を結合させるためのネ
ットワークインタフェース704も含む。
【００５１】
　プロセッサ601、661、701は、さまざまな前述の態様の機能を含むさまざまな機能を実
行するようにソフトウェア命令(アプリケーション)によって構成可能な、プログラム可能
なマイクロプロセッサ、マイクロコンピュータ、または1つもしくは複数のマルチプロセ
ッサチップでもよい。いくつかの計算装置600、660では、音声およびデータ通信を管理す
ることを目的とする1つのプロセッサ、および他のアプリケーションを実行させることを
目的とする1つのプロセッサなど、マルチプロセッサ601、661が提供されうる。
【００５２】
　さまざまな態様は、前述の方法のうちの1つまたは複数を実装するように構成されたソ
フトウェア命令を実行するコンピュータプロセッサ401、661によって実装可能である。通
常は、前述のプロセスを実装するクライアントアプリケーションなどのソフトウェアアプ
リケーションは、それらがアクセスされ、プロセッサ601、661、701にロードされる前に
、内部メモリ602、662、702内に保存されうる。かかるソフトウェア命令は、別個のアプ
リケーションとして、または一態様方法を実装するコンパイル済みのソフトウェアとして
、メモリ602、662、702内に保存されうる。さらに、ソフトウェア命令およびデータベー
スは、以下を含む任意の形態の有形のプロセッサ可読メモリに保存可能である:ランダム
アクセスメモリ602、662、702、ハードディスクメモリ663、703、フロッピディスク(フロ
ッピディスクドライブ664、704内で読取り可能)、コンパクトディスク(CDドライブ665、7
05内で読取り可能)、電気的消去可能プログラム可能読取り専用メモリ(EEPROM)、読取り
専用メモリ(FLASHメモリなど)、および/または、USBネットワークポートに差し込まれた
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外部メモリチップもしくはUSB接続可能外部メモリ(「FLASHドライブ」など)などの計算装
置600、660、700に差し込まれたメモリモジュール(図示せず)。本記述を目的として、用
語メモリは、内部メモリ602、662、702、および、プロセッサ601、662、702自体内部のメ
モリを含む、プロセッサ601、661、701によってアクセス可能なすべてのメモリを指す。
【００５３】
　前述の方法の記述およびプロセスの流れ図は、単に説明のための例であり、そのさまざ
まな態様のプロセスが提示された順序で実行されなければならないことを要求または暗示
するものではない。当業者には理解されるように、前述の態様のブロックおよびプロセス
の順序は、任意の順序で実行可能である。「その後」、「そのとき」、「次」などの言葉
は、プロセスの順序を限定するものではなく、これらの言葉は単に、読者に本方法の説明
を案内するために使用される。さらに、たとえば、冠詞「1つの」または「その」などを
使用した単数形での特許請求の要素の参照は、その要素を単数に限定するものとして解釈
されるべきではない。
【００５４】
　本明細書で開示される態様に関して記載されるさまざまな例示的論理ブロック、モジュ
ール、回路、およびアルゴリズムプロセスは、電子ハードウェア、コンピュータソフトウ
ェア、またはその両方の組合せとして実装可能である。ハードウェアおよびソフトウェア
の互換性を明確に説明するために、さまざまな例示的素子、ブロック、モジュール、回路
、およびステップが概してそれらの機能に関して前述されている。かかる機能がハードウ
ェアとして実装されるかソフトウェアとして実装されるかは、特定のアプリケーション、
およびシステム全体に課される設計制約に依存する。熟練した技術者は、前述の機能を各
特定のアプリケーションに応じたさまざまな方法で実装することができるが、かかる実装
形態の決定は本開示の範囲からの逸脱をもたらすものとして解釈されるべきではない。
【００５５】
　本明細書で開示される態様に関して記載されるさまざまな例示的論理、論理ブロック、
モジュール、および回路を実装するために使用されるハードウェアは、汎用プロセッサ、
デジタル信号プロセッサ(DSP)、特定用途向け集積回路(ASIC)、書替え可能ゲートアレイ(
FPGA)もしくは他のプログラム可能な論理装置、離散的ゲートもしくはトランジスタ論理
、離散的ハードウェア素子、または、本明細書に記載の機能を実行するように設計された
それらの任意の組合せで実装または実行可能である。汎用プロセッサはマイクロプロセッ
サでもよいが、代替では、プロセッサは、任意の従来型のプロセッサ、コントローラ、マ
イクロコントローラ、または状態機械でもよい。プロセッサはまた、DSPとマイクロプロ
セッサの組合せ、複数のマイクロプロセッサ、DSPコアと連結した1つまたは複数のマイク
ロプロセッサ、または、他の任意のかかる構成などの計算装置の組合せとしても実装可能
である。別法として、いくつかのプロセスまたは方法が、所与の機能に特定の回路素子に
よって実行可能である。
【００５６】
　1つまたは複数の例示的な態様において、前述の機能は、ハードウェア、ソフトウェア
、ファームウェア、またはそれらの任意の組合せで実装可能である。ソフトウェアに実装
される場合、その機能は、1つまたは複数の命令またはコードとしてコンピュータ可読媒
体に保存または送信可能である。本明細書で開示される方法またはアルゴリズムのプロセ
スは、有形の非一時的コンピュータ可読媒体上に存在しうる実行されるプロセッサ実行可
能なソフトウェアモジュール内に実施可能である。有形の非一時的コンピュータ可読媒体
は、コンピュータによってアクセス可能な任意の使用可能な非一時的記憶媒体を含む。一
例として、また限定ではなく、かかる有形の非一時的コンピュータ可読媒体は、RAM、ROM
、EEPROM、CD-ROM、もしくは他の光ディスク記憶装置、磁気ディスク記憶装置もしくは他
の磁気記憶装置、または、命令もしくはデータ構造の形態で所望のプログラムコードを運
ぶもしくは保存するために使用可能な、およびコンピュータによってアクセス可能な、他
の任意の媒体を含みうる。本明細書で使用されるものとしての、ディスク(diskまたはdis
c)は、コンパクトディスク(CD)、レーザディスク、光ディスク、デジタルバーサタイルデ
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ィスク(DVD)、フロッピディスク、およびブルーレイディスクを含み、ディスク(disk)は
通常は磁気的にデータを再生し、ディスク(disc)はレーザで光学的にデータを再生する。
上記の組合せもまた有形の非一時的コンピュータ可読媒体の範囲内に含まれるべきである
。加えて、方法またはアルゴリズムの操作は、コンピュータプログラム製に組み込み可能
な、有形の非一時的機械可読媒体および/または有形の非一時的コンピュータ可読媒体上
に1つのまたは任意の組合せもしくはセットのコードおよび/または命令として存在しうる
。
【００５７】
　開示される態様の前述の説明は、当業者が本開示を行うまたは使用することを可能にす
るために提供される。これらの態様へのさまざまな修正形態が当業者には容易に明らかに
なることになり、本明細書に定義される一般的原理は本開示の趣旨または範囲を逸脱する
ことなしに他の態様に適用可能である。したがって、本開示は、本明細書に示された態様
に限定されるものではなく、以下の特許請求の範囲および本明細書で開示される原理およ
び新しい特徴と一致する最大の範囲を与えられるものである。
【符号の説明】
【００５８】
　　2　セルラ信号
　　4　セルラ基地局
　　6　パーソナルコンピュータ
　　8　モバイル装置
　　10　アプリケーション管理サーバ
　　12　データベース
　　14　移動通信交換局(MSC)
　　18　インターネット
　　100　無線通信ネットワーク
　　600　携帯用計算装置
　　601　プロセッサ
　　602　内部メモリ
　　603　ディスプレイ
　　604　アンテナ
　　605　携帯電話送受信機
　　606　キーパッド
　　607　メニュー選択ボタンまたはロッカスイッチ
　　609　スピーカ
　　660　ノートブックコンピュータ
　　661　プロセッサ
　　662　揮発性メモリ
　　663　ディスクドライブ
　　664　フロッピディスクドライブ
　　665　コンパクトディスク(CD)ドライブ
　　666　ハウジング
　　667　タッチパッド
　　668　キーボード
　　669　ディスプレイ
　　700　サーバ
　　701　プロセッサ
　　702　揮発性メモリ
　　703　ハードディスクドライブ
　　704　フロッピディスクドライブ
　　705　外部ネットワーク
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　　705　コンパクトディスク(CD)ドライブ
　　704　ネットワークインタフェース

【図１】 【図２】
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