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(57)【要約】
方法は、コンテンツファイルを取得するステップを含ん
でもよく、コンテンツファイルは、１つ以上の提示ファ
イルを含み、各提示ファイルは、別個のコンピュータデ
バイスによって実行時に解釈されたときに、（ａ）機能
性および（ｂ）別個のコンピュータデバイス上で実行さ
れるソフトウェアアプリケーションのユーザインターフ
ェースのうちの少なくとも１つを提供するように構成さ
れる、それぞれの命令を含む。該方法は、コンテンツフ
ァイルを別個のコンピュータデバイスに提供するステッ
プを含んでもよい。コンテンツファイルを提供した後、
該方法は、少なくとも第１の提示ファイルの変更を識別
するステップと、第１の提示ファイルを別個のコンピュ
ータデバイスに提供するステップとを含んでもよい。
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　プロセッサと、
　メモリであって、前記プロセッサによって実行されたときに、前記プロセッサに、
　　複数のコンテンツファイルを取得することであって、前記コンテンツファイルは、１
つ以上の提示ファイルを備え、前記１つ以上の提示ファイルの各提示ファイルは、別個の
コンピュータデバイスのプロセッサによって実行時に解釈されたときに、（ａ）機能性と
、（ｂ）前記別個のコンピュータデバイス上で実行されるソフトウェアアプリケーション
のユーザインターフェースとのうちの少なくとも１つを提供するように構成される、それ
ぞれの命令を備える、ことと、
　　前記コンテンツファイルを複数の別個のコンピュータデバイスに提供することと、
　　前記コンテンツファイルを提供した後に、
　　　前記複数の提示ファイルのうちの少なくとも第１の提示ファイルの変更を識別する
ことと、
　　　少なくとも前記第１の提示ファイルを前記複数の別個のコンピュータデバイスのう
ちの少なくとも第１のコンピュータデバイスに提供することであって、前記第１のコンピ
ュータデバイス上で実行される解釈ソフトウェアは、前記ソフトウェアアプリケーション
を再インストールまたは再ロードする必要なく、（ａ）前記機能性と、（ｂ）前記ソフト
ウェアアプリケーションの前記ユーザインターフェースとのうちの少なくとも１つとして
、前記第１の提示ファイルを実行するように構成される、ことと
　を行わせる一式の命令を記憶する、メモリと
　を備える、システム。
【請求項２】
　前記第１のコンピュータデバイスは、有線接続を介して前記システムと通信している、
請求項１に記載のシステム。
【請求項３】
　前記少なくとも第１の提示ファイルを提供するステップは、前記少なくとも第１の提示
ファイルを第２のコンピュータデバイスに提供するステップを含み、前記第２のコンピュ
ータデバイスは、無線接続を介して前記システムと通信している、請求項１または２に記
載のシステム。
【請求項４】
　前記命令は、実行されたときに、さらに、
　前記少なくとも第１の提示ファイルを提供することに先立って、前記プロセッサに、無
線ネットワーク上の前記複数のコンピュータデバイスのうちの少なくとも１つのコンピュ
ータデバイスを識別させ、前記少なくとも１つのコンピュータデバイスは、前記第１のコ
ンピュータデバイスを備え、
　前記第１の提示ファイルを前記第１のコンピュータデバイスに提供するステップは、前
記無線ネットワークにわたって前記第１の提示ファイルを提供するステップを含む、
　請求項１から３のいずれかに記載のシステム。
【請求項５】
　前記第１の提示ファイルを前記第１のコンピュータデバイスに提供するステップは、前
記第１のコンピュータデバイス上で実行されるダウンロードエージェントとのファイル共
有接続を開放するステップを含む、請求項４に記載のシステム。
【請求項６】
　入力デバイスをさらに備え、前記命令は、実行されたときに、さらに、
　前記少なくとも第１の提示ファイルを提供することに先立って、前記プロセッサに、前
記入力デバイスを介して、前記複数のコンピュータデバイスのうちの少なくとも１つのコ
ンピュータデバイスの指示を受信させるステップ
　を含み、
　前記少なくとも１つのコンピュータデバイスは、前記第１のコンピュータデバイスを含
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み、
　前記第１の提示ファイルを提供するステップは、前記指示に応答して、前記第１の提示
ファイルを前記少なくとも１つのコンピュータデバイスに提供するステップを含む、
　請求項１から５のいずれかに記載のシステム。
【請求項７】
　コンピュータデバイスのプロセッサによって、複数のコンテンツファイルを取得するス
テップであって、前記コンテンツファイルは、１つ以上の提示ファイルを備え、前記１つ
以上の提示ファイルの各提示ファイルは、別個のコンピュータデバイスのプロセッサによ
って実行時に解釈されたときに、（ａ）機能性と、（ｂ）前記別個のコンピュータデバイ
ス上で実行されるソフトウェアアプリケーションのユーザインターフェースのうちの少な
くとも１つとを提供するように構成される、それぞれの命令を備える、ステップと、
　前記コンテンツファイルを前記別個のコンピュータデバイスに提供するステップと、
　前記コンテンツファイルを提供した後に、
　　前記コンピュータデバイスの前記プロセッサによって、前記複数の提示ファイルのう
ちの少なくとも第１の提示ファイルの変更を識別するステップと、
　　少なくとも前記第１の提示ファイルを前記別個のコンピュータデバイスに提供するス
テップであって、前記別個のコンピュータデバイス上で実行される解釈ソフトウェアは、
前記ソフトウェアアプリケーションを別個のコンピュータデバイス上に再インストールま
たは再ロードする必要なく、（ａ）前記機能性と、（ｂ）前記ソフトウェアアプリケーシ
ョンの前記ユーザインターフェースとのうちの少なくとも１つとして、前記第１の提示フ
ァイルを実行するように構成される、ステップと
　を含む、方法。
【請求項８】
　前記コンテンツファイルはさらに、１つ以上のメディアファイルを備える、請求項７に
記載の方法。
【請求項９】
　前記それぞれの命令は、実行時に解釈されたとき、ブラウザアプリケーション内で前記
ソフトウェアアプリケーションの前記ユーザインターフェースを提供するように構成され
る、請求項７または８に記載の方法。
【請求項１０】
　前記ブラウザアプリケーションは、ユーザに不可視的であるように構成される、請求項
９に記載の方法。
【請求項１１】
　前記コンテンツファイルを提供するステップは、無線接続を介して前記コンピュータデ
バイスから前記別個のコンピュータデバイスに前記コンテンツファイルをプッシュ配信す
るステップを含む、請求項７から１０のいずれかに記載の方法。
【請求項１２】
　前記コンテンツファイルを提供するステップは、前記コンテンツファイルを前記別個の
コンピュータデバイスにアクセス可能なネットワーク記憶領域にアップロードするステッ
プを含む、請求項７から１１のいずれかに記載の方法。
【請求項１３】
　前記コンテンツファイルを提供するステップは、ダウンロードするために、前記コンテ
ンツファイルを含有するインストール実行ファイルを提供するステップを含む、請求項７
から１２のいずれかに記載の方法。
【請求項１４】
　前記インストール実行ファイルは、前記解釈ソフトウェアを備える、請求項１３に記載
の方法。
【請求項１５】
　前記インストール実行ファイルは、ウィンドウレスブラウザアプリケーションを備える
、求項１３または１４に記載の方法。
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【請求項１６】
　前記インストール実行ファイルは、更新エージェントを備え、前記更新エージェントは
、前記ソフトウェアアプリケーションの実行中に、
　１つ以上の付加的なコンテンツファイルを受信することであって、前記１つ以上の付加
的なコンテンツファイルのうちの少なくとも１つは、前記コンテンツファイルのうちの第
１のコンテンツファイルのための置換ファイルを備える、ことと、
　前記第１のコンテンツファイルを前記置換ファイルと置換することと
　を行うように構成される、
　請求項１３から１５のいずれかに記載の方法。
【請求項１７】
　前記更新エージェントはさらに、前記第１のコンテンツファイルを前記置換ファイルと
置換した後に、前記ソフトウェアアプリケーションの現在のユーザインターフェースをリ
フレッシュして前記置換ファイルを利用するように構成される、請求項１６に記載の方法
。
【請求項１８】
　モバイルデバイスシミュレータ内で前記ソフトウェアアプリケーションのシミュレーシ
ョンを提示するステップをさらに含み、前記モバイルデバイスシミュレータは、モバイル
デバイス上で前記ソフトウェアアプリケーションの機能性をシミュレートするように、前
記１つ以上の提示ファイルのうちの少なくとも１つの前記命令を解釈する、請求項７から
１７のいずれかに記載の方法。
【請求項１９】
　前記モバイルデバイスシミュレータは、１つ以上の制御を備え、前記１つ以上の制御は
、前記コンピュータデバイスのユーザによって起動されたときに、入力を前記ソフトウェ
アアプリケーションに供給するように構成される、請求項１８に記載の方法。
【請求項２０】
　前記１つ以上の制御のうちの第１の制御を介して、配向入力を受信するステップと、
　前記配向入力に応答して、前記モバイルデバイスシミュレータの表示部分の配向を変更
するステップと
　をさらに含む、請求項１９に記載の方法。
【請求項２１】
　前記１つ以上の制御のうちの第１の制御を介して、デバイスタイプ入力を受信するステ
ップと、
　前記デバイスタイプ入力に応答して、前記デバイスシミュレータの外観を修正するステ
ップであって、前記デバイスシミュレータは、モバイルデバイスフレームと、表示領域と
を備える、ステップと
　をさらに含む、請求項１９または２０に記載の方法。
【請求項２２】
　前記デバイスタイプ入力に応答して、前記モバイルデバイスシミュレータによって提示
される現在のユーザインターフェースをリフレッシュするステップをさらに含む、請求項
２１に記載の方法。
【請求項２３】
　前記コンピュータデバイスの前記プロセッサによって、前記複数の提示ファイルのうち
の少なくとも第２の提示ファイルの変更を識別するステップと、
　前記第２の提示ファイルからの情報を含むように、前記モバイルデバイスシミュレータ
によって提示される現在のユーザインターフェースをリフレッシュするステップと
　をさらに含む、請求項１８から２２のいずれかに記載の方法。
【請求項２４】
　前記第１の提示ファイルを前記別個のコンピュータデバイスに提供するステップは、前
記コンピュータデバイスのユーザから要求を受信することに応答して、前記第１の提示フ
ァイルを提供するステップを含む、請求項７から２３のいずれかに記載の方法。
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【請求項２５】
　前記要求は、１つ以上のコンピュータデバイスを識別し、前記１つ以上のコンピュータ
デバイスは、前記別個のコンピュータデバイスを備える、請求項２４に記載の方法。
【請求項２６】
　前記コンテンツファイルを提供することに先立って、前記コンテンツファイルを備える
インストールファイルを準備するステップをさらに含む、請求項７から２５のいずれかに
記載の方法。
【請求項２７】
　前記インストールファイルを準備するステップは、デジタル署名を前記インストールフ
ァイルに追加するステップを含む、請求項２６に記載の方法。
【請求項２８】
　バージョン制御されたプロジェクトディレクトリに前記コンテンツファイルを記憶する
ステップをさらに含む、請求項７から２７のいずれかに記載の方法。
【請求項２９】
　少なくとも前記第１の提示ファイルの要求を記憶アドレスにおいて受信するステップを
さらに含み、前記第１の提示ファイルを提供するステップは、前記記憶アドレスにおいて
ダウンロードするために前記第１の提示ファイルを提供するステップを含む、請求項７か
ら２８のいずれかに記載の方法。
【請求項３０】
　前記記憶アドレスは、ＵＲＬを備える、請求項２９に記載の方法。
【請求項３１】
　前記第１の提示ファイルを提供するステップは、前記第２のコンピュータデバイスとの
ファイル更新接続を開放するステップを含む、請求項７から３０のいずれかに記載の方法
。
【請求項３２】
　前記第２のコンピュータデバイスは、以前にインストールされたウィンドウレスブラウ
ザアプリケーション内で前記ソフトウェアアプリケーションを実行する、請求項７から３
１のいずれかに記載の方法。
【請求項３３】
　プロセッサによって実行されたときに、前記プロセッサに、
　複数のコンテンツファイルを取得することであって、前記コンテンツファイルは、１つ
以上の提示ファイルを備え、前記１つ以上の提示ファイルの各提示ファイルは、別個のコ
ンピュータデバイスのプロセッサによって実行時に解釈されたときに、（ａ）機能性と、
（ｂ）前記別個のコンピュータデバイス上で実行されるソフトウェアアプリケーションの
ユーザインターフェースとのうちの少なくとも１つを提供するように構成される、それぞ
れの命令を備える、ことと、
　前記コンテンツファイルを前記別個のコンピュータデバイスに提供することと、
　前記コンテンツファイルを提供した後に、
　　前記複数の提示ファイルのうちの少なくとも第１の提示ファイルの変更を識別するこ
とと、
　　少なくとも前記第１の提示ファイルを前記別個のコンピュータデバイスに提供するこ
とであって、前記別個のコンピュータデバイス上で実行される解釈ソフトウェアは、前記
ソフトウェアアプリケーションを前記別個のコンピュータデバイス上に再インストールま
たは再ロードする必要なく、（ａ）前記機能性と、（ｂ）前記ソフトウェアアプリケーシ
ョンの前記ユーザインターフェースとのうちの少なくとも１つとして、前記第１の提示フ
ァイルを実行するように構成される、ことと
　を行わせる一式の命令を記憶する、
　非一過性のコンピュータ可読媒体
【請求項３４】
　前記複数のコンテンツファイルを取得するステップは、遠隔コンピュータデバイスから
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ネットワークを介して、前記複数のコンテンツファイルのうちの少なくとも一部分を取得
するステップを含む、請求項３３に記載のコンピュータ可読媒体。
【請求項３５】
　前記命令は、実行されたときに、さらに前記プロセッサに、前記第１の提示ファイルの
前記変更を識別することに応答して、前記遠隔コンピュータデバイスにアクセス可能な記
憶リポジトリの中で前記第１の提示ファイルの複製を生じさせる、請求項３４に記載のコ
ンピュータ可読媒体。
【請求項３６】
　前記第１の提示ファイルを前記別個のコンピュータデバイスに提供するステップは、前
記ネットワークを介して前記第１の提示ファイルを前記別個のコンピュータデバイスにア
クセス可能にさせるステップを含む、請求項３４または３５に記載のコンピュータ可読媒
体。
【請求項３７】
　コンピュータデバイスのプロセッサによって、複数のコンテンツファイルを取得するス
テップであって、前記コンテンツファイルは、１つ以上の提示ファイルを備える、ステッ
プと、
　前記コンピュータデバイス上で実行されるコンパニオンアプリケーションによって、前
記複数のコンテンツファイルにアクセスするステップと、
　前記コンパニオンアプリケーションによって、前記１つ以上の提示ファイルのうちの少
なくとも第１の提示ファイルを解釈するステップであって、前記第１の提示ファイルを解
釈するステップは、（ａ）機能性と、（ｂ）ソフトウェアアプリケーションのユーザイン
ターフェースとのうちの少なくとも１つをレンダリングするステップを含む、ステップと
、
　前記コンパニオンアプリケーションによって、１つ以上の置換コンテンツファイルを取
得する要求を識別するステップと、
　前記要求に応答して、
　　前記コンパニオンアプリケーションによって、少なくとも第１の置換提示ファイルに
アクセスするステップであって、前記第１の置換提示ファイルは、前記第１の提示ファイ
ルに取って代わるように構成される、ステップと、
　　前記コンパニオンアプリケーションによって、前記第１の置換提示ファイルから解釈
される情報を提示するように前記ソフトウェアアプリケーションのユーザインターフェー
スをリフレッシュするステップと
　を含む、方法。
【請求項３８】
　前記要求は、前記別個のコンピュータデバイスのタッチスクリーンインターフェース上
で行われるジェスチャを含む、請求項３７に記載の方法。
【請求項３９】
　前記要求は、前記別個のコンピュータデバイスのスキャン特徴によって、機械可読指標
をスキャンすることを通して取得される、スキャンデータを備える、請求項３７または３
８に記載の方法。
【請求項４０】
　前記スキャンデータは、ネットワークアドレスを備える、請求項３９に記載の方法。
【請求項４１】
　前記置換提示ファイルにアクセスするステップは、前記置換提示ファイルを取得するよ
うに、ネットワークアドレスにアクセスするステップを含む、請求項３７から４０のいず
れかに記載の方法。
【請求項４２】
　前記コンパニオンアプリケーションは、ウィンドウレスブラウザを備え、前記ソフトウ
ェアアプリケーションの前記ユーザインターフェースは、前記ウィンドウレスブラウザ内
でレンダリングされる、請求項３７から４１のいずれかに記載の方法。
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【請求項４３】
　プロセッサと、
　メモリであって、前記プロセッサによって実行されたときに、前記プロセッサに、
　　複数のコンテンツファイルを取得するステップであって、前記コンテンツファイルは
、１つ以上の提示ファイルを備え、前記コンテンツファイルは、前記コンパニオンアプリ
ケーションによる解釈時に、ソフトウェアアプリケーションを実行する、ステップと、
　　前記複数のコンテンツファイルにアクセスするステップと、
　　前記１つ以上の提示ファイルのうちの少なくとも第１の提示ファイルを解釈するステ
ップであって、前記第１の提示ファイルを解釈するステップは、（ａ）機能性と、（ｂ）
ソフトウェアアプリケーションのユーザインターフェースとのうちの少なくとも１つをレ
ンダリングするステップを含む、ステップと、
　　１つ以上の置換コンテンツファイルを取得する要求を識別するステップと、
　　前記要求に応答して、
　　　少なくとも第１の置換提示ファイルにアクセスするステップであって、前記第１の
置換提示ファイルは、前記第１の提示ファイルに取って代わるように構成される、ステッ
プと、
　　　前記第１の置換提示ファイルから解釈される情報を提示するように前記ソフトウェ
アアプリケーションのユーザインターフェースをリフレッシュするステップと
　を含む、コンテンツファイルを解釈するためのコンパニオンアプリケーションを実行さ
せる、一式の命令を記憶するメモリと
　を備える、システム。
【請求項４４】
　その上に記憶された命令を有する、非一過性のコンピュータ可読媒体であって、前記命
令は、プロセッサによって実行されたときに、前記プロセッサに、
　　複数のコンテンツファイルを取得するステップであって、前記コンテンツファイルは
、１つ以上の提示ファイルを備え、前記コンテンツファイルは、前記コンパニオンアプリ
ケーションによる解釈時に、ソフトウェアアプリケーションを実行する、ステップと、
　　前記複数のコンテンツファイルにアクセスするステップと、
　　前記１つ以上の提示ファイルのうちの少なくとも第１の提示ファイルを解釈するステ
ップであって、前記第１の提示ファイルを解釈するステップは、（ａ）機能性と、（ｂ）
ソフトウェアアプリケーションのユーザインターフェースとのうちの少なくとも１つをレ
ンダリングするステップを含む、ステップと、
　　前記１つ以上の置換コンテンツファイルを取得する要求を識別するステップと、
　　前記要求に応答して、
　　　少なくとも第１の置換提示ファイルにアクセスするステップであって、前記第１の
置換提示ファイルは、前記第１の提示ファイルに取って代わるように構成される、ステッ
プと、
　　　前記第１の置換提示ファイルから解釈される情報を提示するように前記ソフトウェ
アアプリケーションのユーザインターフェースをリフレッシュするステップと
　を含む、コンテンツファイルを解釈するためのコンパニオンアプリケーションを実行さ
せる、
　非一過性のコンピュータ可読媒体。
【発明の詳細な説明】
【背景技術】
【０００１】
　（関連出願）
　本願は、２０１２年１０月２２日に出願され、“Ｅｎｖｉｒｏｎｍｅｎｔ　ａｎｄ　Ｍ
ｅｔｈｏｄ　ｆｏｒ　Ｃｒｏｓｓ－Ｐｌａｔｆｏｒｍ　Ｄｅｖｅｌｏｐｍｅｎｔ　ｏｆ　
Ｓｏｆｔｗａｒｅ　Ａｐｐｌｉｃａｔｉｏｎｓ”と題された、米国出願第１３／６５７，
１４９号に対する優先権を主張するものであり、該出願は、２０１２年２月７日に出願さ
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れ、“Ｅｎｖｉｒｏｎｍｅｎｔ　ａｎｄ　Ｍｅｔｈｏｄ　ｆｏｒ　Ｄｅｖｅｌｏｐｍｅｎ
ｔ　ｏｆ　Ｓｏｆｔｗａｒｅ　ｆｏｒ　Ｗｉｒｅｌｅｓｓ　Ｃｏｍｐｕｔｉｎｇ　Ｄｅｖ
ｉｃｅｓ”と題された、仮出願第６１／５９５，９４５号と、２０１２年５月３日に出願
され、“Ｅｎｖｉｒｏｎｍｅｎｔ　ａｎｄ　Ｍｅｔｈｏｄ　ｆｏｒ　Ｄｅｖｅｌｏｐｍｅ
ｎｔ　ｏｆ　Ｓｏｆｔｗａｒｅ　ｆｏｒ　Ｗｉｒｅｌｅｓｓ　Ｃｏｍｐｕｔｉｎｇ　Ｄｅ
ｖｉｃｅｓ”と題された、仮出願第６１／６４２，１８７号との両方に対する優先権を主
張するものであり、これらのそれぞれは、参照のためにその全内容が本明細書中に援用さ
れる。
【０００２】
　（背景）
　無線コンピュータデバイスは、いくつかの実施例では、携帯電話、スマートフォン、携
帯情報端末、ポータブルマルチメディアプレーヤ、およびタブレットコンピュータを含ん
でもよい。ソフトウェアアプリケーションは、無線コンピュータデバイス上で作動するよ
うにダウンロードされてもよい。いくつかの実装では、ウェブベースのアプリケーション
ストアが、デバイス特有、プラットフォーム特有、またはオペレーティングシステム特有
のソフトウェアアプリケーションダウンロードを無線コンピュータデバイスに提供しても
よい。
【０００３】
　種々のコンピュータデバイスに配布するためのソフトウェアアプリケーションを開発す
るとき、様々なプラットフォーム能力およびプログラミング言語能力（例えば、オブジェ
クティブＣ、Ｊａｖａ（登録商標）、Ｃ＃等）が、開発者に同一のソフトウェアアプリケ
ーションの複数のバージョンを生成させ得る。例えば、スマートフォン、タブレットコン
ピュータ、およびハンドヘルドゲームデバイス等の種々の無線デバイスに配布するための
ソフトウェアアプリケーションを開発するとき、ソフトウェアプログラマは、各デバイス
製造業者および／またはオペレーティングシステムプラットフォームのため、ならびに多
くの場合、単一のデバイス製造業者および／またはオペレーティングシステムプラットフ
ォームにわたる種々のプラットフォームに、異なるバージョンを生成する必要があり得る
。ソフトウェア開発者は、加えて、オンライン（例えば、ブラウザベースの）ソフトウェ
アアプリケーションとして配布するためのソフトウェアの別のバージョンを開発し得る。
【０００４】
　あるコンピュータデバイスプラットフォームについては、ソフトウェア開発キット（Ｓ
ＤＫ）または総合開発環境（ＩＤＥ）（例えば、Ａｐｐｌｅ，　Ｉｎｃ．によるｘＣｏｄ
ｅＴＭ、Ｅｃｌｉｐｓｅ　Ｆｏｕｎｄａｔｉｏｎ（Ｏｔｔａｗａ，　Ｃａｎａｄａ）によ
るＥｃｌｉｐｓｅ、ＭｉｃｒｏｓｏｆｔによるＶｉｓｕａｌ　Ｓｔｕｄｉｏ（登録商標）
、Ｉｎｔｅｒｎａｔｉｏｎａｌ　Ｂｕｓｉｎｅｓｓ　Ｍａｃｈｉｎｅｓ　Ｃｏｒｐ．（Ｉ
ＢＭ）（Ａｒｍｏｎｋ，　ＮＹ）によるＷｅｂＳｐｈｅｒｅ（登録商標）ソフトウェア用
のＲａｔｉｏｎａｌ　Ａｐｐｌｉｃａｔｉｏｎディベロッパ等）が、プラットフォーム互
換性ソフトウェアアプリケーションの開発のために製造業者によって提供される。各ソフ
トウェア開発キットを購入し、各フトウェア開発キットの能力および機能性を習得する際
に消費される経費および時間は、複数の開発プラットフォームにわたってソフトウェアア
プリケーションを支給する際に開発者にとって不利益になり得る。
【０００５】
　複数のコンピュータデバイスプラットフォーム上に展開するために準備され得る、クロ
スプラットフォームソフトウェアアプリケーションを開発するツールおよび機能性をソフ
トウェア開発者に提供する、開発環境の必要性がある。
【発明の概要】
【課題を解決するための手段】
【０００６】
　いくつかの実装では、本開示は、コンピュータデバイス用のソフトウェアの開発のため
の環境および方法を対象とし得る。開発プロセスは、いくつかの実装では、２つ以上のコ
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ンピュータデバイスプラットフォーム上に展開するためのソフトウェアアプリケーション
のクロスプラットフォーム開発を含んでもよい。コンピュータデバイスプラットフォーム
は、いくつかの実施例では、デバイスオペレーティングシステム（例えば、Ｍｉｃｒｏｓ
ｏｆｔ　Ｃｏｒｐｏｒａｔｉｏｎ（Ｒｅｄｍｏｎｄ，　ＷＡ）によるＭｉｃｒｏｓｏｆｔ
（登録商標）　Ｗｉｎｄｏｗｓ（登録商標）、Ｌｉｎｕｘ（登録商標）、Ａｐｐｌｅ　Ｉ
ｎｃ．（Ｃｕｐｅｒｔｉｎｏ，　ＣＡ）によるＡｐｐｌｅ（登録商標）　ＭａｃＴＭ　Ｏ
Ｓ、Ｒｅｓｅａｒｃｈ　ｉｎ　Ｍｏｔｉｏｎ　Ｌｉｍｉｔｅｄ（Ｗａｔｅｒｌｏｏ，　Ｏ
ｎｔａｒｉｏ）によるＲｅｓｅａｒｃｈ　ｉｎ　Ｍｏｔｉｏｎ　（ＲＩＭ）　Ｂｌａｃｋ
ｂｅｒｒｙ（登録商標）　ＯＳ等）、オペレーティングシステムバージョン、デバイスア
プリケーションフォーマット（例えば、Ａｐｐｌｅ　Ｉｎｃ．によるＡｐｐｌｅ（登録商
標）　ｉＯＳＴＭ、Ｇｏｏｇｌｅ　Ｉｎｃ．（Ｍｅｎｌｏ　Ｐａｒｋ，　ＣＡ）によるＡ
ｎｄｒｏｉｄＴＭ、Ｍｉｃｒｏｓｏｆｔ　ＣｏｒｐｏｒａｔｉｏｎによるＷｉｎｄｏｗｓ
（登録商標）　Ｐｈｏｎｅ、Ｈｅｗｌｅｔｔ－Ｐａｃｋａｒｄ　Ｃｏｍｐａｎｙ（Ｐａｌ
ｏ　Ａｌｔｏ，　ＣＡ）によるＰａｌｍＴＭ　ｗｅｂＯＳＴＭ、Ａｃｃｅｎｔｕｒｅ　Ｐ
ＬＣ（Ｄｕｂｌｉｎ，　Ｉｒｅｌａｎｄ）によるＳｙｍｂｉａｎＴＭ、Ｓａｍｓｕｎｇ　
Ｅｌｅｃｔｒｏｎｉｃｓ（Ｓｅｏｕｌ，　Ｓ．　Ｋｏｒｅａ）によるＢａｄａＴＭ等）、
およびデバイス周辺構成（例えば、いくつかの実施例では、センサ、スピーカ、マイクロ
ホン、仮想および／または小型キーボード、ボタン、および他の物理制御入力等の入出力
デバイス）のうちの１つ以上等の特定の一式の構成パラメータを指し得る。
【０００７】
　本明細書で説明されるように、総合クラウド環境（ＩＣＥ）は、いくつかの実装では、
２つ以上のコンピュータデバイスプラットフォーム上で作動するようにコンパイルされ得
る、クロスプラットフォームソフトウェアアプリケーションを開発するためのインターフ
ェースを提供してもよい。いくつかの実装では、総合クラウド環境は、いくつかの無線コ
ンピュータデバイスプラットフォーム用のソフトウェアアプリケーションを設計、構築、
コンパイル、試験、および／または配布するための特徴を含んでもよい。いくつかの実装
では、総合クラウド環境は、加えて、ウェブベースのアプリケーション（例えば、ブラウ
ザベースのウェブアプリケーション、Ｆａｃｅｂｏｏｋ，　Ｉｎｃ．（Ｃａｍｂｒｉｄｇ
ｅ，　ＭＡ）によるＦａｃｅｂｏｏｋ（登録商標）と互換性があるアプリケーション、Ｍ
ｉｃｒｏｓｏｆｔによるＡＳＰ．ＮＥＴ等のサーバ側ウェブアプリケーション等）用のソ
フトウェアアプリケーションを設計、構築、コンパイル、試験、および／または配布する
ための特徴を提供してもよい。総合クラウド環境は、いくつかの実装では、個々のソフト
ウェア開発キット（ＳＤＫ）または総合開発環境（ＩＤＥ）（例えば、Ａｐｐｌｅ，　Ｉ
ｎｃ．によるｘＣｏｄｅＴＭ、Ｅｃｌｉｐｓｅ　Ｆｏｕｎｄａｔｉｏｎ（Ｏｔｔａｗａ，
　Ｃａｎａｄａ）によるＥｃｌｉｐｓｅ　、ＭｉｃｒｏｓｏｆｔによるＶｉｓｕａｌ　Ｓ
ｔｕｄｉｏ（登録商標）、Ｉｎｔｅｒｎａｔｉｏｎａｌ　Ｂｕｓｉｎｅｓｓ　Ｍａｃｈｉ
ｎｅｓ　Ｃｏｒｐ．（ＩＢＭ）（Ａｒｍｏｎｋ，　ＮＹ）によるＷｅｂＳｐｈｅｒｅ（登
録商標）ソフトウェア用のＲａｔｉｏｎａｌ　Ａｐｐｌｉｃａｔｉｏｎディベロッパ等）
から除去される開発環境、および／または典型的には無線コンピュータデバイスおよびウ
ェブアプリケーションの種々のプラットフォーム用のソフトウェアアプリケーションを開
発するために使用されるプログラミング言語（例えば、オブジェクティブＣ、Ｊａｖａ（
登録商標）、Ｃ＃等）を開発者に提供してもよい。いくつかの実装では、クロスプラット
フォームソフトウェアアプリケーションの開発のための総合クラウド環境は、クロスプラ
ットフォームソフトウェアアプリケーションのプラットフォーム非依存型バージョンを開
発してシミュレートするためにローカル開発コンピュータデバイス上にインストールされ
る、アプリケーションディベロッパインタフェースを伴ってもよい。クロスプラットフォ
ームソフトウェアアプリケーションの開発のための総合クラウド環境は、いくつかの実装
では、インターネットブラウザプログラムを通して開発者に提示される、アプリケーショ
ンディベロッパインターフェースを伴ってもよい。アプリケーションディベロッパインタ
ーフェースは、例えば、特定のコンピュータデバイスプラットフォームに向けたアプリケ
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ーション開発のために提供される、種々のソフトウェア開発キットまたは総合開発環境の
側面を使用して、プラットフォーム特有のファイルを伴うプラットフォーム非依存型開発
ファイルをコンパイルするための総合クラウド環境への通信チャネルを開発者に提供して
もよい。
【０００８】
　いくつかの実装では、種々のコンピュータデバイス用のクロスプラットフォーム開発は
、いくつかの実施例では、ハイパーテキストマークアップ言語（ＨｙｐｅｒＴｅｘｔ　Ｍ
ａｒｋｕｐ　Ｌａｎｇｕａｇｅ；ＨＴＭＬ）等のマークアップ言語、Ｊａｖａ（登録商標
）Ｓｃｒｉｐｔ等のインタープリタ型言語、およびカスケーディングスタイルシート（Ｃ
ａｓｃａｄｉｎｇ　Ｓｔｙｌｅ　Ｓｈｅｅｔｓ；ＣＳＳ）等のスタイルシート言語等の非
コンパイラ型リソースファイル（例えば、本明細書で使用されるような「提示ファイル」
）を通して、開発者がアプリケーションの挙動の多くを定義することを可能にする、抽象
化層を通して可能にされ得る。提示ファイルは、例えば、センサ、制御、および入出力機
構等のデバイス周辺機器と相互作用するためのコマンドを含んでもよい。いくつかの実装
では、提示ファイルはさらに、デバイスまたはプラットフォーム特有のアプリケーション
プログラミングインターフェース（ＡＰＩ）等のウェブベースのサービスと相互作用する
ためのコマンドを含んでもよい。いくつかの実装では、提示ファイルをプラットフォーム
特有の無線コンピュータデバイスコマンドに変換するための抽象化層は、Ａｐａｃｈｅ　
Ｓｏｆｔｗａｒｅ　Ｆｏｕｎｄａｔｉｏｎ（Ｆｏｒｅｓｔ　Ｈｉｌｌ，　Ｍａｒｙｌａｎ
ｄ）によるＡｐａｃｈｅ　Ｃｏｒｄｏｖａプラットフォームを使用して開発されてもよい
。
【０００９】
　提示ファイルは、いくつかの実装では、コンピュータデバイス上での実行時に、ユーザ
とコンピュータデバイスとの間の相互作用を可能にするように解釈されてもよい。いくつ
かの実装では、提示ファイルは、コンピュータデバイスのブラウザエンジン特徴によって
解釈されてもよい。いくつかの実装では、提示ファイルは、コンピュータデバイス上でレ
ンダリングされる「ウィンドウレス」（例えば、ブラウザ境界を画定しない全画面等）ウ
ェブブラウザインターフェースの中で提示するために提供されてもよい。いくつかの実装
では、提示ファイルは、提示ファイルに組み込まれたメディアファイルへのリンクを通し
てアプリケーションの実行中にアクセスされて提示され得る、音声、画像、およびビデオ
ファイル等のいくつかのメディアファイルと組み合わせられてもよい。メディアファイル
および提示ファイルの組み合わせは、いくつかの実装では、クロスプラットフォームアプ
リケーションプロジェクトの「コンテンツファイル」と称され得る。
【００１０】
　一側面では、本開示は、コンピュータデバイスのプロセッサによって、いくつかのコン
テンツファイルを取得するステップを含む、方法を対象とし、コンテンツファイルは、１
つ以上の提示ファイルを含み、１つ以上の提示ファイルの各提示ファイルは、別個のコン
ピュータデバイスのプロセッサによって実行時に解釈されたときに、（ａ）機能性および
（ｂ）別個のコンピュータデバイス上で実行されるソフトウェアアプリケーションのユー
ザインターフェースのうちの少なくとも１つを提供するように構成される、それぞれの命
令を含む。本方法はさらに、コンテンツファイルを別個のコンピュータデバイスに提供す
るステップを含んでもよい。コンテンツファイルを提供した後に、本方法はさらに、コン
ピュータデバイスのプロセッサによって、いくつかの提示ファイルのうちの少なくとも第
１の提示ファイルの変更を識別するステップと、少なくとも第１の提示ファイルを別個の
コンピュータデバイスに提供するステップとを含んでもよく、ソフトウェアアプリケーシ
ョンは、ソフトウェアアプリケーションを別個のコンピュータデバイス上に再インストー
ルまたは再ロードする必要なく、（ａ）機能性および（ｂ）ソフトウェアアプリケーショ
ンのユーザインターフェースのうちの少なくとも１つとして、第１の提示ファイルを実行
するように構成される。
【００１１】
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　いくつかの実施形態では、コンテンツファイルはさらに、１つ以上のメディアファイル
を含む。それぞれの命令は、実行時に解釈されたとき、ブラウザアプリケーション内でソ
フトウェアアプリケーションのユーザインターフェースを提供するように構成されてもよ
い。ブラウザアプリケーションは、ユーザに不可視的であるように構成されてもよい。
【００１２】
　いくつかの実施形態では、コンテンツファイルを提供するステップは、無線接続を介し
てコンピュータデバイスから別個のコンピュータデバイスにコンテンツファイルをプッシ
ュ配信するステップを含んでもよい。コンテンツファイルを提供するステップは、コンテ
ンツファイルを別個のコンピュータデバイスにアクセス可能なネットワーク記憶領域にア
ップロードするステップを含んでもよい。コンテンツファイルを提供するステップは、ダ
ウンロードするために、コンテンツファイルを含有するインストール実行ファイルを提供
するステップを含んでもよい。
【００１３】
　インストール実行ファイルは、ウィンドウレスブラウザアプリケーションを含んでもよ
い。インストール実行ファイルは、更新エージェントを含んでもよく、更新エージェント
は、ソフトウェアアプリケーションの実行中に、１つ以上の付加的なコンテンツファイル
のうちの少なくとも１つが、コンテンツファイルのうちの第１のコンテンツファイルのた
めの置換ファイルを含む、１つ以上の付加的なコンテンツファイルを受信し、第１のコン
テンツファイルを置換ファイルと置換するように構成される。更新エージェントはさらに
、第１のコンテンツファイルを置換ファイルと置換した後に、ソフトウェアアプリケーシ
ョンの現在のユーザインターフェースをリフレッシュして置換ファイルを利用するように
構成されてもよい。
【００１４】
　いくつかの実施形態では、本方法はさらに、モバイルデバイスシミュレータ内でソフト
ウェアアプリケーションのシミュレーションを提示するステップを含んでもよく、モバイ
ルデバイスシミュレータは、モバイルデバイス上でソフトウェアアプリケーションの機能
性をシミュレートするように、１つ以上の提示ファイルのうちの少なくとも１つの命令を
解釈する。モバイルデバイスシミュレータは、１つ以上の制御を含んでもよく、１つ以上
の制御は、コンピュータデバイスのユーザによって起動されたときに、入力をソフトウェ
アアプリケーションに供給するように構成される。本方法はさらに、１つ以上の制御のう
ちの第１の制御を介して、配向入力を受信するステップと、配向入力に応答して、モバイ
ルデバイスシミュレータの表示部分の配向を変更するステップとを含んでもよい。
【００１５】
　本方法はさらに、１つ以上の制御のうちの第１の制御を介して、デバイスタイプ入力を
受信するステップと、デバイスタイプ入力に応答して、デバイスシミュレータの外観を修
正するステップとを含んでもよく、デバイスシミュレータは、モバイルデバイスフレーム
と、表示領域とを含む。本方法はさらに、デバイスタイプ入力に応答して、モバイルデバ
イスシミュレータによって提示される現在のユーザインターフェースをリフレッシュする
ステップを含んでもよい。本方法はさらに、コンピュータデバイスのプロセッサによって
、いくつかの提示ファイルのうちの少なくとも第２の提示ファイルの変更を識別するステ
ップと、第２の提示ファイルからの情報を含むように、モバイルデバイスシミュレータに
よって提示される現在のユーザインターフェースをリフレッシュするステップとを含んで
もよい。
【００１６】
　いくつかの実施形態では、第１の提示ファイルを別個のコンピュータデバイスに提供す
るステップは、コンピュータデバイスのユーザから要求を受信することに応答して、第１
の提示ファイルを提供するステップを含む。要求は、１つ以上のコンピュータデバイスを
識別してもよく、１つ以上のコンピュータデバイスは、別個のコンピュータデバイスを含
む。
【００１７】
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　本方法はさらに、コンテンツファイルを提供することに先立って、コンテンツファイル
を含むインストールファイルを準備するステップを含んでもよい。インストールファイル
を準備するステップは、デジタル署名をインストールファイルに追加するステップを含ん
でもよい。
【００１８】
　いくつかの実施形態では、本方法はさらに、バージョン制御されたプロジェクトディレ
クトリにコンテンツファイルを記憶するステップを含む。本方法はさらに、少なくとも第
１の提示ファイルの要求を記憶アドレスにおいて受信するステップを含んでもよく、第１
の提示ファイルを提供するステップは、記憶アドレスにおいてダウンロードするために第
１の提示ファイルを提供するステップを含む。記憶アドレスは、ＵＲＬを含んでもよい。
第１の提示ファイルを提供するステップは、第２のコンピュータデバイスとのファイル更
新接続を開放するステップを含んでもよい。第２のコンピュータデバイスは、以前にイン
ストールされたウィンドウレスブラウザアプリケーション内でソフトウェアアプリケーシ
ョンを実行してもよい。
【００１９】
　一側面では、本開示は、コンピュータデバイスのプロセッサによって、いくつかのコン
テンツファイルを取得するステップを含む、方法を対象とし、コンテンツファイルは、１
つ以上の提示ファイルを含む。本方法は、コンピュータデバイス上で実行されるコンパニ
オンアプリケーションによって、いくつかのコンテンツファイルにアクセスするステップ
と、コンパニオンアプリケーションによって、１つ以上の提示ファイルのうちの少なくと
も第１の提示ファイルを解釈するステップとを含んでもよく、第１の提示ファイルを解釈
するステップは、（ａ）機能性および（ｂ）ソフトウェアアプリケーションのユーザイン
ターフェースのうちの少なくとも１つをレンダリングするステップを含む。本方法は、コ
ンパニオンアプリケーションによって、１つ以上の置換コンテンツファイルを取得する要
求を識別するステップと、要求に応答して、コンパニオンアプリケーションによって、少
なくとも第１の置換提示ファイルにアクセスするステップとを含んでもよく、第１の置換
提示ファイルは、第１の提示ファイルに取って代わるように構成される。本方法は、コン
パニオンアプリケーションによって、第１の置換提示ファイルから解釈される情報を提示
するようにソフトウェアアプリケーションのユーザインターフェースをリフレッシュする
ステップを含んでもよい。
【００２０】
　いくつかの実施形態では、要求は、別個のコンピュータデバイスのタッチスクリーンイ
ンターフェース上で行われるジェスチャを含む。要求は、別個のコンピュータデバイスの
スキャン特徴によって、機械可読指標をスキャンすることを通して取得される、スキャン
データを含んでもよい。スキャンデータは、ネットワークアドレスを含んでもよい。置換
提示ファイルにアクセスするステップは、置換提示ファイルを取得するように、ネットワ
ークアドレスにアクセスするステップを含んでもよい。コンパニオンアプリケーションは
、ウィンドウレスブラウザを含んでもよく、ソフトウェアアプリケーションのユーザイン
ターフェースは、ウィンドウレスブラウザ内でレンダリングされる。
【００２１】
　一側面では、本開示は、プロセッサと、プロセッサによって実行されたときにプロセッ
サにいくつかのコンテンツファイルを取得させる、一式の命令を記憶する、非一過性のコ
ンピュータ可読媒体とを含む、システムを対象とし、コンテンツファイルは、１つ以上の
提示ファイルを含み、１つ以上の提示ファイルの各提示ファイルは、別個のコンピュータ
デバイスのプロセッサによって実行時に解釈されたときに、（ａ）機能性および（ｂ）別
個のコンピュータデバイス上で実行されるソフトウェアアプリケーションのユーザインタ
ーフェースのうちの少なくとも１つを提供するように構成される、それぞれの命令を含む
。命令は、実行されたときに、プロセッサに、コンテンツファイルをいくつかの別個のコ
ンピュータデバイスに提供させ、コンテンツファイルを提供した後に、いくつかの提示フ
ァイルのうちの少なくとも第１の提示ファイルの変更を識別させ、少なくとも第１の提示
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ファイルをいくつかの別個のコンピュータデバイスのうちの少なくとも第１のコンピュー
タデバイスに提供させてもよく、ソフトウェアアプリケーションは、ソフトウェアアプリ
ケーションを再インストールまたは再ロードする必要なく、（ａ）機能性および（ｂ）ソ
フトウェアアプリケーションのユーザインターフェースのうちの少なくとも１つとして、
第１の提示ファイルを実行するように構成される。
【００２２】
　いくつかの実施形態では、第１のコンピュータデバイスは、有線接続を介して本システ
ムと通信している。少なくとも第１の提示ファイルを提供するステップは、少なくとも第
１の提示ファイルを第２のコンピュータデバイスに提供するステップを含んでもよく、第
２のコンピュータデバイスは、無線接続を介して本システムと通信している。命令は、実
行されたときに、さらに、少なくとも第１の提示ファイルを提供することに先立って、プ
ロセッサに、無線ネットワーク上のいくつかのコンピュータデバイスのうちの少なくとも
１つのコンピュータデバイスを識別させてもよく、少なくとも１つのコンピュータデバイ
スは、第１のコンピュータデバイスを含む。第１の提示ファイルを第１のコンピュータデ
バイスに提供するステップは、無線ネットワークにわたって第１の提示ファイルを提供す
るステップを含んでもよい。第１の提示ファイルを第１のコンピュータデバイスに提供す
るステップは、第１のコンピュータデバイス上で実行されるダウンロードエージェントと
のファイル共有接続を開放するステップを含んでもよい。
【００２３】
　いくつかの実施形態では、本システムはさらに、入力デバイスを含み、命令は、実行さ
れたときに、さらに、少なくとも第１の提示ファイルを提供することに先立って、プロセ
ッサに、入力デバイスを介して、いくつかののコンピュータデバイスのうちの少なくとも
１つのコンピュータデバイスの指示を受信させ、少なくとも１つのコンピュータデバイス
は、第１のコンピュータデバイスを含む。第１の提示ファイルを提供するステップは、指
示に応答して、第１の提示ファイルを少なくとも１つのコンピュータデバイスに提供する
ステップを含んでもよい。
【００２４】
　一側面では、本開示は、プロセッサによって実行されたときに、プロセッサにいくつか
のコンテンツファイルを取得させる、一式の命令を記憶する、非一過性のコンピュータ可
読媒体を対象とし、コンテンツファイルは、１つ以上の提示ファイルを含み、１つ以上の
提示ファイルの各提示ファイルは、別個のコンピュータデバイスのプロセッサによって実
行時に解釈されたときに、（ａ）機能性および（ｂ）別個のコンピュータデバイス上で実
行されるソフトウェアアプリケーションのユーザインターフェースのうちの少なくとも１
つを提供するように構成される、それぞれの命令を含む。命令は、実行されたときに、さ
らにプロセッサに、コンテンツファイルを別個のコンピュータデバイスに提供させ、コン
テンツファイルを提供した後に、いくつかの提示ファイルのうちの少なくとも第１の提示
ファイルの変更を識別させ、少なくとも第１の提示ファイルを別個のコンピュータデバイ
スに提供させてもよく、ソフトウェアアプリケーションは、ソフトウェアアプリケーショ
ンを別個のコンピュータデバイス上に再インストールまたは再ロードする必要なく、（ａ
）機能性および（ｂ）ソフトウェアアプリケーションのユーザインターフェースのうちの
少なくとも１つとして、第１の提示ファイルを実行するように構成される。
【００２５】
　いくつかの実施形態では、いくつかのコンテンツファイルを取得するステップは、遠隔
コンピュータデバイスからネットワークを介して、いくつかのコンテンツファイルのうち
の少なくとも一部分を取得するステップを含む。命令は、実行されたときに、さらにプロ
セッサに、第１の提示ファイルの変更を識別することに応答して、遠隔コンピュータデバ
イスにアクセス可能な記憶リポジトリの中で第１の提示ファイルの複製を生じさせてもよ
い。第１の提示ファイルを別個のコンピュータデバイスに提供するステップは、ネットワ
ークを介して第１の提示ファイルを別個のコンピュータデバイスにアクセス可能にさせる
ステップを含んでもよい。
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【００２６】
　添付図面と併せて解釈される以下の説明を参照することによって、本開示の先述および
他の目的、側面、特徴、および利点が、より明白となり、より理解されるであろう。
【図面の簡単な説明】
【００２７】
【図１Ａ】図１Ａ－１Ｆは、コンピュータデバイス用のソフトウェアアプリケーションを
作成するために使用され得るソフトウェア開発環境を図示する、システム図である。
【図１Ｂ】図１Ａ－１Ｆは、コンピュータデバイス用のソフトウェアアプリケーションを
作成するために使用され得るソフトウェア開発環境を図示する、システム図である。
【図１Ｃ】図１Ａ－１Ｆは、コンピュータデバイス用のソフトウェアアプリケーションを
作成するために使用され得るソフトウェア開発環境を図示する、システム図である。
【図１Ｄ】図１Ａ－１Ｆは、コンピュータデバイス用のソフトウェアアプリケーションを
作成するために使用され得るソフトウェア開発環境を図示する、システム図である。
【図１Ｅ】図１Ａ－１Ｆは、コンピュータデバイス用のソフトウェアアプリケーションを
作成するために使用され得るソフトウェア開発環境を図示する、システム図である。
【図１Ｆ】図１Ａ－１Ｆは、コンピュータデバイス用のソフトウェアアプリケーションを
作成するために使用され得るソフトウェア開発環境を図示する、システム図である。
【図２Ａ】図２Ａ－２Ｃは、コンピュータデバイス用のソフトウェアアプリケーションを
開発するために使用され得る例示的方法を図示する、フローチャートである。
【図２Ｂ】図２Ａ－２Ｃは、コンピュータデバイス用のソフトウェアアプリケーションを
開発するために使用され得る例示的方法を図示する、フローチャートである。
【図２Ｃ】図２Ａ－２Ｃは、コンピュータデバイス用のソフトウェアアプリケーションを
開発するために使用され得る例示的方法を図示する、フローチャートである。
【図３Ａ】図３Ａおよび３Ｂは、コンピュータデバイス用のソフトウェアアプリケーショ
ンを作成するために使用され得る付加的な例示的方法を図示する、フローチャートである
。
【図３Ｂ】図３Ａおよび３Ｂは、コンピュータデバイス用のソフトウェアアプリケーショ
ンを作成するために使用され得る付加的な例示的方法を図示する、フローチャートである
。
【図４Ａ】図４Ａおよび４Ｂは、コンピュータデバイス用のソフトウェアアプリケーショ
ンを開発するために使用され得るさらなる例示的方法を図示する、フローチャートである
。
【図４Ｂ】図４Ａおよび４Ｂは、コンピュータデバイス用のソフトウェアアプリケーショ
ンを開発するために使用され得るさらなる例示的方法を図示する、フローチャートである
。
【図５Ａ】図５Ａ－５Ｈは、コンピュータデバイス用のソフトウェアアプリケーションを
作成するために使用され得る、ソフトウェア開発環境用の例示的ユーザインターフェース
を図示する。
【図５Ｂ】図５Ａ－５Ｈは、コンピュータデバイス用のソフトウェアアプリケーションを
作成するために使用され得る、ソフトウェア開発環境用の例示的ユーザインターフェース
を図示する。
【図５Ｃ】図５Ａ－５Ｈは、コンピュータデバイス用のソフトウェアアプリケーションを
作成するために使用され得る、ソフトウェア開発環境用の例示的ユーザインターフェース
を図示する。
【図５Ｄ】図５Ａ－５Ｈは、コンピュータデバイス用のソフトウェアアプリケーションを
作成するために使用され得る、ソフトウェア開発環境用の例示的ユーザインターフェース
を図示する。
【図５Ｅ】図５Ａ－５Ｈは、コンピュータデバイス用のソフトウェアアプリケーションを
作成するために使用され得る、ソフトウェア開発環境用の例示的ユーザインターフェース
を図示する。
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【図５Ｆ】図５Ａ－５Ｈは、コンピュータデバイス用のソフトウェアアプリケーションを
作成するために使用され得る、ソフトウェア開発環境用の例示的ユーザインターフェース
を図示する。
【図５Ｇ】図５Ａ－５Ｈは、コンピュータデバイス用のソフトウェアアプリケーションを
作成するために使用され得る、ソフトウェア開発環境用の例示的ユーザインターフェース
を図示する。
【図５Ｈ】図５Ａ－５Ｈは、コンピュータデバイス用のソフトウェアアプリケーションを
作成するために使用され得る、ソフトウェア開発環境用の例示的ユーザインターフェース
を図示する。
【図６】図６は、コンピュータデバイス用のソフトウェアアプリケーションを作成するた
めの別の例示的ネットワーク環境のブロック図である。
【図７】図７は、コンピュータデバイスおよびモバイルコンピュータデバイスのブロック
図である。
【発明を実施するための形態】
【００２８】
　本開示の特徴および利点は、類似参照文字が全体を通して対応する要旨を識別する、図
面と併せて解釈されたときに、以下に記載される発明を実施するための形態から、より明
白となるであろう。図面では、類似参照番号は、概して、同一の、機能的に類似する、お
よび／または構造的に類似する要素を示す。
【００２９】
　いくつかの実装では、本開示は、コンピュータデバイス用のソフトウェアの開発のため
の環境および方法を対象とし得る。開発プロセスは、いくつかの実装では、２つ以上のコ
ンピュータデバイスプラットフォーム上に展開するためのソフトウェアアプリケーション
のクロスプラットフォーム開発を含んでもよい。コンピュータデバイスプラットフォーム
は、いくつかの実施例では、デバイスオペレーティングシステム（例えば、Ｍｉｃｒｏｓ
ｏｆｔ　Ｃｏｒｐｏｒａｔｉｏｎ（Ｒｅｄｍｏｎｄ，　ＷＡ）によるＭｉｃｒｏｓｏｆｔ
（登録商標）　Ｗｉｎｄｏｗｓ（登録商標）、Ｌｉｎｕｘ（登録商標）、Ａｐｐｌｅ　Ｉ
ｎｃ．（Ｃｕｐｅｒｔｉｎｏ，　ＣＡ）によるＡｐｐｌｅ（登録商標）　ＭａｃＴＭ　Ｏ
Ｓ、Ｒｅｓｅａｒｃｈ　ｉｎ　Ｍｏｔｉｏｎ　Ｌｉｍｉｔｅｄ（Ｗａｔｅｒｌｏｏ，　Ｏ
ｎｔａｒｉｏ）によるＲｅｓｅａｒｃｈ　ｉｎ　Ｍｏｔｉｏｎ　（ＲＩＭ）　Ｂｌａｃｋ
ｂｅｒｒｙ（登録商標）　ＯＳ等）、オペレーティングシステムバージョン、デバイスア
プリケーションフォーマット（例えば、Ａｐｐｌｅ　Ｉｎｃ．によるＡｐｐｌｅ（登録商
標）　ｉＯＳＴＭ、Ｇｏｏｇｌｅ　Ｉｎｃ．（Ｍｅｎｌｏ　Ｐａｒｋ，　ＣＡ）によるＡ
ｎｄｒｏｉｄＴＭ、Ｍｉｃｒｏｓｏｆｔ　ＣｏｒｐｏｒａｔｉｏｎによるＷｉｎｄｏｗｓ
（登録商標）　Ｐｈｏｎｅ、Ｈｅｗｌｅｔｔ－Ｐａｃｋａｒｄ　Ｃｏｍｐａｎｙ（Ｐａｌ
ｏ　Ａｌｔｏ，　ＣＡ）によるＰａｌｍＴＭ　ｗｅｂＯＳＴＭ、Ａｃｃｅｎｔｕｒｅ　Ｐ
ＬＣ（Ｄｕｂｌｉｎ，　Ｉｒｅｌａｎｄ）によるＳｙｍｂｉａｎＴＭ、Ｓａｍｓｕｎｇ　
Ｅｌｅｃｔｒｏｎｉｃｓ（Ｓｅｏｕｌ，　Ｓ．　Ｋｏｒｅａ）によるＢａｄａＴＭ等）、
およびデバイス周辺構成（例えば、いくつかの実施例では、センサ、スピーカ、マイクロ
ホン、仮想および／または小型キーボード、ボタン、および他の物理制御入力等の入出力
デバイス）のうちの１つ以上等の特定の一式の構成パラメータを指し得る。
【００３０】
　本明細書で説明されるように、総合クラウド環境（ＩＣＥ）は、いくつかの実装では、
２つ以上のコンピュータデバイスプラットフォーム上で作動するようにコンパイルされ得
る、クロスプラットフォームソフトウェアアプリケーションを開発するためのインターフ
ェースを提供してもよい。いくつかの実装では、総合クラウド環境は、いくつかの無線コ
ンピュータデバイスプラットフォーム用のソフトウェアアプリケーションを設計、構築、
コンパイル、試験、および／または配布するための特徴を含んでもよい。いくつかの実装
では、総合クラウド環境は、加えて、ウェブベースのアプリケーション（例えば、ブラウ
ザベースのウェブアプリケーション、Ｆａｃｅｂｏｏｋ，　Ｉｎｃ．（Ｃａｍｂｒｉｄｇ
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ｅ，　ＭＡ）によるＦａｃｅｂｏｏｋ（登録商標）と互換性があるアプリケーション、Ｍ
ｉｃｒｏｓｏｆｔによるＡＳＰ．ＮＥＴ等のサーバ側ウェブアプリケーション等）用のソ
フトウェアアプリケーションを設計、構築、コンパイル、試験、および／または配布する
ための特徴を提供してもよい。総合クラウド環境は、いくつかの実装では、個々のソフト
ウェア開発キット（ＳＤＫ）または総合開発環境（ＩＤＥ）（例えば、Ａｐｐｌｅ，　Ｉ
ｎｃ．によるｘＣｏｄｅＴＭ、Ｅｃｌｉｐｓｅ　Ｆｏｕｎｄａｔｉｏｎ（Ｏｔｔａｗａ，
　Ｃａｎａｄａ）によるＥｃｌｉｐｓｅ、ＭｉｃｒｏｓｏｆｔによるＶｉｓｕａｌ　Ｓｔ
ｕｄｉｏ（登録商標）、Ｉｎｔｅｒｎａｔｉｏｎａｌ　Ｂｕｓｉｎｅｓｓ　Ｍａｃｈｉｎ
ｅｓ　Ｃｏｒｐ．（ＩＢＭ）（Ａｒｍｏｎｋ，　ＮＹ）によるＷｅｂＳｐｈｅｒｅ（登録
商標）ソフトウェア用のＲａｔｉｏｎａｌ　Ａｐｐｌｉｃａｔｉｏｎディベロッパ等）か
ら除去される開発環境、および／または典型的には無線コンピュータデバイスおよびウェ
ブアプリケーションの種々のプラットフォーム用のソフトウェアアプリケーションを開発
するために使用されるプログラミング言語（例えば、オブジェクティブＣ、Ｊａｖａ（登
録商標）、Ｃ＃等）を開発者に提供してもよい。いくつかの実装では、クロスプラットフ
ォームソフトウェアアプリケーションの開発のための総合クラウド環境は、クロスプラッ
トフォームソフトウェアアプリケーションのプラットフォーム非依存型バージョンを開発
してシミュレートするためにローカル開発コンピュータデバイス上にインストールされる
、アプリケーションディベロッパインタフェースを伴ってもよい。クロスプラットフォー
ムソフトウェアアプリケーションの開発のための総合クラウド環境は、いくつかの実装で
は、インターネットブラウザプログラムを通して開発者に提示される、アプリケーション
ディベロッパインターフェースを伴ってもよい。アプリケーションディベロッパインター
フェースは、例えば、特定のコンピュータデバイスプラットフォームに向けたアプリケー
ション開発のために提供される、種々のソフトウェア開発キットまたは総合開発環境の側
面を使用して、プラットフォーム特有のファイルを伴うプラットフォーム非依存型開発フ
ァイルをコンパイルするための総合クラウド環境への通信チャネルを開発者に提供しても
よい。
【００３１】
　いくつかの実装では、種々のコンピュータデバイス用のクロスプラットフォーム開発は
、いくつかの実施例では、ハイパーテキストマークアップ言語（ＨｙｐｅｒＴｅｘｔ　Ｍ
ａｒｋｕｐ　Ｌａｎｇｕａｇｅ；ＨＴＭＬ）等のマークアップ言語、Ｊａｖａ（登録商標
）Ｓｃｒｉｐｔ等のインタープリタ型言語、およびカスケーディングスタイルシート（Ｃ
ａｓｃａｄｉｎｇ　Ｓｔｙｌｅ　Ｓｈｅｅｔｓ；ＣＳＳ）等のスタイルシート言語等の非
コンパイラ型リソースファイル（例えば、本明細書で使用されるような「提示ファイル」
）を通して、開発者がアプリケーションの挙動の多くを定義することを可能にする、抽象
化層を通して可能にされ得る。提示ファイルは、例えば、センサ、制御、および入出力機
構等のデバイス周辺機器と相互作用するためのコマンドを含んでもよい。いくつかの実装
では、提示ファイルはさらに、デバイスまたはプラットフォーム特有のアプリケーション
プログラミングインターフェース（ＡＰＩ）等のウェブベースのサービスと相互作用する
ためのコマンドを含んでもよい。いくつかの実装では、提示ファイルをプラットフォーム
特有の無線コンピュータデバイスコマンドに変換するための抽象化層は、Ａｐａｃｈｅ　
Ｓｏｆｔｗａｒｅ　Ｆｏｕｎｄａｔｉｏｎ（Ｆｏｒｅｓｔ　Ｈｉｌｌ，　Ｍａｒｙｌａｎ
ｄ）によるＡｐａｃｈｅ　Ｃｏｒｄｏｖａプラットフォームを使用して開発されてもよい
。
【００３２】
　提示ファイルは、いくつかの実装では、コンピュータデバイス上での実行時に、ユーザ
とコンピュータデバイスとの間の相互作用を可能にするように解釈されてもよい。いくつ
かの実装では、提示ファイルは、コンピュータデバイスのブラウザエンジン特徴によって
解釈されてもよい。いくつかの実装では、提示ファイルは、コンピュータデバイス上でレ
ンダリングされる「ウィンドウレス」（例えば、ブラウザ境界を画定しない全画面等）ウ
ェブブラウザインターフェースの中で提示するために提供されてもよい。いくつかの実装
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では、提示ファイルは、提示ファイルに組み込まれたメディアファイルへのリンクを通し
てアプリケーションの実行中にアクセスされて提示され得る、音声、画像、およびビデオ
ファイル等のいくつかのメディアファイルと組み合わせられてもよい。メディアファイル
および提示ファイルの組み合わせは、いくつかの実装では、クロスプラットフォームアプ
リケーションプロジェクトの「コンテンツファイル」と称され得る。
【００３３】
　図１Ａ－１Ｆは、いくつかの実装では、２つ以上のデバイスプラットフォームを含むい
くつかのコンピュータデバイスに展開するためにクロスプラットフォームソフトウェアア
プリケーションを開発するための総合クラウド環境の変形例を図示し得る。図１Ａ－１Ｃ
が、例えば、クロスプラットフォームソフトウェアアプリケーションの開発のためのデス
クトップクライアントアプリケーションを使用する、総合クラウド環境を図示し得る一方
で、図１Ｄ－１Ｆは、クロスプラットフォームソフトウェアアプリケーションの開発のた
めのクラウド実装（例えば、ブラウザベースの）アプリケーションを使用する、総合クラ
ウド環境を図示し得る。
【００３４】
　図１Ａを参照すると、総合クラウド環境１００は、クラウドネットワーク１０４と通信
している開発コンピュータデバイス１０２（例えば、ラップトップコンピュータ、デスク
トップコンピュータ、タブレットコンピュータ、ノートブックコンピュータ、またはソフ
トウェア開発目的のために構成可能な他のコンピュータデバイス）を含んでもよい。クラ
ウドネットワーク１０４は、いくつかの実装では、プラットフォーム特有のコンピュータ
デバイスアプリケーションの生成のための開発サーバ１０６と、例えば、プロジェクトデ
ィレクトリ１１２の中に収集される際に、クロスプラットフォームソフトウェアアプリケ
ーションプロジェクトに関係するプロジェクトファイル１１０（例えば、コンテンツファ
イルおよび他のファイル）を記憶するためのプロジェクトリポジトリ１０８と、開発コン
ピュータデバイス１０２とクラウドネットワーク１０４との間で開発環境インターフェー
スを可能にするためのウェブサーバ１１４とを含んでもよい。
【００３５】
　総合クラウド環境１００で開発を開始するために、いくつかの実装では、開発者は、最
初に、開発クライアントアプリケーション１１６をダウンロードし、開発コンピュータデ
バイス１０２上にインストールしてもよい。開発クライアントアプリケーション１１６は
、いくつかの実施例では、（例えば、図示されるように）ネットワーククラウド１０４か
らダウンロードされ、（例えば、ウェブブラウザまたはウェブベースのアプリケーション
ストア等を介して）別のネットワークを通してダウンロードされ、または、いくつかの実
施例では、コンパクトディスク（ＣＤ）、デジタルビデオディスク（ＤＶＤ）、またはユ
ニバーサルシリアルバス（ＵＳＢ）メモリデバイス等の開発コンピュータデバイス１０２
にアクセス可能な可撤性コンピュータ可読媒体を介してインストールされてもよい。
【００３６】
　いくつかの実装では、開発クライアントアプリケーション１１６は、開発コンピュータ
デバイス１０２上で開発インターフェース１１８の局所提示を可能にしてもよい。開発ク
ライアントアプリケーション１１６は、いくつかの実装では、開発インターフェース１１
８を介して、提示ファイルおよび他の（例えば、媒体、メタデータ等）ファイルを使用し
て、クロスプラットフォームソフトウェアアプリケーションをプログラムおよびデバッグ
するための特徴を含んでもよく、またはそうするために（例えば、ウェブサーバ１１４を
介して提供される）クラウドベースの特徴へのアクセスを含んでもよい。
【００３７】
　いくつかの実装では、開発クライアントアプリケーション１１６は、開発インターフェ
ース１１８を介して２つ以上のコンピュータデバイスプラットフォーム上でソフトウェア
アプリケーションをシミュレートするための特徴を含んでもよく、またはそうするために
（例えば、ウェブサーバ１１４を介して提供される）クラウドベースの特徴へのアクセス
を含んでもよい。例えば、第１の画面サイズならびに第１の周辺および制御特徴を伴う第
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１のデバイスシミュレータは、第１のデバイスプラットフォームをシミュレートするよう
に提示されてもよく（例えば、開発インターフェース１１８において提示されるデバイス
シミュレータ１２０等）、第２の画面サイズならびに第２の周辺および制御特徴を伴う第
２のデバイスシミュレータは、第２のデバイスプラットフォームをシミュレートするよう
に提示されてもよい。
【００３８】
　いくつかの実装では、デバイスシミュレータ１２０は、シミュレートされたデバイスプ
ラットフォーム上のセンサ、入出力要素、および他の特徴の挙動をシミュレートするため
の１つ以上のセンサ入出力シミュレーション特徴を含んでもよい。そのような特徴を、例
えば、図５Ａ－５Ｈで図示されるユーザインターフェースに関して詳細に議論する。
【００３９】
　いったん開発者がシミュレートされたアプリケーションの性能に満足すると、いくつか
の実装では、開発者は、任意のローカルに記憶されたプロジェクトファイル１２２（例え
ば、提示ファイル、メディアファイル等）をプロジェクトリポジトリ１０８にアップロー
ドしてもよく、それらは、例えば、プロジェクトファイル１１０の一部分としてプロジェ
クトディレクトリ１１２に記憶されてもよい。いくつかの実装では、開発クライアントア
プリケーション１１６は、クロスプラットフォームソフトウェアアプリケーションの開発
中に、プロジェクトリポジトリ１０８の中でプロジェクトファイル１２２のうちの１つ以
上を複製および／または維持してもよい。例えば、ファイルを保存すると、開発クライア
ントアプリケーション１１６は、プロジェクトリポジトリ１０８への新しい、または修正
されたファイルのアップロードを開始してもよい。いくつかの実装では、プロジェクトフ
ァイル１２２は、開発者が１つ以上のプラットフォーム特有のアプリケーションファイル
（例えば、実行可能ファイル、インストールファイル、ｚｉｐファイル等の実行時ファイ
ルのダウンロード可能なバンドル等）の生成を要求するときまで、開発コンピュータデバ
イス１０２に対してローカルなままであってもよい。
【００４０】
　プラットフォーム特有のアプリケーションファイルの生成を可能にするために、いくつ
かの実装では、開発クライアントアプリケーション１１６は、ローカルに記憶されたプロ
ジェクトファイル１２２の一部分をプロジェクトリポジトリ１０８に複製してもよい。プ
ロジェクトリポジトリ１０８から、例えば、プロジェクトファイル１１０は、プラットフ
ォーム特有のアプリケーションファイルを作成するように、プラットフォーム特有のファ
イル１２４と組み合わせられてもよい。いくつかの実装では、更新エージェント１２６は
、例えば、標的コンピュータデバイスへの試験中に、コンテンツファイルの部分的更新を
可能にするように、プラットフォーム特有のアプリケーションファイルに含まれてもよい
。いくつかの実装では、プラットフォーム特有のアプリケーションファイルは、例えば、
特定の標的コンピュータデバイスがプラットフォーム特有のアプリケーションファイルを
マルウェアまたは潜在的なウイルスよりもむしろ信頼できるファイルとして認識すること
を可能にするように、プラットフォーム特有またはデバイス特有の電子署名を含んでもよ
い。いくつかの実装では、開発クライアントアプリケーション１１６は、いくつかの実施
例では、デバイスブランド、モデル、オペレーティングシステム、オペレーティングシス
テムバージョン、または一意のデバイス識別子を含む、標的無線コンピュータデバイス情
報をアップロードしてもよい。いくつかの実装では、開発クライアントアプリケーション
１１６は、いくつかの実装では、開発者に関する人口統計学情報（例えば、名前、連絡先
情報等）等の開発者情報、および特定の無線デバイスプラットフォームに対応する署名権
限等の署名権限によって提供されるような認証の証明書をアップロードしてもよい。
【００４１】
　いくつかの実装では、開発クライアントアプリケーション１１６は、プラットフォーム
特有のアプリケーションファイルのビルドに更新エージェント１２６を含むかどうかに関
する開発者からの指示を提供してもよい。例えば、開発者は、プラットフォーム特有のア
プリケーションファイルのそれぞれが、それぞれの標的コンピュータデバイス上でのアプ
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リケーションの実行中に部分的に更新されることを可能にするように、プラットフォーム
特有のアプリケーションファイルの中の更新エージェント１２６の包含を特定してもよい
。別の実施例では、開発者は、デバッギングモードアプリケーションファイル（例えば、
更新エージェント１２６を含む）または生産モードアプリケーションファイル（例えば、
アプリケーションストア、ウェブベースのダウンロードサイト、または他の配布機構を通
してエンドユーザに配布される）を生成するオプションを有してもよい。
【００４２】
　図１Ｂを参照すると、総合クラウド環境１３０はさらに、いくつかの実装では、スマー
トフォン１３２ａ、折り畳み式携帯電話１３２ｂ、および携帯情報端末（ＰＤＡ）１３２
ｃ等の一式の標的無線コンピュータデバイス１３２を含んでもよい。図示されるように、
標的無線コンピュータデバイス１３２のそれぞれは、例えば、開発コンピュータデバイス
１０２のポートに差し込まれたコードまたはワイヤによって、開発コンピュータデバイス
１０２に個別に繋留される。いくつかの実装では、有線接続を介して開発コンピュータデ
バイス１０２に接続されるよりもむしろ、標的無線コンピュータデバイス１３２のうちの
１つ以上は、無線機構を通して開発コンピュータデバイス１０２にアクセス可能であり得
る。例えば、標的無線コンピュータデバイス１３２のうちの１つ以上は、開発コンピュー
タデバイス１０２と同一のローカルエリアネットワーク（ＬＡＮ）、キャンパスネットワ
ーク、Ｗｉ－ＦｉＴＭネットワーク、または他の無線ネットワーク接続に接続されてもよ
い。いくつかの実装では、特定の標的無線コンピュータデバイス１３２と開発コンピュー
タデバイス１０２との間の直接または無線接続の選択は、開発目的で新しい実行可能ファ
イルのアップロードに関して、標的無線コンピュータデバイス１３２の特定のブランドま
たはプラットフォームの許可に部分的に基づいてもよい。例えば、あるブランドまたはプ
ラットフォームは、開発モードアプリケーションファイルの無線ダウンロードのための機
会を提供しなくてもよい。
【００４３】
　図示されるように、いくつかの実装では、一式のプラットフォーム特有の実行可能ファ
イル１３４（例えば、インストールファイル、アプリケーションファイル等）が、クラウ
ドネットワーク１０４から開発コンピュータデバイス１０２に送達されてもよい。いくつ
かの実装では、プラットフォーム特有の実行可能ファイル１３４はそれぞれ、特定の標的
無線コンピュータデバイス１３２に合わせられてもよい。開発クライアントアプリケーシ
ョン１１６は、いくつかの実装では、標的無線コンピュータデバイス１３２のうちの特定
の１つに属するものとして、プラットフォーム特有の実行可能ファイル１３４のそれぞれ
を識別し、関連プラットフォーム特有の実行可能ファイル１３４をそれぞれの標的無線コ
ンピュータデバイス１３２にダウンロードしてもよい。例えば、第１のプラットフォーム
特有の開発実行可能ファイル１３４ａが、開発クライアントアプリケーション１１６によ
ってスマートフォン１３２ａにプッシュ配信されてもよい一方で、第２のプラットフォー
ム特有の実行可能ファイル１３４ｂは、折り畳み式携帯電話１３２ｂにプッシュ配信され
てもよく、第３のプラットフォーム特有の実行可能ファイル１３４ｃは、ＰＤＡ１３２ｃ
にプッシュ配信されてもよい。いくつかの実装では、プラットフォーム特有の実行可能フ
ァイル１３４のそれぞれは、開発クライアントアプリケーション１１６からのプラットフ
ォーム特有の実行可能ファイル１３４のアップロード時に、それぞれの標的無線コンピュ
ータデバイス１３２上に自動的にインストールされてもよい。他の実装では、開発者が、
各標的無線コンピュータデバイス１３２へのインストールを開始してもよい。
【００４４】
　図１Ｃを参照すると、更新された開発クライアントアプリケーション１４０はさらに、
いくつかの実装では、標的無線コンピュータデバイス１３２のそれぞれと開発コンピュー
タデバイス１０２との間に無線通信を含んでもよい。例えば、標的無線コンピュータデバ
イス１３２のそれぞれは、開発コンピュータデバイス１０２と同一の無線ネットワークに
接続されてもよいが、必ずしも標的無線コンピュータデバイス１３２のそれぞれの間で同
一の無線ネットワークに接続されるわけではない。例えば、折り畳み式携帯電話１３２ｂ
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が、Ｗｉ－ＦｉＴＭネットワークに接続されてもよい一方で、ＰＤＡ１３２ｃは、Ｂｌｕ
ｅｔｏｏｔｈ（登録商標）ネットワークに接続されてもよい。いくつかの実装では、更新
エージェント１２６は、開発クライアントアプリケーション１１６が所与のネットワーク
上の標的無線コンピュータデバイス１３２のそれぞれを認識することを可能にするように
、一意の無線識別子を含んでもよい。いくつかの実装では、更新エージェント１２６は、
開発クライアントアプリケーション１１６が、それぞれの標的無線コンピュータデバイス
１３２上で作動する特定のプラットフォーム特有の開発アプリケーション１４２（例えば
、図１Ｂに関して説明されるような特定のプラットフォーム特有の実行可能ファイル１３
４を使用してインストールされる）を認識することを可能にするように、一意の識別子を
含んでもよい。
【００４５】
　標的無線コンピュータデバイス１３２のそれぞれの上のプラットフォーム特有の開発ア
プリケーション１４２を試験しながら、いくつかの実装では、開発者は、（例えば、開発
コンピュータデバイス１０２上の開発インターフェース１１８を通して）コンテンツファ
イル１４４のうちの１つ以上を修正することを選択してもよい。コンテンツファイル１４
４は、例えば、提示ファイルによって実行時間中にアクセスされる、１つ以上の提示ファ
イルまたはメディアファイルを含んでもよい。いくつかの実装では、例えば、各修正され
たコンテンツファイル１４４を保存すると、またはプラットフォーム特有のアプリケーシ
ョン１４２が修正されたコンテンツファイル１４４を用いて更新されることを要求すると
、コンテンツファイル１４４への変更がクラウドネットワーク１０４に提供されてもよい
。コンテンツファイル１４４に行われる修正は、いくつかの実装では、プロジェクトリポ
ジトリ１０８の中のプロジェクトファイル１１０に追加されてもよい。いくつかの実装で
は、更新されたコンテンツファイル１４４は、プロジェクトリポジトリ１０８に記憶され
た既存のプロジェクトファイル１１０に取って代わってもよい。更新されたコンテンツフ
ァイル１４４のうちの１つ以上は、いくつかの実装では、既存のプロジェクトファイル１
１０の新しいバージョンとしてプロジェクトディレクトリ１１２に追加されてもよい。
【００４６】
　修正されたコンテンツファイル１４４が、バイナリ実行ファイルにコンパイルされるよ
りもむしろ、実行時間中に解釈された場合、いくつかの実装では、修正されたコンテンツ
ファイル１４４は、それぞれのプラットフォーム特有の開発アプリケーション１４２によ
って使用するために、標的無線コンピュータデバイス１３２のうちの１つ以上にプッシュ
配信されてもよい。いくつかの実装では、開発クライアントアプリケーション１１６は、
標的無線コンピュータデバイス１３２のそれぞれとのファイル転送接続を開放してもよい
。例えば、プラットフォーム特有の開発アプリケーション１４２のそれぞれを介して作動
する更新エージェント１２６は、いくつかの実装では、開発クライアントアプリケーショ
ン１１６とのファイル共有セッションの作成を可能にしてもよい。無線接続にわたる転送
として図示されているが、いくつかの実装では、標的無線コンピュータデバイス１３２の
うちの１つ以上は、開発コンピュータデバイス１０２に繋留されてもよい。加えて、標的
無線コンピュータデバイス１３２のそれぞれは、コンテンツファイル１４４のコピーを受
信するものとして図示されているが、いくつかの実装では、開発者は、コンテンツファイ
ル１４４を受信するために標的無線コンピュータデバイス１３２の一部分を選択してもよ
い。例えば、開発者は、更新されたコンテンツファイル１４４を折り畳み式携帯電話１３
２ｂおよびＰＤＡ１３２ｃに提供することなく、スマートフォン１３２ａ上の機能性を検
証してもよい。
【００４７】
　プラットフォーム特有の開発アプリケーション１４２のそれぞれを介して作動する更新
エージェント１２６は、いくつかの実装では、コンテンツファイルの追加または更新を認
識するように、それぞれの標的無線コンピュータデバイス１３２上のコンテンツファイル
ディレクトリを監視してもよい。いくつかの実装では、新しい、または更新されたコンテ
ンツファイルの認識時に、更新エージェント１２６は、プラットフォーム特有の開発アプ
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リケーション１４２の現在の提示をリフレッシュしてもよい。このようにして、例えば、
開発者によって行われる修正は、それぞれのプラットフォーム特有の開発アプリケーショ
ン１４２を再ロードまたは再起動する必要なく、各更新された標的無線コンピュータデバ
イス１３２上のユーザインターフェースにおいて即時に反映されてもよい。
【００４８】
　類似総合クラウド環境１５０において、いくつかの実装では、開発者は、ウェブクライ
アントアプリケーション１５６内で稼働するようにクラウドネットワーク１０４内のウェ
ブサーバ１１４に接続することによって、クロスプラットフォームソフトウェアアプリケ
ーションを開発して試験してもよい。ウェブクライアントアプリケーション１５６は、い
くつかの実装では、サーバ側開発クライアントアプリケーション１６４を送達するための
ブラウザベースのプログラムであってもよい。例えば、ウェブクライアントアプリケーシ
ョン提示ファイル１５１は、開発インターフェース１１８を介した開発を可能にするよう
に、開発コンピュータデバイス１０２に提供（例えば、ダウンロード）されてもよい。い
くつかの実装では、ウェブクライアントアプリケーション１５６は、ウェブサーバ１１４
によって提供される開発クライアントアプリケーション１６４と統合することが可能なデ
スクトップまたはモバイルデバイスアプリケーションであってもよい。図１Ａに関連して
説明される総合クラウド環境１００と同様に、ウェブクライアントアプリケーション１５
６および／または開発クライアントアプリケーション１６４は、いくつかの実装では、デ
バイスシミュレータ１２０を含む、開発インターフェース１１８を提示するために使用さ
れてもよい。
【００４９】
　クロスプラットフォームソフトウェアアプリケーションを開発しながら、開発者は、１
つ以上のコンテンツファイルを作成し、および／または１つ以上のコンテンツファイルを
ウェブサーバ１１４にアップロードしてもよい。コンテンツファイルは、いくつかの実装
では、プロジェクトディレクトリ１１２のプロジェクトファイル１１０内に、例えば、プ
ロジェクトリポジトリ１０８内に記憶されてもよい。
【００５０】
　いくつかの実装では、開発者が、コンパニオンアプリケーションインストール実行ファ
イル１５２を標的無線コンピュータデバイス１３２のうちの１つ以上にダウンロードして
もよい。コンパニオンアプリケーションインストール実行ファイル１５２は、いくつかの
実装では、例えば、購入するために、または無料で提供される、いくつかのモバイルデバ
イスアプリケーションを含む、アプリケーションストア１６０を介して、モバイルデバイ
スアプリケーションサーバ１５８を通して入手可能であり得る。いくつかの実装では、２
つ以上のモバイルデバイスアプリケーションサーバが、コンパニオンアプリケーションイ
ンストール実行ファイル１５２へのアクセスを提供してもよい。例えば、アプリケーショ
ンストア１６０は、Ａｐｐｌｅ　Ｉｎｃ．によるｉＰｈｏｎｅＴＭ用のＡｐｐｌｅ（登録
商標）Ａｐｐ　Ｓｔｏｒｅ等のプラットフォーム特有のアプリケーションストアであって
もよい。いくつかの実装では、モバイルデバイスアプリケーションサーバ１５８が、クラ
ウドネットワーク１０４から別個のネットワーク１６６内に提供されてもよい。他の実装
では、ネットワーク１６６は、クラウドネットワーク１０４内に含まれてもよい。コンパ
ニオンアプリケーション実行ファイル１５２ａ、１５２ｂ、および１５２ｃのそれぞれは
、特定のオペレーティングシステムおよび／またはデバイスプラットフォームとともに動
作するように生成されてもよい。例えば、コンパニオンアプリケーション実行ファイル１
５２ａは、標的無線コンピュータデバイス１３２ａのデバイスプラットフォームへのイン
ストール時に生成されてもよい。
【００５１】
　コンパニオンアプリケーションインストール実行ファイル１５２のダウンロード時に、
それぞれのコンパニオンアプリケーション１６２ａ、１６２ｂ、１６２ｃが、それぞれの
標的無線コンピュータデバイス１３２ａ、１３２ｂ、１３２ｃ上にインストールされても
よい。コンパニオンアプリケーション１６２は、いくつかの実装では、開発クライアント
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アプリケーション１６４およびウェブクライアントアプリケーション１５６を介して開発
されるコンテンツファイル１４４を提示するためのシェル環境を生成するために使用され
てもよい。いくつかの実装では、コンパニオンアプリケーション１６２は、コンテンツフ
ァイル１４４を提示するためのウィンドウレスブラウザ特徴を含んでもよい。コンパニオ
ンアプリケーション１６２は、いくつかの実装では、例えば、要求に応じて、および／ま
たは自動的にコンテンツファイルがコンパニオンアプリケーション１６２内で更新される
ことを可能にするように構成される、クラウドネットワーク１０４および更新エージェン
ト（図示せず）からコンテンツファイルを受信することが可能な受信エージェント（図示
せず）等の付加的な機能性を含んでもよい。
【００５２】
　図１Ｅを参照すると、コンパニオンアプリケーション１６２をインストールした後、（
例えば、プロジェクトディレクトリ１１２の中に蓄積された、開発クライアントアプリケ
ーション１６４およびウェブクライアントアプリケーション１５６を介して開発されるよ
うな）現在のプロジェクトに関係するコンテンツファイル１２２が、ダウンロードされ、
コンパニオンアプリケーション１６２内でレンダリングされてもよい。例えば、コンパニ
オンアプリケーション１６２は、開発クライアントアプリケーション１６４およびウェブ
クライアントアプリケーション１５６内で開発されたクロスプラットフォームソフトウェ
アアプリケーションの機能性を立ち上げるためのシェルとして挙動してもよい。この機能
性、例えば、開発アプリケーション１７０ａ、１７０ｂ、１７０ｃは、コンパニオンアプ
リケーション１６２内で立ち上げられてもよい。いくつかの実装では、コンパニオンアプ
リケーション１６２は、クロスプラットフォームソフトウェアアプリケーションの現行の
試験および開発のために、２つ以上の開発アプリケーション（例えば、２つ以上のクロス
プラットフォームソフトウェアアプリケーションプロジェクトに対応する）、または単一
の開発アプリケーションの２つ以上のバージョンを組織化してもよい。
【００５３】
　図１Ｆで図示されるように、１つ以上のコンテンツファイル１４４は、クロスプラット
フォーム開発アプリケーションが標的無線コンピュータデバイス１３２に展開された後に
、修正、更新、または追加されてもよい。いくつかの実装では、コンテンツファイル１４
４は、標的無線コンピュータデバイス１３２に引き出されてもよい。例えば、メニュー選
択、事前設定されたタッチスクリーンジェスチャ、またはネットワーク場所へのアクセス
時に、標的無線コンピュータデバイス１３２のそれぞれは、１つ以上のコンテンツファイ
ル１４４を受信してもよい。コンテンツファイル１４４のダウンロードは、いくつかの実
装では、コンパニオンアプリケーション１６２に内蔵された機能性によって補助されても
よい。いくつかの実装では、コンテンツファイル１４４は、自動的に標的無線コンピュー
タデバイス１３２のうちの１つ以上にプッシュ配信されてもよい。例えば、クラウドネッ
トワーク１０４とのネットワーク接続を通して、またはコンピュータデバイス１０２との
無線接続を介して、コンテンツファイル１４４は、標的無線コンピュータデバイス１３２
のうちの１つ以上に送達されてもよい。
【００５４】
　いくつかの実装では、コンテンツファイル１４４のダウンロード時に、コンパニオンア
プリケーション１６２は、コンテンツファイル１４４内で提供される新しいコンテンツを
自動的に取り出すように、現在の表示を再生してもよい。例えば、図１Ａ－１Ｃに関連し
て説明される、更新エージェント１２６に類似する機能性が、コンパニオンアプリケーシ
ョン１６２に内蔵されてもよい。このようにして、コンパニオンアプリケーション１６２
ａ、１６２ｂ、および１６２ｃはそれぞれ、更新された開発アプリケーション１７０’ａ
、１７０’ｂ、および１７０’ｃを提示してもよい。
【００５５】
　いったん試験アプリケーションが所望に応じて機能していることを開発者が判定すると
、いくつかの実装では、プロジェクトファイル１１０は、展開アプリケーションを構築す
るように、例えば、開発サーバ１０６内のプラットフォーム特有のファイル１２４と合併
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させられてもよい。展開アプリケーションは、いくつかの実装では、コンピュータデバイ
ス１０２に提供されるか、または図１Ｄに関連して説明されるアプリケーションストア１
５８等のアプリケーションストアに転送されてもよい。
【００５６】
　図２Ａ－２Ｃは、クロスプラットフォームソフトウェアアプリケーションを開発するた
めの一式の方法２００、２７０、２８０を図示する、フローチャートを提示する。方法２
００は、例えば、方法２７０（例えば、クライアントがインストールした開発ソリューシ
ョンを伴う状況で）または方法２８０（例えば、ブラウザベースの開発環境を伴う状況で
）のいずれか一方と組み合わせられてもよい。
【００５７】
　図２Ａを参照すると、いくつかの実装では、方法２００は、クロスプラットフォームソ
フトウェアアプリケーションを開発するための開発クライアントアプリケーションにアク
セスすることから始めてもよい（２０２）。いくつかの実装では、開発クライアントアプ
リケーションにアクセスすることは、総合クラウド開発環境と連動するためのクライアン
トアプリケーションをインストールすることを含んでもよい。開発クライアントアプリケ
ーションは、いくつかの実装では、ライトクライアントまたはブラウザインターフェース
を通して提供されてもよい。
【００５８】
　いくつかの実装では、クロスプラットフォームソフトウェアアプリケーションプロジェ
クトが作成されてもよい（２０４）。プロジェクトは、いくつかの実装では、クロスプラ
ットフォームソフトウェアアプリケーションを開発するための１つ以上の開発ファイル、
標的コンピュータデバイス、および他のリソースと関連付けられてもよい。新しいプロジ
ェクトの作成時に、いくつかの実装では、１つ以上の基本提示ファイルが、（例えば、ロ
ーカルであるか、および／またはネットワーククラウドを介してアクセス可能である）プ
ロジェクトディレクトリに追加されてもよい。基本提示ファイルは、例えば、アプリケー
ションインターフェースを提示するための大まかなフレームワークを提供する標準包含お
よび構造を伴って構成されてもよい。いくつかの実装では、基本提示ファイルは、いくつ
かの実施例では、テキスト、制御、および画像を含む、アプリケーションの提示を表す、
少なくとも１つのマークアップ言語ファイルを含んでもよい。さらに、いくつかの実装で
は、基本提示ファイルは、いくつかの実施例では、ユーザが開始したアクション（例えば
、制御選択、テキスト入力、音声入力等）への応答およびデバイス事象への応答（例えば
、デバイスセンサ事象への応答）等の行われるプログラムアクションをサポートし得る、
１つ以上の解釈言語ファイルを加えて、実行時に提示するために適用され得る、スタイル
を表すための１つ以上のスタイルシートファイルを含んでもよい。特定の実施例では、基
本提示ファイルは、ウィンドウレスブラウザ提示エンジンと連動するためのＪａｖａ（登
録商標）Ｓｃｒｉｐｔファイル、基本表示設定を確立するためのｓｔｙｌｅ．ｃｓｓファ
イル、および種々の提示ファイルをともにリンクするためのｉｎｄｅｘ．ｈｔｍｌファイ
ルを含んでもよい。
【００５９】
　いくつかの実装では、抽象化層ライブラリが、特定の無線コンピュータデバイスプラッ
トフォームに含まれる、特徴、入出力要素、センサ、および／または周辺デバイスへの呼
び出しを可能にするように含まれてもよい。例えば、Ａｐａｃｈｅ　Ｃｏｒｄｏｖａが、
無線コンピュータデバイスプラットフォームの特徴へのアクセスを提供するように含まれ
てもよい。抽象化層を使用して利用可能な一般機能は、例えば、（例えば、アプリケーシ
ョンプログラミングインターフェースを通して）個々のコンピュータデバイスプラットフ
ォームの特定のセンサデバイス、入出力デバイス、または他の特徴にマップされてもよく
、開発者が、プラットフォームごとのレベルで実装されるような特徴に関する特定の情報
を把握することなく、これらの特徴と相互作用することを可能にする。いくつかの実施例
では、抽象化層は、スピーカ要素、加速度計要素、全地球測位システム（ＧＰＳ）要素、
または多くのコンピュータデバイスに共通する他の要素への一般的な呼び出しを含んでも
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よい。
【００６０】
　いくつかの実装では、開発者が、新しいプロジェクトを作成することに先立って、新し
いユーザアカウントを総合クラウド環境に登録するか、または総合クラウド環境で既存の
アカウントにログインしてもよい。プロジェクト作成中に、１つ以上のプロジェクトディ
レクトリが、クロスプラットフォームソフトウェアアプリケーションの開発で使用される
プロジェクト材料（例えば、メタデータ、提示ファイル、メディアファイル、実行可能フ
ァイル等）を記憶するために作成されてもよい。
【００６１】
　いくつかの実装では、アプリケーション開発ユーザインターフェースが、クロスプラッ
トフォームソフトウェアアプリケーションプロジェクト用の提示ファイルを開発するため
に提示されてもよい（２０６）。提示ファイルは、いくつかの実装では、クロスプラット
フォームソフトウェアアプリケーションのユーザインターフェースとして実行時に解釈さ
れる、一式のプラットフォーム非依存型コンテンツファイルの一部分を形成してもよい。
アプリケーション開発ユーザインターフェースは、いくつかの実装では、提示ファイル（
例えば、ＨＴＭＬ、ＣＳＳ、およびＪａｖａ（登録商標）Ｓｃｒｉｐｔファイル等）を編
集するためのエディタを含んでもよい。エディタは、いくつかの実装では、開発者がクロ
スプラットフォームソフトウェアアプリケーションプロジェクト用の一式の相互関連コン
テンツファイルを容易に作成および修正することを可能にするように、構文着色、構文書
式設定、リファクタリング、および／またはコードナビゲーション能力を含んでもよい。
【００６２】
　いくつかの実装では、プロジェクトファイルナビゲーションインターフェースが、コン
テンツファイルをクロスプラットフォームソフトウェアアプリケーションプロジェクトに
追加するために提示されてもよい（２０８）。いくつかの実装では、プロジェクトファイ
ルナビゲーションインターフェースは、１つ以上のコンピュータデバイスプラットフォー
ムに関係するネイティブプラットフォームコードファイルを含有するいくつかのファイル
およびディレクトリ、ならびに提示ファイルおよびメディアファイル等のプラットフォー
ム非依存型コンテンツのファイルおよびディレクトリを含んでもよい。いくつかの実装で
は、ネイティブプラットフォームコードファイルは、ネットワーククラウドで管理されて
もよい一方で、プラットフォーム非依存型ファイルは、開発コンピュータデバイス上でロ
ーカルに複製されてもよい。いくつかの実装では、開発者は、新しいクロスプラットフォ
ームソフトウェアアプリケーションを開発する際に使用するように、他のプロジェクトデ
ィレクトリからのファイルを現在のプロジェクトディレクトリにコピーしてもよい。例え
ば、開発者は、総合クラウド環境で１つ以上のクロスプラットフォームソフトウェアアプ
リケーションをすでに作成していてもよい。開発者は、いくつかの実装では、音声、画像
、およびビデオファイル等の１つ以上のローカルに記憶されたメディアファイルをプロジ
ェクトファイルナビゲーションインターフェースの中へドラッグアンドドロップしてもよ
い。
【００６３】
　いくつかの実装では、クロスプラットフォームソフトウェアアプリケーションのシミュ
レーションが、デバイスシミュレータにおいて実行されてもよい（２１０）。例えば、コ
ンテンツファイルにおけるリンクの問題等のプロジェクトコンテンツの任意のプリコンパ
イラエラーを作成、編集、および解決した後に、開発者は、開発クライアントアプリケー
ションにおいて試験するためのクロスプラットフォームソフトウェアアプリケーションの
シミュレータバージョンを構築することを選択してもよい。デバイスシミュレータは、い
くつかの実装では、開発クライアントアプリケーションにおいてオーバーレイとしてレン
ダリングされてもよい。いくつかの実装では、デバイスシミュレータは、開発コンピュー
タデバイスの表示領域（例えば、内蔵または外部モニタ等）上で別個のアプリケーション
として立ち上がってもよい。デバイスシミュレータは、いくつかの実装では、いくつかの
異なるコンピュータデバイスプラットフォームをシミュレートするように構成されてもよ
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い。いくつかの実施例では、デバイスシミュレータは、種々のブランドおよびモデルのス
マートフォン、ＰＤＡ、タブレットコンピュータ、ポータブルマルチメディアデバイス、
および他のコンピュータデバイスまたはデバイスプラットフォームのためのシミュレーシ
ョン構造を含んでもよい。いくつかの実装では、シミュレータは、異なるタイプ、ブラン
ド、および／またはモデルのデバイスまたはデバイスプラットフォームをシミュレートす
るように、シミュレーション構造を変更するための制御を含んでもよい。
【００６４】
　いくつかの実装では、開発者は、シミュレーション構造上で例証される制御を通して、
シミュレーションと相互作用してもよい。例えば、開発者は、（例えば、タッチスクリー
ン上のジェスチャ、マウス、または他のポインティングデバイスを用いたクリック等を介
して）シミュレーション構造でレンダリングされる内蔵キーボードのキー等のボタンまた
は他の制御を選択してもよい。いくつかの実装では、開発者は、入力（例えば、ログイン
情報、タッチスクリーンベースの制御への「タッチ」等）をデバイスシミュレータによっ
てレンダリングされるシミュレートされたアプリケーションに提供するように、キーボー
ドおよび／またはマウス等の開発コンピュータデバイスに接続された入力デバイスを使用
してもよい。
【００６５】
　いくつかの実装では、開発者は、入力「コマンド」のファイルをデバイスシミュレータ
に供給してもよい。例えば、試験提示ファイルは、いくつかの実施例では、地理位置情報
および加速度計示度値等のクロスプラットフォームソフトウェアアプリケーションのシミ
ュレーションへの入力をシミュレートするためのいくつかの入力コマンドを含有してもよ
い。
【００６６】
　いくつかの実装では、デバイスシミュレータは、センサデータおよびデバイス配向等の
ユーザ入力をシミュレートするための特徴を含んでもよい。例えば、デバイスシミュレー
タは、地理位置情報、加速度情報、光センサ入力、マイクロホン入力、または他のシミュ
レートされた入力を提供するように、入力機構を含んでもよい。
【００６７】
　シミュレートされたアプリケーションの機能性に基づくシミュレーション中に（２１２
）、いくつかの実装では、クロスプラットフォームソフトウェアアプリケーションプロジ
ェクトへの更新が受信されてもよい（２１４）。例えば、開発者は、シミュレートされた
アプリケーションの挙動を調整するように、デバイスシミュレータと相互作用することと
、１つ以上のコンテンツファイルを更新することとを切り替えてもよい。いくつかの実装
では、シミュレートされたアプリケーションがデバイスシミュレータによって実行されて
いる間に、実行時間中に解釈され得る１つ以上のコンテンツファイルへの更新が、シミュ
レートされたアプリケーションに適用されてもよい。いくつかの実装では、デバイスシミ
ュレータのディスプレイは、開発者によって提供される変更を含む、シミュレートされた
アプリケーションの外見を開発者に提示するように、更新されたコンテンツファイルに応
答してリフレッシュされてもよい。いくつかの実施例では、更新されたコンテンツファイ
ル内で行われる変更は、シミュレートされたデバイス構造または他のシミュレートされた
入力との相互作用に応答して、レンダリングされたテキストのサイズ、位置、色、または
フォントスタイルを生じさせ、双方向制御を追加または除去し、背景画像を画面に追加し
、またはシミュレートされたアプリケーションの挙動を修正してもよい。
【００６８】
　ある時点で、開発者は、標的コンピュータデバイス上でクロスプラットフォームソフト
ウェアアプリケーションを実行することを決定してもよい。図２Ｂを参照すると、ローカ
ル開発クライアントアプリケーションを伴う実装等のいくつかの実装では、方法２００は
、その後に方法２７０が続いてもよく、１つ以上の標的コンピュータデバイスの選択を受
信することから始まる（２１６）。いくつかの実装では、開発者が、利用可能なブランド
および／またはモデルの標的コンピュータデバイスのリストから１つ以上の標的コンピュ
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ータデバイスを選択してもよい。いくつかの実装では、特定のブランドまたはモデルのコ
ンピュータデバイスの指示よりもむしろ、標的コンピュータデバイスプラットフォームが
開発者によって供給されてもよい。
【００６９】
　いくつかの実装では、開発者が、（例えば、ユーザアカウントを通して）１つ以上のコ
ンピュータデバイスをプロジェクトに、または総合クラウド環境に登録してもよい。いく
つかの実装では、コンピュータデバイスのうちの１つ以上が、開発デバイスとして無線コ
ンピューティングプラットフォーム（例えば、Ａｐｐｌｅ（登録商標）ｉＯＳＴＭ、Ｇｏ
ｏｇｌｅ　ＡｎｄｒｏｉｄＴＭ等）に登録されてもよい。例えば、デバイスが、開発プロ
セス中に開発者による開発アプリケーションの直接ローディングを可能にするように、「
開発デバイス」として支給されてもよい。開発デバイスの支給は、例えば、特定のコンピ
ュータデバイスプラットフォームの判断によってもよい。いくつかの実装では、規定また
は証明書が、総合クラウド環境でデバイスを承認するように開発者によってアップロード
されてもよい。供給された規定または証明書は、いくつかの実装では、コンピュータデバ
イスが開発者と関連付けられる任意のプロジェクトに関連して使用され得るように、ユー
ザアカウントと関連付けられてもよい。
【００７０】
　この登録に関する情報は、いくつかの実装では、プロジェクトと関連付けられるように
、メタデータとして総合クラウド環境に提供されてもよい。開発者は、いくつかの実装で
は、登録された標的コンピュータデバイスのリストから１つ以上の標的コンピュータデバ
イスを選択してもよい。
【００７１】
　他の実装では、開発クライアントアプリケーションは、開発コンピュータデバイスと通
信している１つ以上のコンピュータデバイスを識別してもよい。例えば、開発クライアン
トアプリケーションは、開発コンピュータデバイスと通信している各コンピュータデバイ
スの情報（例えば、識別子、プラットフォーム情報等）を取り出し、標的コンピュータデ
バイスとして選択するための候補として、これらをユーザに提示してもよい。いくつかの
実装では、コンピュータデバイスの検出時に、総合クラウド環境は、コンピュータデバイ
スのプラットフォームが開発デバイスとしての支給を必要とするかどうかを判定してもよ
い。もしそうであれば、いくつかの実装では、総合クラウド環境は、関連プラットフォー
ム用の開発デバイスとしてのコンピュータデバイスの支給の証明を供給するように開発者
に促してもよい。
【００７２】
　いくつかの実装では、開発アプリケーション実行可能ファイルのコンパイルが開始され
てもよい（２１８）。開発者は、いくつかの実装では、開発クライアントアプリケーショ
ンのユーザインターフェースを通して、選択標的コンピュータデバイス上にクロスプラッ
トフォームソフトウェアアプリケーションをインストールするためのアプリケーション実
行可能ファイルの生成を開始する、制御（例えば、「標的コンピュータデバイス上で実行
する」、「標的コンピュータデバイス用の試験アプリケーションをコンパイルする」等）
を選択してもよい。この制御の選択に応答して、例えば、開発クライアントアプリケーシ
ョンは、選択される各標的コンピュータデバイス用のプラットフォーム特有のアプリケー
ション実行可能ファイル（例えば、実行可能アプリケーションファイル、インストールフ
ァイル等）のコンパイルを開始してもよい。いくつかの実装では、１つ以上のコンテンツ
ファイルが、開発アプリケーション実行可能ファイルのコンパイルに含むために総合クラ
ウド環境にアップロードされてもよい。
【００７３】
　いくつかの実装では、１つ以上の開発アプリケーション実行可能ファイルが受信されて
もよい（２２０）。例えば、開発コンピュータデバイスは、クラウドネットワークから１
つ以上の開発アプリケーション実行可能ファイルを受信してもよい。いくつかの実装では
、開発アプリケーション実行可能ファイルは、標的コンピュータデバイス上にインストー
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ルし、それと連動するプラットフォーム特有の機能およびフレームワークを含んでもよい
。開発アプリケーション実行可能ファイルは、いくつかの実装では、標的コンピュータデ
バイスプラットフォームを介した検証および承認に使用されるデジタル署名を含んでもよ
い。開発アプリケーション実行可能ファイルは、いくつかの実装では、標的コンピュータ
デバイスにインストールした後の開発アプリケーションの部分的更新のための更新エージ
ェントを含んでもよい。
【００７４】
　いくつかの実装では、１つ以上の標的コンピュータデバイスが識別されてもよい（２２
２）。例えば、１つ以上の標的コンピュータデバイスの選択に関連して行われない場合、
開発クライアントアプリケーションは、開発コンピュータデバイスと通信している１つ以
上の標的コンピュータデバイスを識別してもよい。いくつかの実装では、標的コンピュー
タデバイスは、開発コンピュータデバイスと直接（例えば、繋留、有線）通信してもよい
。いくつかの実装では、標的コンピュータデバイスのうちの１つ以上は、開発コンピュー
タデバイスと無線通信してもよい。
【００７５】
　各識別された標的コンピュータデバイス（２２６）については、いくつかの実装では、
対応するアプリケーション実行可能ファイルが、標的コンピュータデバイスにプッシュ配
信されてもよい（２２４）。いくつかの実装では、開発クライアントアプリケーションは
、各実行可能ファイルをそれぞれの標的コンピュータデバイスにプッシュ配信してもよい
。開発者は、いくつかの実装では、アプリケーション実行可能ファイルを対応する標的コ
ンピュータデバイスに手動で転送してもよい。いくつかの実装では、アプリケーション実
行可能ファイルは、標的コンピュータデバイスへのダウンロード時に自動的にインストー
ルするように構成されてもよい。開発クライアントアプリケーションは、いくつかの実装
では、標的コンピュータデバイスのうちの１つ以上へのダウンロードされたアプリケーシ
ョン実行可能ファイルのインストールの実行を開始してもよい。いくつかの実装では、ア
プリケーション実行可能ファイルは、ダウンロード時にインストールし始めてもよい。開
発者が、いくつかの実装では、標的コンピュータデバイスへのアプリケーション実行可能
ファイルの手動インストールを開始してもよい。
【００７６】
　いくつかの実装では、１つ以上の標的コンピュータデバイスが、無線ネットワーク上で
識別されてもよい（２２８）。例えば、各標的コンピュータデバイス上の開発コンピュー
タデバイスアプリケーションのダウンロードおよびインストール後のある時点で、開発者
は、開発コンピュータデバイスに以前に直接接続された標的コンピュータデバイスのうち
の少なくとも１つを切断してもよい。さらに実施例として、標的コンピュータデバイスは
、開発コンピュータデバイスと同一の無線ネットワーク（例えば、Ｗｉ－ＦｉＴＭ、Ｂｌ
ｕｅｔｏｏｔｈ（登録商標）等）と通信してもよい。
【００７７】
　いくつかの実装では、１つ以上のコンテンツファイルへの更新または１つ以上のコンテ
ンツファイルの追加が受信されてもよい（２３０）。例えば、開発クライアントアプリケ
ーションユーザインターフェースを介して、開発者は、標的コンピュータデバイスのうち
の１つ以上の上で作動する開発アプリケーションとの相互作用中に、観察された挙動に応
答して、コンテンツファイルのうちの１つ以上に修正を適用してもよい。例えば、ディス
プレイの一部分が、予想通りにレンダリングされなくてもよく、または制御が、予想され
た様式で応答しなくてもよい。開発者は、いくつかの実装では、コンテンツファイルのう
ちの１つ以上の修正および／または１つ以上の新しいコンテンツファイルの追加を通して
、修正を挙動に適用してもよい。修正された、および／または新しいコンテンツファイル
が、実行時間中に解釈されるファイルのみを含む場合、いくつかの実装では、開発コンピ
ュータデバイスアプリケーションに含まれる更新エージェントは、更新されたコンテンツ
ファイルを受信し、開発コンピュータデバイスアプリケーションと統合するように構成さ
れてもよい。
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【００７８】
　各標的コンピュータデバイス（２３８）については、標的コンピュータデバイスとの無
線接続が利用可能である場合（２３２）、いくつかの実装では、更新および／または追加
されたコンテンツファイルは、無線接続を経由して標的コンピュータデバイスにプッシュ
配信されてもよい（２３４）。いくつかの実装では、開発アプリケーションに内蔵された
更新エージェントは、無線ネットワークを経由して開発コンピュータデバイスとのファイ
ル共有接続を確立するように構成されてもよい。他の実装では、ファイル共有接続が、更
新エージェントの助けを借りずに標的コンピュータデバイスと開発コンピュータデバイス
との間に構成されてもよい。例えば、無線コンピュータデバイスプラットフォーム通信プ
ロトコルが、無線標的コンピュータデバイスと開発コンピュータデバイスとの間に接続を
確立するために使用されてもよい。標的コンピュータデバイスとの無線接続が利用可能で
はない場合（２３２）、いくつかの実装では、更新および／または追加されたコンテンツ
ファイルは、直接（例えば、有線、繋留）接続を経由して標的コンピュータデバイスにプ
ッシュ配信されてもよい（２３６）。有線または無線状況のいずれか一方で、いくつかの
実装では、開発クライアントアプリケーションは、開発アプリケーションによって使用さ
れるコンテンツファイルを現在含有している、各標的コンピュータデバイス上のディレク
トリ構造の中へコンテンツファイルをプッシュ配信してもよい。いくつかの実装では、開
発アプリケーションの中にコンパイルされた更新エージェントは、一時ディレクトリの中
にプッシュ配信された１つ以上のファイルを取り出し、アクティブディレクトリ（例えば
、開発アプリケーションによって読み取られるディレクトリ）の中へファイルを移動させ
てもよい。
【００７９】
　図２Ｃを参照すると、方法２００は、情報を標的コンピュータデバイスに提供すること
から始まって（２４０）、方法２８０を続けてもよい。例えば、プロジェクトのコンテン
ツファイルの準備時に、開発者がコンテンツファイルをダウンロードするネットワーク場
所に標的コンピュータデバイスを指し示すために、参照が提供されてもよい。いくつかの
実装では、クイックレスポンス（ＱＲ）コードが、開発コンピュータデバイスの表示領域
内に提供されてもよい。例えば、ＱＲコード（登録商標）をスキャンして、コンテンツフ
ァイルが取得され得るユニバーサルリソースロケータ（ＵＲＬ）等のネットワーク場所を
取り出すために、標的無線コンピュータデバイスのスキャン特徴が使用されてもよい。い
くつかの実装では、場所が、例えば、テキストとして、またはハイパーリンクとして、開
発コンピュータデバイスの表示領域に提供されてもよい。任意の付加的なデバイス（２４
２）については、いくつかの実装では、ダウンロード情報が同様に提供されてもよい。
【００８０】
　いくつかの実装では、標的コンピュータデバイスは、ダウンロード情報を使用してコン
テンツファイルをダウンロードしてもよい（２４６）。いくつかの実装では、コンテンツ
ファイルは、開発アプリケーションの機能性を実証するためのシェルとして挙動する、コ
ンパニオンアプリケーションの中へダウンロードされてもよい。開発者は、続けて標的コ
ンピュータデバイス上で開発アプリケーションを試験してもよい。
【００８１】
　ある以降の時点で、いくつかの実装では、１つ以上のコンテンツファイルの追加、また
は１つ以上のコンテンツファイルへの更新が受信されてもよい（２４８）。例えば、開発
クライアントアプリケーションユーザインターフェースを介して、開発者は、標的コンピ
ュータデバイスのうちの１つ以上の上で作動する開発アプリケーションとの相互作用中に
、観察された挙動に応答して、コンテンツファイルのうちの１つ以上に修正を適用しても
よい。例えば、ディスプレイの一部分が、予想通りにレンダリングされなくてもよく、ま
たは制御が、予想された様式で応答しなくてもよい。開発者は、いくつかの実装では、コ
ンテンツファイルのうちの１つ以上の修正および／または１つ以上の新しいコンテンツフ
ァイルの追加を通して、修正を挙動に適用してもよい。いくつかの実装では、コンパニオ
ンアプリケーションは、更新された、および／または付加的なコンテンツファイルを受信
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して統合するように構成されてもよい。
【００８２】
　特定の標的コンピュータデバイスとの接続が確立されている場合（２５０）、いくつか
の実装では、コンテンツファイルは、標的コンピュータデバイスにプッシュ配信されても
よい（２５６）。例えば、コンテンツファイルの最初のダウンロード時に、いくつかの実
装では、共有ネットワーク接続が、総合クラウド環境と標的コンピュータデバイスとの間
に確立されてもよい。他の実装では、１つ以上のコンテンツファイルは、（例えば、クラ
ウドネットワークから開発コンピュータデバイスへコンテンツファイルをダウンロードし
た後に）開発コンピュータデバイスから直接、標的コンピュータデバイスにプッシュ配信
されてもよい。
【００８３】
　いくつかの実装では、コンテンツファイルは、ダウンロードするために提供されてもよ
い（２５２）。例えば、コンテンツファイルは、最初の一式のコンテンツファイルと同一
のネットワーク場所で、または異なるネットワーク場所でダウンロードするために提供さ
れてもよい。
【００８４】
　いくつかの実装では、標的コンピュータデバイスは、更新されたコンテンツファイルを
引き出してもよい（２５４）。いくつかの実装では、開発者が、ＱＲコード（登録商標）
、ＵＲＬ、または他の入力情報を使用して、ダウンロードを開始してもよい。他の実装で
は、ネットワーク場所は、（例えば、コンパニオンアプリケーションの特徴によって）標
的コンピュータデバイス内に記憶されてもよく、コンテンツファイルは、開発者から特定
の入力を受信すると自動的に引き出されてもよい。例えば、ディスプレイ内のメニューの
選択時に、または標的コンピュータデバイスのタッチスクリーンを介して識別される特定
のジェスチャ時に、コンテンツファイルは、標的コンピュータデバイスに引き出されても
よい。各付加的な標的コンピュータデバイス（２５８）については、コンテンツファイル
の自動プッシュ配信（２５６）のための標的コンピュータデバイス（２５０）への接続が
あるか、またはコンテンツファイルが標的コンピュータデバイスに引き出される（２５４
）かに応じて、コンテンツファイルは、標的コンピュータデバイスに転送されてもよい。
【００８５】
　図３Ａを参照すると、フローチャートが、いくつかの実装では、クロスプラットフォー
ムソフトウェアアプリケーションを開発するために使用され得る、方法３００を図示する
。いくつかの実装では、方法３００は、クロスプラットフォームソフトウェアアプリケー
ションプロジェクトに関係する一式のコンテンツファイルを受信することから始まっても
よい（３０２）。いくつかの実装では、コンテンツファイルは、実行時間中にプラットフ
ォーム特有の開発アプリケーションによって解釈される情報として提供されてもよい。例
えば、コンテンツファイルは、標的コンピュータデバイス上で実行される（例えば、「ウ
ィンドウレス」ブラウザアプリケーション内の）ブラウザエンジン特徴を介して、アプリ
ケーショングラフィカルユーザインターフェースを提示するように構成される、提示ファ
イルおよびメディアファイルを含んでもよい。いくつかの実装では、コンテンツファイル
は、一式のコンテンツファイルを組み込む１つ以上のプラットフォーム特有のアプリケー
ション実行可能ファイルを生成するための総合クラウド環境等のネットワーク接続環境に
アップロードされてもよい。コンテンツファイルに加えて、いくつかの実装では、プラッ
トフォーム特有のアプリケーション実行可能ファイルの生成のための標的コンピュータデ
バイスプラットフォームに関する情報、無線コンピュータデバイスアプリケーションコー
ドを伴うコンパイル時間包含のためのメディアまたは他のファイル（例えば、アプリケー
ションアイコンとして使用される画像等）、クロスプラットフォームソフトウェアアプリ
ケーションの開発のために総合クラウド環境を使用するように登録される特定のプロジェ
クトまたは開発者に関する情報、および開発者が１つ以上の特定のコンピュータデバイス
プラットフォーム用のコンピュータデバイスアプリケーションを開発する権限があるとい
う証拠を提示する、登録情報、規定情報、または証明書情報等の他のファイルまたは情報
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が、いくつかの実施例では受信されてもよい。いくつかの実装では、１つ以上の他のファ
イルが、いくつかの実施例では、名前、メタデータ、またはファイル構造位置に基づいて
、解釈ファイルよりもむしろコンパイル時間ファイルとして識別されてもよい。
【００８６】
　コンテンツファイルおよび任意の他のファイルの目的および使用は、いくつかの実装で
は、クロスプラットフォームソフトウェアアプリケーションをデバイス特徴（例えば、セ
ンサ、入出力要素等）にアクセスするためのプラットフォーム特有のコマンドにマップす
るために使用される、抽象化層のディレクトリ構造を通して部分的に導出されてもよい。
例えば、Ａｐａｃｈｅ　Ｃｏｒｄｏｖａ抽象化層を使用してアプリケーションを開発する
ために、コンテンツファイルが「ｗｗｗ」ファイルディレクトリの中に提供されてもよい
。いくつかの実装では、抽象化層のディレクトリ構造は、部分的に、クロスプラットフォ
ームソフトウェアアプリケーションを作成するときに開発者によってアクセスされる開発
環境で提示されてもよい。
【００８７】
　各標的コンピュータデバイスプラットフォームについては（３０８）、いくつかの実装
では、コンテンツファイルは、標的コンピュータデバイスプラットフォーム用の一式のプ
ロジェクトファイルを作成するように、特定の標的コンピュータデバイスプラットフォー
ムにとってプラットフォーム特有であるプラットフォーム特有のファイルと組み合わせら
れてもよい（３０４）。いくつかの実装では、プラットフォーム特有のファイルは、デバ
イス特徴（例えば、センサ、入出力要素等）と連動するための抽象化層が、特定のコンピ
ュータデバイスプラットフォームと通信することを可能にするように、プラットフォーム
特有のライブラリを含んでもよい。いくつかの実装では、プラットフォーム特有のファイ
ルは、特定のコンピュータデバイスプラットフォーム用のコンピュータデバイスアプリケ
ーションを作成するためのソフトウェア開発キット（ＳＤＫ）から取得されてもよい。例
えば、１つ以上のプラットフォーム特有のＳＤＫは、全体的または部分的に、クロスプラ
ットフォームソフトウェアアプリケーションファイルに基づいてプラットフォーム特有の
ソフトウェアアプリケーション実行ファイルを生成するためのネットワーククラウド環境
で展開されてもよい。
【００８８】
　加えて、いくつかの実装では、コンテンツファイルは、クロスプラットフォームソフト
ウェアアプリケーションの機能性を可能にするように、他のクロスプラットフォームファ
イルと組み合わせられてもよい。例えば、コンテンツファイルは、１つ以上のコンピュー
タデバイスプラットフォーム上のクロスプラットフォームソフトウェアアプリケーション
の機能性をサポートするように、ライブラリ、抽象化層、または他の構図と組み合わせら
れてもよい。特定の実施例では、コンテンツファイルは、Ａｐａｃｈｅ　Ｃｏｒｄｏｖａ
プラットフォームを組み込むディレクトリ構造にコピーされてもよい。
【００８９】
　いくつかの実装では、更新エージェントはまた、標的コンピュータデバイス上にインス
トールされたときに、プラットフォーム特有の開発アプリケーションの更新を可能にする
ように、プロジェクトファイルと合併させられてもよい（３０６）。更新エージェントは
、いくつかの実装では、標的コンピュータデバイス上で実行されるプラットフォーム特有
の開発アプリケーションを識別するために開発コンピュータデバイスによって使用される
、識別機構を提供するための１つ以上のアルゴリズムを含んでもよい。いくつかの実装で
は、更新エージェントは、開発コンピュータデバイスから更新されたコンテンツファイル
を受信するために、標的コンピュータデバイスと開発コンピュータデバイスとの間のファ
イル共有接続を確立するための１つ以上のアルゴリズムを含んでもよい。更新エージェン
トは、いくつかの実装では、開発コンピュータデバイスから標的コンピュータデバイスに
プッシュ配信される、更新された、または新しいファイル用のコンテンツファイルディレ
クトリまたは一時ディレクトリ等のディレクトリを監視するための１つ以上のアルゴリズ
ムを含んでもよい。
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【００９０】
　各標的コンピュータデバイスプラットフォーム（３１４）については、いくつかの実装
では、プロジェクトファイルは、標的コンピュータデバイスプラットフォーム用のそれぞ
れのプラットフォーム特有の開発アプリケーション実行可能ファイルを作成するようにコ
ンパイルされてもよい（３１０）。いくつかの実装では、プラットフォーム特有の開発ア
プリケーション実行可能ファイル（例えば、インストール実行可能ファイル）が、プラッ
トフォーム特有のＳＤＫの部分を使用して、総合クラウド環境で生成されてもよい。例え
ば、プラットフォーム特有のＳＤＫを通して提供されるコンパイルおよび構築動作が、プ
ラットフォーム特有の開発アプリケーション実行可能ファイルをコンパイルおよび構築す
るように、クラウドネットワークを介してアクセスされてもよい。
【００９１】
　各標的コンピュータデバイスプラットフォーム（３１４）については、さらに、いくつ
かの実装では、デジタル署名が特定の標的コンピュータデバイスプラットフォーム用の開
発アプリケーション実行可能ファイルに追加されてもよい（３１２）。いくつかの実装で
は、コード署名技法が、コードの完全性を確保するためにコンピュータデバイスプラット
フォームによって使用されてもよい。例えば、そのコンピュータデバイスプラットフォー
ムを伴って構成された標的コンピュータデバイスがアプリケーションコードのソース（例
えば、開発者、企業等）を認証することを可能にするように、デジタル署名が、プラット
フォーム特有の開発実行可能ファイルに適用されてもよい。いくつかの実装では、コード
と関連付けられる意図に関する情報を標的コンピュータデバイスに提供するように、デジ
タル署名が、プラットフォーム特有の開発アプリケーション実行可能ファイルに適用され
てもよい。意図は、いくつかの実装では、どのデバイス能力がプラットフォーム特有の開
発アプリケーションによってアクセスされるかを含んでもよい（例えば、地理位置、Ｗｉ
－ＦｉＴＭ等）。意図は、例えば、プラットフォーム特有の開発アプリケーションに供給
されるアクセスをユーザに知らせて、プラットフォーム特有の開発アプリケーションの機
能性を可能にするように、ユーザに提示されてもよい。特定の実施例では、Ａｐｐｌｅ　
ｉＯＳＴＭが、意図のステートメント、および認証された開発者証明書を含む、モバイル
規定ファイルを受け取ってもよい。
【００９２】
　いくつかの実装では、開発者によって提供されるメタデータが、デジタル署名を用いて
実行ファイルを符号化するために使用されてもよい。いくつかの実施例では、特定のコン
ピュータデバイスプラットフォーム上に新しいコンピュータデバイスアプリケーションを
開発する要求とともに開発者が提出したアプリケーションに基づいて、規定または証明書
が開発者に供給されてもよい。規定または証明書に関する情報、またはいくつかの実装で
は、規定または証明書自体が、プラットフォーム特有の開発アプリケーション実行可能フ
ァイルに含むために総合クラウド環境に供給されてもよい。
【００９３】
　いくつかの実装では、プラットフォーム特有の開発アプリケーション実行可能ファイル
は、開発コンピュータデバイスに提供されてもよい（３１６）。例えば、総合クラウド環
境は、開発アプリケーション実行可能ファイルを標的コンピュータデバイス上のディレク
トリにアップロードされてもよい。いくつかの実装では、プラットフォーム特有の開発ア
プリケーション実行可能ファイルは、一時ディレクトリの中に配置されてもよい。他の実
装では、開発者は、プラットフォーム特有の開発アプリケーション実行可能ファイルのダ
ウンロードを要求してもよい。
【００９４】
　いくつかの実装では、コンテンツファイルは、バージョン制御プロジェクトディレクト
リに記憶されてもよい（３１８）。例えば、コンテンツファイルの複数のバージョンが、
開発の以前の段階に逆行するために、またはチーム内の付加的な開発者と共有するために
、総合クラウド環境で維持されてもよい。いくつかの実装では、プロジェクトファイルお
よび／またはプラットフォーム特有の開発アプリケーション実行可能ファイルも、バージ
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ョン制御プロジェクトディレクトリに記憶されてもよい。いくつかの実装では、規定また
は証明書データ等のデジタル署名データが、プロジェクトディレクトリの中で維持されて
もよい。他の実装では、規定または証明書データのコピーが、例えば、デジタル署名デー
タの盗用および悪用から開発者を保護するように、デジタル署名として含んだ後に削除さ
れてもよい。
【００９５】
　図３Ｂを参照すると、いくつかの実装では、フローチャートが、クロスプラットフォー
ムソフトウェアアプリケーションを開発するために使用され得る、方法３３０を図示する
。いくつかの実装では、方法３３０は、クロスプラットフォームソフトウェアアプリケー
ションプロジェクトに関係する一式のコンテンツファイルを取り出すことから始まっても
よい（３３２）。いくつかの実装では、コンテンツファイルは、実行時間中にプラットフ
ォーム特有の開発アプリケーションによって解釈される情報として提供されてもよい。例
えば、コンテンツファイルは、標的コンピュータデバイス上で実行される（例えば、「ウ
ィンドウレス」ブラウザアプリケーション内の）ブラウザエンジン特徴を介して、アプリ
ケーショングラフィカルユーザインターフェースを提示するように構成される、提示ファ
イルおよびメディアファイルを含んでもよい。コンテンツファイルに加えて、いくつかの
実装では、プラットフォーム特有のアプリケーション実行可能ファイルの生成のための標
的コンピュータデバイスプラットフォームに関する情報、開発アプリケーションコードを
伴うコンパイル時間包含のためのメディアまたは他のファイル（例えば、アプリケーショ
ンアイコンとして使用される画像等）、クロスプラットフォームソフトウェアアプリケー
ションの開発のために総合クラウド環境を使用するように登録される特定のプロジェクト
または開発者に関する情報、および開発者が１つ以上の特定のコンピュータデバイスプラ
ットフォーム用のコンピュータデバイスアプリケーションを開発する権限があるという証
拠を提示する、登録情報、規定情報、または証明書情報等の他のファイルまたは情報が、
いくつかの実施例では受信されてもよい。いくつかの実装では、１つ以上の他のファイル
が、いくつかの実施例では、名前、メタデータ、またはファイル構造位置に基づいて、解
釈ファイルよりもむしろコンパイル時間ファイルとして識別されてもよい。
【００９６】
　コンテンツファイルおよび任意の他のファイルの目的および使用は、いくつかの実装で
は、クロスプラットフォームソフトウェアアプリケーションをデバイス特徴（例えば、セ
ンサ、入出力要素等）にアクセスするためのプラットフォーム特有のコマンドにマップす
るために使用される、抽象化層のディレクトリ構造を通して部分的に導出されてもよい。
例えば、Ａｐａｃｈｅ　Ｃｏｒｄｏｖａ抽象化層を使用してアプリケーションを開発する
ために、コンテンツファイルが「ｗｗｗ」ファイルディレクトリの中に提供されてもよい
。いくつかの実装では、抽象化層のディレクトリ構造は、部分的に、クロスプラットフォ
ームソフトウェアアプリケーションを作成するときに開発者によってアクセスされる開発
環境で提示されてもよい。
【００９７】
　いくつかの実装では、記憶アドレスが判定されてもよい（３３４）。例えば、ネットワ
ーク場所またはＵＲＬが、コンテンツファイルをネットワーク接続された標的コンピュー
タデバイスに提供するために識別されてもよい。記憶アドレスは、いくつかの実装では、
既知の標的コンピュータデバイス（例えば、認識される一意の識別子）のみに、または総
合クラウド環境のセキュリティ要素によって認識される識別情報（例えば、ユーザ識別、
パスワード等）を有する要求側によってアクセス可能なアドレスであってもよい。
【００９８】
　いくつかの実装では、要求が記憶アドレスで受信されてもよい（３３６）。いくつかの
実装では、要求は、１つ以上のコンテンツファイルのダウンロードのためのものであって
もよい。要求は、いくつかの実装では、既知の、または識別可能な標的コンピュータデバ
イスによって受信されてもよい。標的コンピュータデバイスのユーザは、いくつかの実装
では、コンテンツファイルをダウンロードすることを可能にされることに先立って、認証
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情報を提供してもよい。
【００９９】
　いくつかの実装では、コンテンツファイルは、要求標的コンピュータデバイスに提供さ
れてもよい（３３８）。例えば、標的コンピュータデバイスによって提供される標的コン
ピュータデバイスまたはユーザ情報の認証時に、１つ以上のコンテンツファイルが標的コ
ンピュータデバイスにダウンロードされてもよい。
【０１００】
　以降の時点で、いくつかの実装では、コンテンツファイルへの更新が受信されてもよい
（３４０）。例えば、開発者が、開発クライアントアプリケーション内のプロジェクトに
変更を行ってもよい。更新されたンテンツファイルは、いくつかの実装では、１つ以上の
標的コンピュータデバイスによるダウンロードのために利用可能にされてもよい。
【０１０１】
　特定の標的コンピュータデバイスが、更新されたコンテンツファイルの自動受信のため
に更新される場合（３４２）、いくつかの実装では、コンテンツファイルが標的コンピュ
ータデバイスにプッシュ配信されてもよい（３３８）。例えば、確立されたネットワーク
接続を使用して、コンテンツファイルは、自動的に標的コンピュータデバイスに提供され
てもよい。いくつかの実装では、標的コンピュータデバイス上で実行されるコンパニオン
アプリケーションが、総合クラウド環境とのコンテンツファイル共有接続を確立してもよ
い。
【０１０２】
　そうでなければ、いくつかの実装では、更新されたコンテンツファイルの要求が記憶ア
ドレスで受信されてもよい（３４４）。いくつかの実装では、記憶アドレスは、クロスプ
ラットフォームソフトウェアアプリケーションプロジェクトに関係するコンテンツファイ
ルを提供するために、最初に判定された記憶アドレス（３３４）と同一であり得る。記憶
アドレスは、いくつかの実装では、判定され、標的コンピュータデバイスの表示領域上で
、例えば、ＱＲコード（登録商標）、ＵＲＬ、またはテキストメッセージとして開発者に
提供されてもよい。コンテンツファイルは、いくつかの実装では、記憶アドレスから標的
コンピュータデバイスにダウンロードされてもよい。
【０１０３】
　図４Ａは、いくつかの実装では、クロスプラットフォームソフトウェアアプリケーショ
ンの開発バージョンの部分的更新を行うために使用され得る、方法４００のフローチャー
トを図示する。いくつかの実装では、方法４００は、開発アプリケーション実行ファイル
をダウンロードすることから始まってもよい（４０２）。開発アプリケーション実行ファ
イルは、いくつかの実装では、標的コンピュータデバイス上で開発アプリケーションを試
験しながら、コンテンツファイルを自動的に更新するための更新エージェント特徴を用い
てコンパイルされた開発アプリケーションをインストールするために使用されてもよい。
いくつかの実装では、開発アプリケーション実行ファイルは、開発コンピュータデバイス
から繋留された標的コンピュータデバイスにプッシュ配信されてもよい。他の実装では、
開発アプリケーション実行ファイルは、無線ネットワーク接続を経由して開発コンピュー
タデバイスから標的コンピュータデバイスにプッシュ配信されてもよい。
【０１０４】
　いくつかの実装では、開発アプリケーション実行ファイルは、開発アプリケーションを
インストールするように実行されてもよい（４０４）。開発アプリケーションは、いくつ
かの実装では、一式の提示ファイルからユーザインターフェース命令を解釈する、ブラウ
ザエンジン特徴（例えば、「ウィンドウレス」ブラウザインターフェース）を使用して生
成される、インターフェースを含んでもよい。提示ファイルは、いくつかの実装では、開
発アプリケーションに符号化されるコンテンツファイルディレクトリにインストールされ
てもよい。
【０１０５】
　いくつかの実装では、開発コンピュータデバイスとのファイル更新接続が開放されても
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よい（４０６）。いくつかの実装では、開発アプリケーションの更新エージェント特徴は
、ファイル共有接続を確立するように開発コンピュータデバイスと通信してもよい。更新
エージェントは、いくつかの実装では、標的コンピュータデバイス上で作動するようにコ
ンパイルされる開発アプリケーションを識別する一意の識別子を開発コンピュータデバイ
スに伝送するか、または別様に利用可能にしてもよい。
【０１０６】
　いくつかの実装では、開発アプリケーションが作動していてもよい（４０８）。例えば
、開発者が、開発アプリケーションと直接相互作用しているか、または相互作用を引き起
こしていてもよい（例えば、試験入力を標的コンピュータデバイスに供給する）。
【０１０７】
　いくつかの実装では、コンテンツファイルが修正されてもよい（４１０）。標的コンピ
ュータデバイス上で開発アプリケーションを試験しながら、いくつかの実装では、開発者
が、開発アプリケーションの性能に関する問題を発見し得る。いくつかの実装では、開発
者は、開発アプリケーションの性能を変更するように１つ以上のコンテンツファイルを更
新し、更新されたコンテンツファイルを標的コンピュータデバイスにプッシュ配信しても
よい。例えば、開発者は、開発アプリケーションのユーザインターフェースにおける制御
の位置を変更してもよい。開発クライアントアプリケーションユーザインターフェースに
おいて保存制御を選択すると、いくつかの実装では、更新されたコンテンツファイルは、
更新エージェント特徴とともに開発アプリケーションを実行する１つ以上の標的コンピュ
ータデバイスに自動的にプッシュ配信されてもよい。いくつかの実装では、開発者が、コ
ンテンツファイルを標的コンピュータデバイスにプッシュ配信するように開発クライアン
トアプリケーションに命令する、制御を能動的に選択してもよい。
【０１０８】
　いくつかの実装では、標的コンピュータデバイス上で機能する更新エージェントは、１
つ以上のコンテンツファイルの転送を受け入れてもよい。コンテンツファイルは、いくつ
かの実装では、コンテンツファイルディレクトリ（例えば、ユーザインターフェース情報
を解釈するために開発アプリケーションによって使用されているディレクトリ）にプッシ
ュ配信されてもよい。いくつかの実装では、コンテンツファイルは、一時ディレクトリに
プッシュ配信されてもよい。例えば、更新エージェントは、１つ以上の更新されたコンテ
ンツファイルの受信を認識し、更新されたコンテンツファイルを開発アプリケーションに
よって読み取られるコンテンツファイルディレクトリの中へ移動させてもよい。いくつか
の実装では、更新されたコンテンツファイルのみを受信するよりもむしろ、開発クライア
ントアプリケーションは、更新された提示ファイルおよび新しいコンテンツファイル（例
えば、スクリプト言語での包含ステートメントを通して更新された提示ファイルの中へリ
ンクされる等）を標的コンピュータデバイスにプッシュ配信してもよい。
【０１０９】
　いくつかの実装では、実行開発アプリケーションの現在のページ（例えば、表示、ユー
ザインターフェース画像等）が、修正されたコンテンツファイルの受信に応答して、強制
的にリフレッシュされてもよい（４１２）。いくつかの実装では、更新エージェントが、
開発アプリケーションのユーザインターフェースをリフレッシュするためのアルゴリズム
を含んでもよい一方で、開発アプリケーションは、同一の点から作動し続ける。例えば、
提示ファイルが、現在表示されているユーザインターフェースの表示上の制御の位置まで
移動するように更新された場合、ページのリフレッシュは、ユーザインターフェース内の
制御の新しい位置の即時の表示を引き起こしてもよい。このようにして、いくつかの実装
では、開発アプリケーションの機能性の顕著な遅延または再起動を引き起こすことなく、
開発アプリケーションの挙動への修正が行われてもよい。他の実装では、更新エージェン
トは、コンテンツファイルが更新されている間に開発アプリケーションを停止または一時
停止し、次いで、更新されたコンテンツファイルを使用し始めるように、開発アプリケー
ションを再起動するか、または開発アプリケーションを再ロードしてもよい。
【０１１０】
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　図４Ｂは、いくつかの実装では、クロスプラットフォームソフトウェアアプリケーショ
ンの開発バージョンの部分的更新を行うために使用され得る、方法４２０のフローチャー
トを図示する。いくつかの実装では、方法４２０は、コンパニオンアプリケーションが標
的コンピュータデバイス上にインストールされているかどうかを判定することから始まっ
てもよい（４２２）。いくつかの実装では、コンパニオンアプリケーションインストール
ファイル、アプリケーションファイル、または他のインジケータが標的コンピュータデバ
イス上に位置しない場合、コンパニオンアプリケーションインストール実行ファイルがダ
ウンロードされてもよい（４２４）。いくつかの実装では、コンパニオンアプリケーショ
ンインストール実行ファイルは、例えば、標的コンピュータデバイスからコンパニオンア
プリケーションを閲覧または検索することによって、アプリケーションストアからダウン
ロードされてもよい。いくつかの実装では、コンパニオンアプリケーションインストール
実行ファイルは、ネットワーク記憶場所でアクセスされてもよい。例えば、ＵＲＬには、
コンパニオンアプリケーションインストール実行ファイルのダウンロードについての情報
が提供されてもよい。記憶場所は、いくつかの実施例では、開発コンピュータデバイスお
よび／または標的コンピュータデバイスの表示領域にレンダリングされる、ＱＲコード（
登録商標）またはテキスト内に提供されてもよい。
【０１１１】
　コンパニオンアプリケーションは、いくつかの実装では、クロスプラットフォームソフ
トウェアアプリケーションのコンテンツファイルをレンダリングするように構成されるウ
ィンドウレスブラウザ機能性を含んでもよい。ウィンドウレスブラウザ機能性はさらに、
いくつかの実装では、特定のコンピュータデバイスプラットフォームに含まれる、特徴、
入出力要素、センサ、および／または周辺デバイスへの呼び出しを可能にするように、抽
象化層ライブラリを含んでもよい。例えば、Ａｐａｃｈｅ　Ｃｏｒｄｏｖａが、コンピュ
ータデバイスプラットフォームの特徴へのアクセスを提供するように含まれてもよい。ウ
ィンドウレスブラウザ内でレンダリングされるコンテンツファイルは、いくつかの実装で
は、抽象化層を使用して利用可能な一般機能を含む。いくつかの実施例では、一般機能は
、（例えば、アプリケーションプログラミングインターフェースを通して）個々のコンピ
ュータデバイスプラットフォームの特定のセンサデバイス、入出力デバイス、または他の
特徴にマップされてもよい。一般機能は、例えば、プラットフォームごとのレベルで実装
されるような特徴に関する特定の情報を把握することなく、開発者がこれらの特徴と相互
作用するための機会を提供してもよい。例えば、抽象化層は、スピーカ要素、加速度計要
素、全地球測位システム（ＧＰＳ）要素、または多くのコンピュータデバイスに共通する
他の要素への一般的な呼び出しを含んでもよい。
【０１１２】
　いくつかの実装では、コンパニオンアプリケーションは、クロスプラットフォームソフ
トウェアアプリケーションの開発のための総合クラウド環境で作成される２つ以上のクロ
スプラットフォームソフトウェアアプリケーションプロジェクトを管理するように、管理
特徴を含んでもよい。例えば、２つ以上のクロスプラットフォームソフトウェアアプリケ
ーションプロジェクトに関係するコンテンツファイルが、標的コンピュータデバイスにダ
ウンロードされ、コンパニオンアプリケーションによって管理されてもよい。
【０１１３】
　コンパニオンアプリケーションは、いくつかの実装では、１つ以上のクロスプラットフ
ォームソフトウェアアプリケーションプロジェクトのためのコンテンツファイルをダウン
ロードして管理するための機能性を含んでもよい。例えば、コンパニオンアプリケーショ
ンは、コンテンツファイルを提供する開発サーバを用いて標的コンピュータデバイスを認
証するように、認証情報を管理してもよい。いくつかの実装では、コンパニオンアプリケ
ーションは、管理されたクロスプラットフォームソフトウェアアプリケーションプロジェ
クトのそれぞれのためのコンテンツファイルをダウンロードするための記憶場所を追跡し
てもよい。
【０１１４】
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　いくつかの実装では、開発アプリケーションコンテンツファイルが、標的コンピュータ
デバイスにダウンロードされてもよい（４２６）。いくつかの実装では、ダウンロードア
ドレスを取得するように、例えば、標的コンピュータデバイスのスキャン機能を使用して
、標的コンピュータデバイスの表示領域にレンダリングされるＱＲコード（登録商標）が
スキャンされてもよい。いくつかの実装では、コンパニオンアプリケーションは、ネット
ワーク記憶場所からのコンテンツファイルのダウンロードをサポートするための機能性を
含んでもよい。例えば、ユーザ証明書（例えば、開発者ユーザｉｄ、パスワード、プロジ
ェクト名等）に基づいて、コンパニオンアプリケーションは、ダウンロードのためのオプ
ションとして、１つ以上のプロジェクト識別子を引き出してもよい。コンパニオンアプリ
ケーションは、例えば、コンテンツファイルをコンパニオンアプリケーションにダウンロ
ードするためのオプションのリストを例証するメニューを含んでもよい。コンテンツファ
イルは、いくつかの実装では、ダウンロード時にコンパニオンアプリケーションによって
組織化されてもよい。例えば、コンパニオンアプリケーションは、２つ以上のクロスプラ
ットフォームソフトウェアアプリケーションプロジェクトに関係するコンテンツファイル
用の別個のディレクトリを作成してもよい。
【０１１５】
　いくつかの実装では、開発アプリケーションのコンテンツファイルが、コンパニオンア
プリケーションフレームワーク内でレンダリングされてもよい（４２８）。例えば、コン
パニオンアプリケーションは、その内側でコンテンツファイルがレンダリングされ得る、
ウィンドウレスブラウザ特徴を供給してもよい。さらに、いくつかの実装では、コンパニ
オンアプリケーションは、抽象化層ライブラリを含んでもよい。抽象化層ライブラリは、
例えば、特定のコンピュータデバイスプラットフォームに含まれる、特徴、入出力要素、
センサ、および／または周辺デバイスへの呼び出しを可能にしてもよい。抽象化層を使用
して利用可能な一般機能は、例えば、（例えば、アプリケーションプログラミングインタ
ーフェースを通して）個々のコンピュータデバイスプラットフォームの特定のセンサデバ
イス、入出力デバイス、または他の特徴にマップされてもよく、開発者が、プラットフォ
ームごとのレベルで実装されるような特徴に関する特定の情報を把握することなく、これ
らの特徴と相互作用することを可能にする。いくつかの実施例では、抽象化層は、スピー
カ要素、加速度計要素、全地球測位システム（ＧＰＳ）要素、または多くのコンピュータ
デバイスに共通する他の要素への一般的な呼び出しを含んでもよい。
【０１１６】
　後に、いくつかの実装では、クロスプラットフォームソフトウェアアプリケーションの
開発のための総合クラウド環境内のコンテンツファイルが修正されてもよい（４３０）。
いくつかの実装では、開発者が、クロスプラットフォームソフトウェアアプリケーション
プロジェクトに修正を行ってもよい。開発者は、例えば、１つ以上の標的コンピュータデ
バイスに提供するための１つ以上のコンテンツファイルを手動で提供してもよい。別の実
施例では、１つ以上のコンテンツファイルが、例えば、プロジェクトファイルを保存する
と、取り出すために記憶場所に自動的に配置されてもよい。
【０１１７】
　いくつかの実装では、自動更新が標的コンピュータデバイス上で利用可能であり得る。
例えば、１つ以上のコンテンツファイルが追加または変更されてもよい。いくつかの実装
では、コンパニオンアプリケーションは、修正されたコンテンツファイルの記憶場所を監
視するための機能性を含んでもよい。例えば、コンパニオンアプリケーションは、１つ以
上のコンテンツファイルが、現在の実行開発アプリケーション用のダウンロードされたコ
ンテンツファイルとは異なることを判定してもよい。自動更新が利用可能である場合（４
３２）、修正されたコンテンツファイルが自動的に受信されてもよい（４３６）。
【０１１８】
　代わりに、自動更新オプションがない場合、または自動更新が標的コンピュータデバイ
ス上で起動されない場合、いくつかの実装では、修正されたコンテンツファイルをダウン
ロードする要求を示すジェスチャが受信されてもよい（４３４）。ユーザが、いくつかの
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実装では、開発アプリケーション用のコンテンツファイルのダウンロードを開始するよう
にコンパニオンアプリケーション内で実行しながら、タッチスクリーンジェスチャを入力
してもよい。例えば、ユーザが、コンテンツファイルのダウンロードを開始するように、
３本の指でタップして少なくとも１秒間保持してもよい。他の実施例では、ユーザが、コ
ンテンツファイルのダウンロードを開始するために、特定のドラッギングパターンまたは
タッピングパターンを使用してもよい。いくつかの実装では、開発アプリケーションの実
行中に、開発者が、コンテンツファイルのダウンロードを開始するように、コンパニオン
アプリケーションのメニューモードになってもよい。例えば、開発者は、コンテンツファ
イルのダウンロードを開始するように、標的コンピュータデバイス上のメニューまたはオ
プションキーを選択してもよい。
【０１１９】
　いくつかの実装では、コンテンツファイルが受信されてもよい（４３６）。例えば、開
発アプリケーションコンテンツファイルの以前に取得された記憶場所を使用して、標的コ
ンピュータデバイスは、更新コンテンツファイルをダウンロードしてもよい。いくつかの
実装では、コンパニオンアプリケーションは、更新されたコンテンツファイルのダウンロ
ードを管理してもよい。例えば、コンパニオンアプリケーションは、コンテンツファイル
にアクセスするための記憶場所の指示（例えば、アドレス等）を維持してもよい。いくつ
かの実装では、コンパニオンアプリケーションは、コンテンツファイルの承認された受信
側として標的コンピュータデバイスを認証する、認証情報を提供してもよい。いくつかの
実装では、一式のコンテンツファイル全体が、標的コンピュータデバイスにダウンロード
されてもよい。コンテンツファイルのサブセット（例えば、追加および／または変更され
るもの）が、いくつかの実装では、標的コンピュータデバイスにダウンロードされてもよ
い。
【０１２０】
　いくつかの実装では、実行開発アプリケーションの現在のページのリフレッシュが強制
されてもよい（４３８）。いくつかの実装では、コンパニオンアプリケーションが、開発
アプリケーションのユーザインターフェースをリフレッシュするためのリフレッシュ特徴
を含んでもよい一方で、開発アプリケーションが、同一の点から作動し続ける。例えば、
提示ファイルが、現在表示されているユーザインターフェースのページ上の制御の位置ま
で移動するように更新された場合、ページのリフレッシュは、ユーザインターフェース内
の制御の新しい位置の即時の表示を引き起こしてもよい。このようにして、いくつかの実
装では、開発アプリケーションの機能性の顕著な遅延または再起動を引き起こすことなく
、開発アプリケーションの挙動への修正が行われてもよい。他の実装では、コンパニオン
アプリケーションは、コンテンツファイルが更新されている間に開発アプリケーションを
停止または一時停止し、次いで、更新されたコンテンツファイルを使用し始めるように、
開発アプリケーションを再起動するか、または開発アプリケーションを再ロードしてもよ
い。
【０１２１】
　図５Ａ－５Ｈは、クロスプラットフォームソフトウェアアプリケーションを開発するた
めの例示的ユーザインターフェースの一連のスクリーンショットを図示する。スクリーン
ショットは、いくつかの実装では、開発クライアントアプリケーションにおいて作業する
開発者に利用可能な特徴を表してもよい。いくつかの実装では、スクリーンショットは、
ウェブクライアントアプリケーションを介して開発クライアントアプリケーションにおい
て作業する開発者に利用可能な特徴を表してもよい。例えば、ウェブクライアントアプリ
ケーションは、開発クライアントアプリケーションを使用する開発者にインターフェース
を提供するように、ウェブブラウザプログラム内でレンダリングされてもよい。
【０１２２】
　図５Ａを参照すると、第１のスクリーンショット５００は、いくつかの実装では、クロ
スプラットフォームソフトウェアアプリケーション用の新しいクロスプラットフォームソ
フトウェアアプリケーションプロジェクトを作成するためのユーザインターフェースを図
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示し得る。第１のスクリーンショット５００と相互作用する開発者は、いくつかの実装で
は、クロスプラットフォームソフトウェアアプリケーションの開発のために、総合クラウ
ド環境で開発者アカウントにログインされてもよい。いくつかの実装では、第１のスクリ
ーンショット５００は、インターネットブラウザ内で提示されてもよい。スクリーンショ
ット５００は、いくつかの実装では、クライアントソフトウェアアプリケーションの一部
として提示されてもよい。メニューバー５０２は、新しい制御５０４ａと、マイプロジェ
クト制御５０４ｂとを含む。新しい制御５０４ａの選択は、いくつかの実装では、例えば
、第１のスクリーンショット５００のメインパネル５０８の中で、新しいプロジェクトダ
イアログボックス５０６の提示を引き起こしてもよい。いくつかの実装では、開発者は、
テキスト入力ボックス５１０内にプロジェクトワークスペース名を追加してもよい。例え
ば、プロジェクトワークスペース名は、クロスプラットフォームソフトウェアアプリケー
ションのタイプまたはタイトルを示してもよい。
【０１２３】
　いくつかの実装では、開発者は、新しいプロジェクトに関係する簡潔な説明を入力する
ように、説明制御５１２を選択してもよい。いくつかの実装では、プロジェクト名および
／またはプロジェクト説明は、新しいコンピュータデバイスアプリケーションの開発のた
めにコンピュータデバイスプラットフォームから許可を取得するように、総合クラウド環
境に提供されてもよい。例えば、あるコンピュータデバイスプラットフォームは、コンピ
ュータデバイスプラットフォーム上にインストールするための承認されたアプリケーショ
ンを開発する承認を受信するように、開発者の生物学的情報およびプロジェクト情報等の
メタデータを使用した登録を伴ってもよい。いくつかの実装では、総合クラウド環境は、
例えば、要求情報を事前構成することによって、開発者がそのような承認を取得すること
を可能にしてもよい。
【０１２４】
　新しいプロジェクトを作成することなくダイアログボックス５０６を閉鎖するために、
いくつかの実装では、開発者は、キャンセル制御５１６を選択してもよい。新しいプロジ
ェクトダイアログボックス５０６内に含有される情報を容認するために、いくつかの実装
では、開発者は、ＯＫ制御５１４を選択してもよい。ＯＫ制御５１４の選択時に、いくつ
かの実装では、総合クラウド環境は、いくつかの実施例では、プロジェクトメタデータ、
ローカルメモリおよび／またはネットワーク接続ファイルリポジトリの中のプロジェクト
ディレクトリ構造、およびクロスプラットフォームソフトウェアアプリケーションを開発
するための基本提示ファイル等の１つ以上のプロジェクトファイル等のプロジェクトコン
テンツを開発者の代わりに生成してもよい。
【０１２５】
　ＯＫ制御５１４の選択を介した新しいプロジェクトの作成時に、いくつかの実装では、
プロジェクトは、メニューバー５０２の中のマイプロジェクト制御５１４ｂの選択を介し
てアクセス可能であり得る。
【０１２６】
　図５Ｂを参照すると、第２のスクリーンショット５２０は、いくつかの実装では、クロ
スプラットフォームソフトウェアアプリケーションを開発するために既存のクロスプラッ
トフォームソフトウェアアプリケーションプロジェクトを開くためのユーザインターフェ
ースを図示し得る。スクリーンショット５２０で図示されるように、メニューバー５０２
の中のマイプロジェクト制御５０４ｂが選択されてもよい。開くダイアログボックス５２
２は、第１のプロジェクト名５２４「Ｈｅｌｌｏ　Ｗｏｒｌｄ」を提示してもよい。いく
つかの実装では、任意の数のプロジェクト名が、開くダイアログボックス５２２内で可視
的であり得る。例えば、開発者は、利用可能なプロジェクト名のリストから第１のプロジ
ェクト名５２４を選択してもよい（例えば、マウスオーバー、シングルクリック等）。い
くつかの実装では、プロジェクトは、図５Ａに関連して説明されるように、新しいダイア
ログボックス５０６を使用して作成されていてもよい。いくつかの実装では、ワークスペ
ース名「Ｈｅｌｌｏ　Ｗｏｒｌｄ」が、図５Ａのテキスト入力ボックス５１０に入力され
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ていてもよい。
【０１２７】
　開くダイアログボックス５２２は、説明制御５２６を含む。いくつかの実装では、説明
制御５２６は、（例えば、説明制御５１２の選択時に図５Ａに関連して説明されるような
）新しいダイアログボックス５０６を通して入力された情報を提示してもよい。例えば、
説明制御５２６は、選択されたプロジェクト（例えば、プロジェクト名５２４「Ｈｅｌｌ
ｏ　Ｗｏｒｌｄ」）に関係する簡潔な説明を閲覧するように選択されてもよい。簡潔な説
明は、いくつかの実装では、いくつかの実施例では、開発者名または識別子、作成日、プ
ロジェクトに行われた最後の修正のタイムスタンプ等の選択されたプロジェクトに関する
メタデータをさらに含んでもよい。
【０１２８】
　いくつかの実装では、クロスプラットフォームソフトウェアアプリケーションプロジェ
クトが、２人以上の開発者によってアクセスされ、修正されてもよい。例えば、開発チー
ムが、選択されたプロジェクト名５２４内に含有されるファイルへのアクセスを共有して
もよい。この場合、例えば、クロスプラットフォームソフトウェアアプリケーションプロ
ジェクトと関連付けられるメタデータは、クロスプラットフォームソフトウェアアプリケ
ーションプロジェクトに貢献する権限がある開発者のリストを含んでもよい。いくつかの
実装では、種々の開発者が、種々の許可を有してもよい。例えば、一部の開発者が、読取
専用アクセスを有してもよい一方で、他の開発者は、選択されたクロスプラットフォーム
ソフトウェアアプリケーションプロジェクトのファイルへの読み書きアクセスを有しても
よい。
【０１２９】
　クロスプラットフォームソフトウェアアプリケーションプロジェクトを選択することな
くダイアログボックス５２２を閉じるために、いくつかの実装では、開発者は、キャンセ
ル制御５２９を選択してもよい。開くダイアログボックス５２２内で選択されるクロスプ
ラットフォームソフトウェアアプリケーションプロジェクトを開くために、いくつかの実
装では、開発者は、ＯＫ制御５２８を選択してもよい。ＯＫ制御５２８の選択時に、いく
つかの実装では、総合クラウド環境は、「Ｈｅｌｌｏ　Ｗｏｒｌｄ」と名付けられたクロ
スプラットフォームソフトウェアアプリケーションに関係するプロジェクトファイルと連
動するためのインターフェースを開発者に提示してもよい。
【０１３０】
　図５Ｃを参照すると、第３のスクリーンショット５３０は、いくつかの実装では、開発
者がクロスプラットフォームソフトウェアアプリケーションを作成、編集、およびシミュ
レートするための開発環境を図示し得る。図示されるように、第３のスクリーンショット
５３０は、いくつかの実装では、ファイルを追加すること、プロジェクトコンテンツを保
存すること、およびアプリケーションを作動すること等の特定のアクションを選択するた
めのメニューバー５３２と、クロスプラットフォームソフトウェアアプリケーションプロ
ジェクトに関係するコンテンツを編集するための編集ペイン５３４と、クロスプラットフ
ォームソフトウェアアプリケーションプロジェクトと関連付けられるコンテンツを組織化
して選択するためのファイルナビゲーションペイン５３６と、開発アプリケーションを試
験するための標的コンピュータデバイスを追加または選択するためのデバイスペイン５３
８とを含んでもよい。異なるクロスプラットフォームソフトウェアアプリケーションプロ
ジェクトを開くため、または新しいクロスプラットフォームソフトウェアアプリケーショ
ンプロジェクトを作成するために、いくつかの実装では、ユーザは、例えば、図５Ａおよ
び５Ｂによって表されるようなメインユーザインターフェースに戻るように、メニューバ
ー５３２の中のホーム制御５４６ａを選択してもよい。
【０１３１】
　プロジェクトナビゲーションペイン５３６から始めると、プロジェクトディレクトリ「
Ｈｅｌｌｏ　Ｗｏｒｌｄ」５４０は、いくつかの実装では、提示ファイルディレクトリ５
４２ａと、画像ファイルディレクトリ５４２ｂと、音声ファイルディレクトリ５４２ｃと
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、ビデオファイルディレクトリ５４２ｄとを含んでもよい。いくつかの実装では、ファイ
ルディレクトリ５４２は、クロスプラットフォームソフトウェアアプリケーションを開発
するためのプラットフォーム非依存型ファイルを含有してもよい。ファイルディレクトリ
５４２内に含有されるファイルは、いくつかの実装では、特定のコンピュータデバイスプ
ラットフォームにダウンロードするためのインストール実行可能ファイルを作成するよう
に、プラットフォーム特有のファイルと組み合わせられてもよい。いくつかの実装では、
プラットフォーム特有のファイルは、クロスプラットフォームソフトウェアアプリケーシ
ョンを開発するための総合クラウド環境のクラウドネットワークに記憶されてもよい。ク
ロスプラットフォームソフトウェアアプリケーションは、いくつかの実施例では、「ウィ
ンドウレス」、「ボーダレス」、または別様に「不可視的な」ブラウザアプリケーション
内等で、ブラウザエンジン特徴を通してアプリケーション特徴を提示することによって、
機能してもよい。例えば、提示ファイル５４２ａは、ブラウザエンジン特徴を通して情報
を提示するように実行時に解釈されてもよい。いくつかの実装では、ブラウザエンジン特
徴は、「コンパニオン」ソフトウェアアプリケーション内に提供されてもよい。例えば、
開発者が、コンパニオンアプリケーションをダウンロードして標的コンピュータデバイス
上にインストールし、クロスプラットフォームソフトウェアアプリケーションを試験する
ための開発デバイスとして標的コンピュータデバイスを有効にしてもよい。次いで、プロ
ジェクトファイルが、クロスプラットフォームソフトウェアアプリケーションを試験する
ためにコンパニオンアプリケーションの中にダウンロードされてもよい。いくつかの実装
では、ブラウザエンジン特徴は、開発アプリケーション実行ファイルを作成するように、
提示ファイル５４２、プラットフォーム特有のファイル、および他のファイルと組み合わ
せられ（例えば、それらを用いてコンパイルされ）てもよい。
【０１３２】
　提示ファイル５４２ａは、例えば、画像ファイルディレクトリ５４２ｂ、音声ファイル
ディレクトリ５４２ｃ、および／またはビデオファイルディレクトリ５４２に記憶される
、画像、音声、および／またはビデオ等のメディアアイテムにリンクしてもよい。いくつ
かの実装では、提示ファイル５４２ａは、いくつかの実施例では、ＨＴＭＬ、Ｊａｖａ（
登録商標）Ｓｃｒｉｐｔ、およびＣＳＳ等のいくつかの提示ファイル形式で開発されても
よい。いくつかの実装では、２つ以上の提示ファイル形式で書かれたファイルは、クロス
プラットフォームソフトウェアアプリケーションインターフェースおよび機能性を作成す
るように、ともにリンクされてもよい。例えば、第３のスクリーンショット５３０で図示
されるように、提示ファイルディレクトリ５４２ａは、ＣＳＳ、Ｊａｖａ（登録商標）Ｓ
ｃｒｉｐｔ、およびＨＴＭＬで書かれたファイル５４４を含む。
【０１３３】
　開発者は、いくつかの実装では、編集ペイン５３４の中で情報を閲覧して編集するよう
に、いくつかの実装では、ファイルナビゲーションペイン５３６の中で利用可能なファイ
ル５４４のうちの１つを選択してもよい。例えば、ｓｔｙｌｅ．ｃｓｓファイル５４４ｄ
が、ファイルナビゲーションペイン５３６の中で選択されてもよく、編集ペイン５３４内
でｓｔｙｌｅ．ｃｓｓファイル５４４ｄのコンテンツを提示する。いくつかの実装では、
複数のファイル５４４が、編集ペイン５３４内で開かれてもよい。例えば、ｓｔｙｌｅ．
ｃｓｓファイル５４４ｄは、編集ペイン５３４内でタブとして出現してもよい。
【０１３４】
　既存のファイル５４４を選択するよりもむしろ、いくつかの実装では、開発者が、新し
いファイルをクロスプラットフォームソフトウェアアプリケーションプロジェクトに追加
してもよい。メニューバー５３２を参照すると、追加制御５４６ｂが、いくつかの実装で
は、新しいファイルをクロスプラットフォームソフトウェアアプリケーションプロジェク
トに追加するように選択されてもよい。いくつかの実装では、追加制御５４６ｂの選択は
、いくつかの実施例では、ＨＴＭＬファイル、Ｊａｖａ（登録商標）Ｓｃｒｉｐｔファイ
ル、またはＣＳＳファイル等の２つ以上のタイプのファイルのオプションを提供し得る、
ダイアログインターフェースの提示をもたらしてもよい。いくつかの実装では、追加制御
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５４６ｂの選択は、別のクロスプラットフォームソフトウェアアプリケーションプロジェ
クト（例えば、開発者によって作成される、または開発者に可視的であるプロジェクト）
、ローカルハードドライブ、または開発コンピュータデバイスにアクセス可能な別の記憶
場所から１つ以上のファイルをインポートするように、ファイルナビゲーションペインの
提示をもたらしてもよい。例えば、開発者は、画像、音声ファイル、またはビデオファイ
ル等の１つ以上のメディアファイルをＨｅｌｌｏ　Ｗｏｒｌｄプロジェクトに追加するよ
うに、追加制御５４６ｂを選択してもよい。
【０１３５】
　編集ペイン５３４の下のデバイスペイン５３８を参照すると、「Ｍｙ　ｉＰａｄ」デバ
イス５４９等の記載される１つ以上のデバイスは、いくつかの実装では、開発者によって
開発クライアントアプリケーションに登録される、いくつかの標的コンピュータデバイス
を示してもよい。いくつかの実装では、開発クライアントアプリケーションは、開発コン
ピュータデバイスに（例えば、有線または無線）接続される１つ以上の標的コンピュータ
デバイスを認識してもよい。例えば、（例えば、開発クライアントアプリケーションがプ
ラットフォーム特有のコンピュータデバイスアプリケーションを生成し得るプラットフォ
ーム上で作動する）開発クライアントアプリケーションと互換性がある標的コンピュータ
デバイスが、開発コンピュータデバイスに接続されると識別されてもよい。例えば、開発
コンピュータデバイスのＵＳＢポートを通して標的コンピュータデバイスを開発コンピュ
ータデバイスに接続すると、開発クライアントアプリケーションは、標的コンピュータデ
バイスを認識し、標的コンピュータデバイスに関する情報をインポートしてもよい。いく
つかの実装では、開発クライアントアプリケーションは、識別された標的コンピュータデ
バイスに関する情報の一部分を特定するための方法を開発者に提供するように、ダイアロ
グボックスを開いてもよい。例えば、開発クライアントアプリケーションは、ｉＰａｄ　
１．１という標的コンピュータデバイスモデル５４９ａ、一意のデバイス識別子コード５
４９ｃ、５．０．１というプラットフォームオペレーティングシステムバージョン５４９
ｄ、およびＡｐｐｌｅ（登録商標）というプラットフォームベンダ５４９ｅ、および名前
５４９ｂ（例えば、「Ｍｙ　ｉＰａｄ」）を認識してもよい。いくつかの実装では、自動
検出よりもむしろ、開発クライアントアプリケーションは、接続された標的コンピュータ
デバイスの場所を特定することを対象としてもよい。例えば、「接続されたデバイスを見
出す」よう開発クライアントアプリケーションに命令するように、ユーザインターフェー
ス（図示せず）における制御がアクセスされてもよい。
【０１３６】
　デバイスペイン５３８で図示されているが、いくつかの実装では、クロスプラットフォ
ームソフトウェアアプリケーションの開発中に、デバイスペイン５３８を含有する第３の
スクリーンショット５３０の部分は、任意の構文およびリンクエラーの場所を特定して修
正する際に開発者を補助し得る、ツールバーと置換されてもよい。例えば、開発者が、編
集ペイン５３４において作業してもよい一方で、下方のメッセージペインは、エラーの指
示、ならびにいくつかの実装では、開発されているコードに関する潜在的な問題の場所を
特定することにおけるナビゲーション補助を提供する。いくつかの実装では、プロジェク
トファイル内の構文および潜在的リンクエラーを検証するように、制御が開発者に提供さ
れてもよい。いくつかの実装では、プロジェクトファイルは、例えば、保存制御５４６ｃ
の選択時に自動的に検証されてもよい。
【０１３７】
　保存制御５４６ｃの選択は、いくつかの実装では、開発クライアントアプリケーション
と通信しているクラウドネットワーク等のネットワークドライブへの保存されたファイル
の複製をもたらし、スクリーンショット５３０によって図示されるユーザインターフェー
スの提示を引き起こしてもよい。例えば、ファイルナビゲーションペイン５３６内で表示
されるファイル５４４は、クラウドネットワークリポジトリの中で遠隔に位置してもよい
。いくつかの実装では、プロジェクトファイル５４４は、プロジェクトファイル５４４の
開発中に、例えば、開発コンピュータデバイスのハードドライブ領域内でローカルに記憶
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されてもよい。いくつかの実装では、ファイル５４４は、実行制御５４６ｄの選択時にク
ラウドネットワークにアップロードされてもよい。例えば、クロスプラットフォームソフ
トウェアアプリケーションファイル５４４は、クロスプラットフォームソフトウェアアプ
リケーションファイル５４４が、特定の標的コンピュータデバイスプラットフォーム上に
展開するための開発アプリケーションを生成するようにプラットフォーム特有のファイル
と組み合わせられ得る、総合クラウド環境にアップロードされてもよい。
【０１３８】
　ある時点で、開発者は、プロジェクトが、例えば、標的コンピュータデバイス上で、ま
たはシミュレーションにおいてのいずれかで試験するための条件にあることを判定しても
よい。いくつかの実装では、開発者は、オンデバイスオプション５４８ａおよびインシミ
ュレータオプション５４８ｂを含む、一式のドロップダウンメニューオプション５４８を
提示されるように、実行制御５４６ｄを選択してもよい。オンデバイスオプション５４８
ａは、選択されたとき、いくつかの実装では、デバイスペイン５３８内に記載されるｉＰ
ａｄＴＭデバイス５４９に展開するためのアプリケーションを含有する、実行可能ファイ
ルを準備するオプションを提示してもよい。いくつかの実装では、オンデバイスオプショ
ン５４８ａは、選択されたとき、ｉＰａｄＴＭデバイス５４９等の標的コンピュータデバ
イス上にインストールされるコンパニオンアプリケーションにコンテンツファイルをダウ
ンロードするための記憶場所を提供するオプションを提示してもよい。図示されるように
、インシミュレータオプション５４８ｂは、強調表示されてもよい。インシミュレータオ
プション５４８ｂの選択時に、いくつかの実装では、デバイスシミュレータが、いくつか
の実施例については、編集ペイン５３４、スクリーンショット５３０に隣接する表示、ス
クリーンショット５３０に取って代わる表示、またはスクリーンショット５３０に部分的
に重なる表示等の表示領域中で提示されてもよい。
【０１３９】
　例えば、図５Ｄを参照すると、スクリーンショット５５１は、シミュレーション制御パ
ネル５５０、デバイス配向メニュー５５２、およびスマートフォンスタイルデバイスシミ
ュレーション５５４を含む、シミュレータと重ねられてもよい。スマートフォンスタイル
デバイスシミュレーション５５４は、いくつかの実装では、例えば、ファイルナビゲーシ
ョンペイン５３６に記載されるコンテンツファイル５４４内に含有される情報に基づいて
、スマートフォンスタイルデバイスシミュレーション５５４の表示領域５５５中に「Ｈｅ
ｌｌｏ　Ｗｏｒｌｄ」クロスプラットフォームソフトウェアアプリケーションプロジェク
トのシミュレーションを提示していてもよい。図示されるように、ディスプレイ５５５は
、第１のメッセージ５５７ａ「私を見つけて下さい！」、第２のメッセージ５５７ｂ「挨
拶しよう！」、および第３のメッセージ５５７ｃ「名前を入力して下さい」を特色とする
。いくつかの実装では、開発者は、例えば、制御５５８のうちの１つの選択（例えば、ク
リック、マウスオーバ等）を通して、スマートフォンデバイスシミュレーション５５４と
直接相互作用してもよい。一実施例では、開発者は、テキストボックス制御５５８ｄを選
択し、例えば、開発コンピュータデバイスに接続されたキーボードを使用して情報をタイ
プしてもよい。
【０１４０】
　いくつかの実装では、シミュレータは、標的コンピュータデバイス上で作動するクロス
プラットフォームソフトウェアアプリケーションの機能性と同様に、開発コンピュータデ
バイスの表示領域上でインターフェースをレンダリングするためのウィンドウレスウェブ
ブラウザフレームワーク等のブラウザエンジン特徴を使用して、作成されてもよい。
【０１４１】
　いくつかの実装では、シミュレータは、提示ファイルコマンドをプラットフォーム特有
のコンピュータデバイスコマンドに変換するために抽象化層に向かって指向されるＡＰＩ
コマンドを妨害するための機能を含んでもよい。いくつかの実施例では、センサ、入出力
デバイス、および他のデバイス特有の特徴に向かって指向されるＡＰＩコマンドは、シミ
ュレータによって妨害されてもよい。逆に、いくつかの実装では、シミュレータは、デバ
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イス特有の特徴によって生成されるであろう入力を提供するように、１つ以上の特徴を含
んでもよい。いくつかの実装では、シミュレーション制御パネル５５０は、配向、地理位
置、カメラ、加速度計、光センサ、バイオメトリック、および／または他のコンピュータ
デバイスプラットフォーム特徴をシミュレートする機構へのアクセスを含んでもよい。
【０１４２】
　いくつかの実装では、シミュレータを立ち上げると、シミュレーション特徴は、例えば
、開発クライアントアプリケーションを通して開発者によって設定されるユーザオプショ
ンに基づいて、特定のタイプのコンピュータデバイスプラットフォームをデフォルトで設
定してもよい。シミュレータによって図示されるコンピュータデバイスプラットフォーム
のタイプは、いくつかの実装では、部分的に、デバイスペイン５３８内に記載されるデバ
イスに基づいてもよい。例えば、記載される第１のデバイスが、スマートフォンのスタイ
ルである場合、またはデバイスペイン５３８の中の強調表示されたデバイスがスマートフ
ォンである場合、シミュレータは、スマートフォンタイプデバイスプラットフォームを表
示することをデフォルトで設定してもよい。他の実装では、デフォルトタイプのコンピュ
ータデバイスプラットフォームにおいてクロスプラットフォームソフトウェアアプリケー
ションのシミュレーションを表示するよりもむしろ、ユーザインターフェースは、シミュ
レーションに利用可能なコンピュータデバイスプラットフォームのタイプの２つ以上のオ
プションを表示する、（図５Ｃに表示されるような）インシミュレータメニューオプショ
ン５４８ｂのサブメニューを含んでもよい。
【０１４３】
　いくつかの実装では、開発者は、デバイス配向メニュー５５２を通してスマートフォン
デバイスシミュレーション５５４と相互作用してもよい。いくつかの実装では、開発者は
、スマートフォンデバイスシミュレーション５５４の配向を反時計回りに９０度回転させ
る第１の制御５６０ａ、スマートフォンデバイスシミュレーション５５４の配向を上下逆
に反転させる第２の制御５６０ｂ、またはスマートフォンデバイスシミュレーション５５
４を時計回りに９０度に回転させる第３の制御５６０ｃを選択してもよい。
【０１４４】
　いくつかの実装では、開発者は、シミュレーション制御パネル５５０を通して異なる相
互作用機構にアクセスしてもよい。図示されるように、例えば、配向制御５６２ａが選択
されてもよい。配向制御５６２ａの下で、地理位置制御５６２ｂは、選択されたとき、（
図５Ｅに関連してさらに説明されるように）デバイス配向メニュー５５２を地理位置メニ
ューと置換してもよい。シミュレーション制御パネル５５０の底部で、デバイス選択制御
５６２ｃは、選択されたとき、スマートフォンデバイスシミュレーション５５４から、い
くつかの実施例では、タブレットコンピュータデバイスシミュレーション、ＰＤＡデバイ
スシミュレーション、またはマルチメディアプレーヤシミュレーション等の異なるコンピ
ュータデバイスタイプまたはコンピュータデバイスプラットフォームシミュレーションに
切り替える機会を開発者に提供してもよい。
【０１４５】
　図５Ｅを参照すると、スクリーンショット５５１は、いくつかの実装では、シミュレー
ション制御パネル５５０と、デバイス地理位置メニュー５６４と、ＰＤＡスタイルデバイ
スシミュレーション５６６とを含む、シミュレータによって重ねられてもよい。いくつか
の実装では、ＰＤＡスタイルデバイスシミュレーション５６６は、デバイス選択制御５６
２ｃを使用して選択されてもよい。例えば、デバイス選択制御５６２ｃの選択時に、開発
者は、シミュレータによって提示するためにデバイスプラットフォームのタイプを選択す
るためのダイアログボックスを提示されてもよい。いくつかの実装では、ＰＤＡスタイル
デバイスシミュレーション５６６は、新しいデバイスの追加に基づいて提示されてもよい
（例えば、デバイスペイン５３８で図示されるような「Ｍｙ　Ｂｂｅｒｒｙ」デバイス５
６８）。
【０１４６】
　ＰＤＡスタイルデバイスシミュレーション５６６の表示領域５７０は、図５Ｄのスマー



(44) JP 2015-510635 A 2015.4.9

10

20

30

40

50

トフォンスタイルデバイスシミュレーション５５４上に表示されるシミュレーションと類
似する情報を含有してもよい。例えば、制御５５８は、図５Ｄのスマートフォンスタイル
デバイスシミュレーション５５４上で図示されるように、表示領域５７０中で類似組織に
配列されてもよい。しかしながら、いくつかの実施例では、画面サイズ、相対画面寸法、
画面解像度、色深度、利用可能なシステムフォント、またはスマートフォンスタイルデバ
イスとＰＤＡスタイルデバイスとの間の固有の他のシステム差異に基づいて、修正が存在
してもよい。例えば、ＰＤＡスタイルデバイスシミュレーション５６６は、（例えば、図
５Ｄに示されるように）スマートフォンスタイルデバイスシミュレーション５５４よりは
るかに小さい画面領域を有すると考えられる。いくつかの実装では、開発者は、レンダリ
ングがデバイスごとに適切であると考えられることを検証するように、種々のコンピュー
タデバイスタイプのシミュレーション上の機能性を精査してもよい（例えば、重複がない
、読み取り難い、または部分的に画面外の情報等）。
【０１４７】
　ＰＤＡスタイルデバイスシミュレーション５６６の表示領域５７０は、第１のメッセー
ジ５５７ａ（「私を見つけて下さい！」）の隣に起動制御５５８ｃを含有してもよい。い
くつかの実装では、起動制御５５８ｃの選択は、シミュレートされたコンピュータデバイ
スの地理位置特徴を起動し、シミュレートされたコンピュータデバイスの現在の位置を導
出してもよい。地理位置ダイアログボックス５６４を使用して、いくつかの実装では、開
発者が、シミュレートされたコンピュータデバイスの１つ以上の地理位置センサへの入力
を模倣してもよい。例えば、地理位置ダイアログボックス５６４は、緯度入力ボックス５
７２ａ、経度入力ボックス５７２ｂ、高度入力ボックス５７２ｃ、精度入力ボックス５７
２ｄ、および高度精度入力ボックス５７２ｅ等の位置付け入力ボックス５７２を含んでも
よい。加えて、地理位置ボックスダイアログ５６４は、速度入力ボックス５７４ａおよび
方位入力ボックス５７４ｂ等の移動入力ボックス５７４を含んでもよい。いくつかの実装
では、地理位置ダイアログボックス５６４は、特定の位置を選択するように地図５７６を
含んでもよい。方位情報または地図ナビゲーションが、いくつかの実装では、コンパス制
御５７８を使用して提供されてもよい。
【０１４８】
　図５Ｆを参照すると、スクリーンショット５５１は、シミュレーション制御パネル５５
０と、スマートフォンスタイルデバイスシミュレーション５５４とを含む、シミュレータ
と重ねられてもよい。スマートフォンスタイルデバイスシミュレーション５５４の表示領
域５５５で図示されるように、（例えば、図５Ｄおよび５Ｅで表示されるように）以前に
「挨拶しよう！」を表示した第２のメッセージ５５７ｂが、「ファイルが保存されたとき
に自動更新を変更して下さい！」とう状態に更新されてもよい。メニューバー５３２を参
照すると、保存制御５４６ｃは、いくつかの実装では、ドロップダウンメニュー５８０で
図示されるように、コンテンツファイル５４４のうちの１つ以上に行われる修正を保存す
るように選択されてもよい。いくつかの実装では、シミュレータにおいてクロスプラット
フォームソフトウェアアプリケーションの性能を試験しながら、開発者は、修正を１つ以
上のコンテンツファイル５４４に適用してもよい。例えば、開発者は、図５Ｆで図示され
るように編集ペイン５３４の中で開いているファイルｓｔｙｌｅ．ｃｓｓ５４４ｄに１つ
以上の変更を適用してもよい。ファイルｓｔｙｌｅ．ｃｓｓ５４４ｄへの変更を保存する
と、いくつかの実装では、クロスプラットフォームソフトウェアアプリケーションのシミ
ュレーションが、変更を反映するように自動的に更新されてもよい。例えば、プログラム
をリセットまたは再ロードすることなく、更新された（はるかに長い）第２のメッセージ
５５７ｂのための余地を提供する、制御５５８ａ、５５８ｂ、および５５８ならびに第３
のメッセージ５５７ｃの再配置等のスマートフォンスタイルデバイスシミュレーション５
５４の表示領域５５５内で図示される１つ以上のアイテムへの即時の修正が、表示領域５
５５中で開発者に提供されてもよい。いくつかの実装では、開発クライアントアプリケー
ション、またはクロスプラットフォームソフトウェアアプリケーションのシミュレーショ
ン内のシミュレーション特徴が、スマートフォンスタイルデバイスシミュレーション５５
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４の表示領域５５５の即時の再生を引き起こすように、開発コンピュータデバイスの表示
領域の画面リフレッシュを行ってもよい。
【０１４９】
　いくつかの実装では、類似機構が、標的コンピュータデバイス上で試験されたときに、
クロスプラットフォームソフトウェアアプリケーションのプラットフォーム特有のバージ
ョンを更新するために利用可能であり得る。例えば、１つ以上のコンテンツファイル５４
４への１つ以上の変更を保存すると、開発クライアントアプリケーションまたは開発アプ
リケーションは、（例えば、ウェブクライアントアプリケーションを介して）更新された
コンテンツファイルを標的コンピュータデバイスにプッシュ配信してもよく、その場合、
クロスプラットフォームソフトウェアアプリケーションのプラットフォーム特有のバージ
ョンは、新しいコンテンツファイルを認識し、標的コンピュータデバイスの表示領域をリ
フレッシュしてほぼリアルタイムで開発者に変更を提示するように構成される、更新エー
ジェントまたはコンパニオンアプリケーションを含んでもよい。別の実施例では、総合ク
ラウド環境は、標的コンピュータデバイスにダウンロードするために、新しい、および／
または更新されたコンテンツファイルを提供してもよい。
【０１５０】
　図５Ｇを参照すると、クロスプラットフォームソフトウェアアプリケーションのそのよ
うな試験を行うために、いくつかの実装では、スクリーンショット５９０で図示されるよ
うな実行制御５４６ｄが選択されてもよく、オンデバイスドロップダウンメニューオプシ
ョン５４８ａが起動されてもよい。いくつかの実装では、オンデバイスドロップダウンメ
ニューオプション５４８ａの選択は、１つ以上の標的コンピュータデバイスにダウンロー
ドするために、１つ以上のプラットフォーム特有のアプリケーション実行可能ファイル（
例えば、実行可能アプリケーションファイル、インストールファイル等）を生成させても
よい。いくつかの実装では、例えば、デバイスペイン５３８の中に記載される「Ｍｙ　ｉ
Ｐａｄ」デバイス５４９および「Ｍｙ　Ｂｂｅｒｒｙ」デバイス５６８等の各標的コンピ
ュータデバイスが、各関連コンピュータデバイスプラットフォームによって、開発デバイ
スとして認定され、支給され、または別様に承認されてもよい。いくつかの実装では、オ
ンデバイスドロップダウンメニューオプション５４８ａの選択時に、アプリケーション実
行可能ファイルが、デバイスペイン５３８内に記載される全ての標的コンピュータデバイ
スのために生成されてもよい。他の実装では、オンデバイスドロップダウンメニューオプ
ション５４８ａの選択時に、アプリケーション実行可能ファイルが、デバイスペイン５３
８内に選択される任意の標的コンピュータデバイス（例えば、図５Ｇのデバイスペイン５
３８で図示されるように、「Ｍｙ　ｉＰａｄ」デバイス５４９および「Ｍｙ　Ｂｂｅｒｒ
ｙ」デバイス５６８の両方）のために生成されてもよい。
【０１５１】
　いくつかの実装では、アプリケーション実行可能ファイルの生成は、総合クラウド環境
で起こってもよい。例えば、Ｈｅｌｌｏ　Ｗｏｒｌｄプロジェクトディレクトリ５４０に
記憶されたコンテンツファイル５４２が、クラウドネットワークにアップロードされ、各
標的コンピュータデバイスプラットフォーム用のプラットフォーム特有のファイルと組み
合わせられてもよい。いくつかの実装では、アプリケーション実行可能ファイルは、１つ
以上の標的コンピュータデバイスに配布するために開発コンピュータデバイス上の一時デ
ィレクトリにダウンロードされてもよい。
【０１５２】
　アプリケーション実行可能ファイルは、いくつかの実装では、有線接続を経由して標的
コンピュータデバイスに配布されてもよい。いくつかの実装では、アプリケーション実行
可能ファイルは、例えば、複数の繋留ＵＳＢ接続を経由して同時に各標的コンピュータデ
バイスにプッシュ配信されてもよい。いくつかの実装では、アプリケーション実行可能フ
ァイルは、例えば、有線または無線接続を経由して各標的コンピュータデバイスに連続的
に配布されてもよい。
【０１５３】
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　いくつかの実装では、コンパニオンアプリケーションは、１つ以上の標的コンピュータ
デバイス上にインストールされてもよい。コンパニオンアプリケーションがインストール
された標的コンピュータデバイス用の実行可能ファイルを構築するよりもむしろ、いくつ
かの実装では、総合クラウド環境が、標的コンピュータデバイスにダウンロードするため
の一式のコンテンツファイルを提供してもよい。例えば、コンパニオンアプリケーション
は、コンテンツファイルを受信し、開発者がコンパニオンアプリケーションシェル内で開
発アプリケーション機能性を実行することを可能にしてもよい。
【０１５４】
　図５Ｈを参照すると、オンデバイスドロップダウンメニューオプション５４８ａの選択
後、ポップアップウィンドウ５９２がスクリーンショット５９０に重なってもよい。ポッ
プアップウィンドウ５９２内で、いくつかの実装では、ＱＲコード（登録商標）５９４が
、「以下のＱＲコード（登録商標）をスキャンしてあなたのデバイスにモバイルパッケー
ジをインストールして下さい」とユーザに命令するメッセージ５９５とともに提示されて
もよい。いくつかの実装では、標的コンピュータデバイスのスキャナ機能が、ＱＲコード
（登録商標）５９４をスキャンし、内側に符号化された記憶場所を判定するために使用さ
れてもよい。ＱＲコード（登録商標）５９４を提示するよりもむしろ、他の実装では、テ
キスト、ハイパーリンク、ＵＲＬ、または記憶場所を開発コンピュータデバイスの表示領
域に提示する他の形態が使用されてもよい。いくつかの実施例では、記憶場所は、ネット
ワークアドレスまたはＵＲＬを含んでもよい。
【０１５５】
　いくつかの実装では、ＱＲコード（登録商標）５９４は、いくつかの実施例では、開発
者と関連付けられる１つ以上のクロスプラットフォームソフトウェアアプリケーションプ
ロジェクトを識別するアプリケーション識別子（例えば、コンテンツファイルを含有する
プロジェクトを含む）、承認標的コンピュータデバイス情報（例えば、開発者によって開
発のために支給される一式の標的コンピュータデバイスを一意的に識別する情報）、およ
びコンテンツファイルを取り出すための認証情報等の付加的な情報を含んでもよい。いく
つかの実装では、コンパニオンアプリケーションは、記憶場所からコンテンツファイルを
取り出す際に付加的な情報の一部分を使用するように構成されてもよい。
【０１５６】
　ＱＲコード（登録商標）５９４の上方で、ポップアップウィンドウ５９２内で図示され
るように、ドロップダウンメニュー５９６が、いくつかの実装では、開発アプリケーショ
ン用の標的コンピュータデバイスプラットフォームを選択する機会をユーザに提供しても
よい。いくつかの実装では、１つ以上のプラットフォーム特有のファイルが提供されても
よい。ドロップダウンメニュー５９６を介して標的コンピュータデバイスプラットフォー
ムを提供することによって、開発者は、任意のプラットフォーム特有のファイルがＱＲコ
ード（登録商標）５９４に符号化された記憶場所で利用可能であることを確実にしてもよ
い。いくつかの実装では、開発者は、例えば、チェックボックス５９７を選択することに
よって、ドロップダウンメニュー５９６内の選択された標的コンピュータデバイスプラッ
トフォームをデフォルトビルドプラットフォームとして設定してもよい。
【０１５７】
　ＱＲコード（登録商標）５９４の下で、ポップアップウィンドウ５９２内で図示される
ように、一式のハイパーリンク５９８、５９９が、いくつかの実装では、開発アプリケー
ション用の試験デバイスとして標的コンピュータデバイスを構成するための付加的なオプ
ションをユーザに提供してもよい。いくつかの実装では、「プロビジョンを使用したい」
と標識された第１のハイパーリンク５９８が、選択されたとき、以前に説明されたように
、１つ以上の標的コンピュータデバイスに提供するための開発アプリケーション実行ファ
イルを構築する機会をユーザに提示してもよい。
【０１５８】
　いくつかの実装では、「コンパニオンアプリケーションをインストールしていない」と
標識された第２のハイパーリンク５９９が、選択されたとき、コンパニオンアプリケーシ
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ョンにアクセスしてインストールする方法についての指示をユーザに提示してもよい。い
くつかの実装では、ユーザは、コンパニオンアプリケーションの記憶場所を含有するＱＲ
コード（登録商標）（図示せず）を提示されてもよい。ユーザは、他の実装では、コンパ
ニオンアプリケーションインストール実行ファイルのコピーを取り出すように、１つ以上
のハイパーリンク、ＵＲＬ、または他の記憶場所情報を提示されてもよい。
【０１５９】
　図５Ｇに戻ると、開発アプリケーションが標的コンピュータデバイスのそれぞれの上で
作動している間に、いくつかの実装では、開発者は、提示ファイル５４４のうちの１つ以
上を更新してもよい。いくつかの実装では、開発者は、新しいコンテンツファイルを追加
し、それを既存の提示ファイル５４４のうちの１つにリンクしてもよい。
【０１６０】
　コンテンツファイルの更新および／またはコンテンツファイルへの追加は、いくつかの
実装では、更新エージェントを含む、開発アプリケーションを実行する各標的コンピュー
タデバイスにプッシュ配信されてもよい。いくつかの実装では、１つ以上のコンテンツフ
ァイルへの更新および／または１つ以上のコンテンツファイルの追加は、例えば、保存制
御５４６ｃを使用してコンテンツファイルを保存すると、自動的に標的コンピュータデバ
イスにプッシュ配信されてもよい。いくつかの実装では、デバイスペイン５３８内で選択
される、これらの標的コンピュータデバイスのみが、保存制御５４６ｃの選択を通してそ
れらに自動的にプッシュ配信されたコンテンツファイルを有してもよい。いくつかの実装
では、コンテンツファイルのうちの１つ以上への更新が、（例えば、選択された標的コン
ピュータデバイスを右クリックし、更新されたコンテンツファイルを送信するためのメニ
ューオプションを選択することによって）開発者による手動努力を通して、選択された標
的コンピュータデバイス５４９、５６８にプッシュ配信されてもよい。特定の実施例では
、ファイルｓｔｙｌｅ．ｃｓｓ５４４ｄへの修正が、有線または無線接続を経由して、「
Ｍｙ　ｉＰａｄ」デバイス５４９および「Ｍｙ　Ｂｂｅｒｒｙ」デバイス５６８の両方に
同時にプッシュ配信されてもよい。いくつかの実装では、標的コンピュータデバイスのう
ちの１つが開発コンピュータデバイスに物理的に接続されていない場合、標的コンピュー
タデバイスは、プラットフォーム特有の開発アプリケーションに内蔵された一意の識別子
により、開発クライアントアプリケーションによって無線ネットワーク上で認識されても
よい。
【０１６１】
　コンテンツファイルの更新および／またはコンテンツファイルへの追加は、いくつかの
実装では、例えば、総合クラウド環境を介して、コンパニオンアプリケーションを実行す
る標的コンピュータデバイスのそれぞれにダウンロードされてもよい。いくつかの実装で
は、コンテンツファイルのうちの１つ以上は、標的コンピュータデバイスにダウンロード
するために記憶場所に転送されてもよい。例えば、更新および／または追加されたコンテ
ンツファイルは、コンテンツファイルを標的コンピュータデバイスに供給するために最初
に使用される、記憶場所に転送されてもよい。いくつかの実装では、記憶場所は、開発者
、または標的コンピュータデバイス上で実行されるコンパニオンアプリケーションに伝達
されてもよい。例えば、記憶場所を含むＱＲコード（登録商標）が、図５Ｈに関連して以
前に説明されたように、開発コンピュータデバイスの表示領域に供給されてもよい。
【０１６２】
　いくつかの実装では、ユーザが、コンテンツファイルのダウンロードを手動で要求して
もよい。例えば、手動要求が、標的コンピュータデバイスのユーザインターフェースを介
して提出されてもよい。例えば、ユーザが、標的コンピュータデバイスへの更新されたコ
ンテンツファイルのダウンロードを開始するように、特定のタッチパターンまたはスイー
プパターン等のジェスチャを入力してもよい。別の実施例では、ユーザは、選択されたと
きにコンテンツファイルのダウンロードを開始し得る、メニューオプションを取得するよ
うに、標的コンピュータデバイス上の制御を選択してもよい。
【０１６３】
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　いくつかの実装では、コンテンツファイルが、標的コンピュータデバイスにプッシュ配
信されてもよい。例えば、コンパニオンアプリケーションは、更新されたコンテンツファ
イルのための記憶場所を監視するための特徴を含んでもよい。更新されたコンテンツファ
イルの認識時に、例えば、コンパニオンアプリケーションは、コンテンツファイルを自動
的に取り出してもよい。
【０１６４】
　図６に示されるように、クロスプラットフォームソフトウェアアプリケーションの開発
のための例示的なクラウドコンピューティング環境６００の実装が示され、説明されてい
る。クラウドコンピューティング環境６００は、１つ以上のリソースプロバイダ６０２ａ
、６０２ｂ、６０２ｃ（集合的に６０２）を含んでもよい。各リソースプロバイダ６０２
は、コンピューティングリソースを含んでもよい。いくつかの実装では、コンピューティ
ングリソースは、データを処理するために使用される任意のハードウェアおよび／または
ソフトウェアを含んでもよい。例えば、コンピューティングリソースは、アルゴリズム、
コンピュータプログラム、および／またはコンピュータアプリケーションを実行すること
が可能なハードウェアおよび／またはソフトウェアを含んでもよい。いくつかの実装では
、例示的なコンピューティングリソースは、記憶および検索能力を伴うアプリケーション
サーバおよび／またはデータベースを含んでもよい。各リソースプロバイダ６０２は、ク
ラウドコンピューティング環境６００内の任意の他のリソースプロバイダ６０２に接続さ
れてもよい。いくつかの実装では、リソースプロバイダ６０２は、コンピュータネットワ
ーク６０８を経由して接続されてもよい。各リソースプロバイダ６０２は、コンピュータ
ネットワーク６０８を経由して１つ以上のコンピュータデバイス６０４ａ、６０４ｂ、６
０４ｃ（集合的に６０４）に接続されてもよい。
【０１６５】
　クラウドコンピューティング環境６００は、リソースマネージャ６０６を含んでもよい
。リソースマネージャ６０６は、コンピュータネットワーク６０８を経由してリソースプ
ロバイダ６０２およびコンピュータデバイス６０４に接続されてもよい。いくつかの実装
では、リソースマネージャ６０６は、１つ以上のリソースプロバイダ６０２による１つ以
上のコンピュータデバイス６０４へのコンピューティングリソースの提供を促進してもよ
い。リソースマネージャ６０６は、特定のコンピュータデバイス６０４からコンピュータ
リソースの要求を受信してもよい。リソースマネージャ６０６は、コンピュータデバイス
６０４によって要求されるコンピューティングリソースを提供することが可能な１つ以上
のリソースプロバイダ６０２を識別してもよい。リソースマネージャ６０６は、コンピュ
ーティングリソースを提供するリソースプロバイダ６０２を選択してもよい。リソースマ
ネージャ６０６は、リソースプロバイダ６０２と特定のコンピュータデバイス６０４との
間の接続を促進してもよい。いくつかの実装では、リソースマネージャ６０６は、特定の
リソースプロバイダ６０２と特定のコンピュータデバイス６０４との間の接続を確立して
もよい。いくつかの実装では、リソースマネージャ６０６は、要求されたコンピューティ
ングリソースを伴う特定のリソースプロバイダ６０２に特定のコンピュータデバイス６０
４をリダイレクトしてもよい。
【０１６６】
　図７は、本開示で説明される技法を実装するために使用することができる、コンピュー
タデバイス７００およびモバイルコンピュータデバイス７５０の実施例を示す。コンピュ
ータデバイス７００は、ラップトップ、デスクトップ、ワークステーション、携帯情報端
末、サーバ、ブレードサーバ、メインフレーム、および他の適切なコンピュータ等の種々
の形態のデジタルコンピュータを表すことを目的としている。モバイルコンピュータデバ
イス７５０は、携帯情報端末、携帯電話、スマートフォン、および他の類似コンピュータ
デバイス等の種々の形態のモバイルデバイスを表すことを目的としている。ここで示され
る構成要素、それらの接続および関係、およびそれらの機能は、実施例であるように意図
されているにすぎず、限定的となるように意図されていない。
【０１６７】
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　コンピュータデバイス７００は、プロセッサ７０２と、メモリ７０４と、記憶デバイス
７０６と、メモリ７０４および複数の高速拡張ポート７１０に接続する高速インターフェ
ース７０８と、低速拡張ポート７１４および記憶デバイス７０６に接続する低速インター
フェース７１２とを含む。プロセッサ７０２、メモリ７０４、記憶デバイス７０６、高速
インターフェース７０８、高速拡張ポート７１０、および低速インターフェース７１２の
それぞれは、種々のバスを使用して相互接続されてもよく、共通マザーボード上に、また
は適宜に他の様式で搭載されてもよい。プロセッサ７０２は、高速インターフェース７０
８に連結されたディスプレイ７１６等の外部入出力デバイス上のＧＵＩのためにグラフィ
カル情報を表示するように、メモリ７０４の中に、または記憶デバイス７０６上に記憶さ
れた命令を含む、コンピュータデバイス７００内で実行するための命令を処理することが
できる。他の実装では、複数のメモリおよびタイプのメモリとともに、複数のプロセッサ
および／または複数のバスが適宜に使用されてもよい。また、複数のコンピュータデバイ
スが接続されてもよく、各デバイスは、（例えば、サーババンク、ブレードサーバ群、ま
たはマルチプロセッサシステムとして）必要な動作の部分を提供する。
【０１６８】
　メモリ７０４は、コンピュータデバイス７００内に情報を記憶する。いくつかの実装で
は、メモリ７０４は、１つまたは複数の揮発性メモリユニットである。いくつかの実装で
は、メモリ７０４は、１つまたは複数の不揮発性メモリユニットである。メモリ７０４は
また、磁気または光ディスク等の別の形態のコンピュータ可読媒体であってもよい。
【０１６９】
　記憶デバイス７０６は、コンピュータデバイス７００用の大容量記憶装置を提供するこ
とが可能である。いくつかの実装では、記憶デバイス７０６は、フロッピー（登録商標）
ディスクデバイス、ハードディスクデバイス、光ディスクデバイス、またはテープデバイ
ス、フラッシュメモリまたは他の類似ソリッドステートメモリデバイス、または記憶領域
ネットワークあるいは他の構成にデバイスを含むデバイスのアレイ等のコンピュータ可読
媒体であってもよいか、またはそれを含有してもよい。命令を情報キャリアに記憶するこ
とができる。命令は、１つ以上の処理デバイス（例えば、プロセッサ７０２）によって実
行されたとき、上記で説明されるもの等の１つ以上の方法を行ってもよい。命令はまた、
コンピュータまたは機械可読媒体（例えば、メモリ７０４、記憶デバイス７０６、または
プロセッサ７０２上のメモリ）等の１つ以上の記憶デバイスによって記憶することもでき
る。
【０１７０】
　高速インターフェース７０８が、コンピュータデバイス７００の帯域幅集中動作を管理
する一方で、低速インターフェース７１２は、より低帯域幅集中動作を管理する。そのよ
うな機能の割付は、実施例にすぎない。いくつかの実装では、高速インターフェース７０
８は、メモリ７０４、（例えば、グラフィックスプロセッサまたはアクセラレータを通し
て）ディスプレイ７１６、および種々の拡張カード（図示せず）を受け入れ得る高速拡張
ポート７１０に連結される。本実装では、低速インターフェース７１２は、記憶デバイス
７０６および低速拡張ポート７１４に連結される。種々の通信ポート（例えば、ＵＳＢ、
Ｂｌｕｅｔｏｏｔｈ（登録商標）、Ｅｔｈｅｒｎｅｔ（登録商標）、無線Ｅｔｈｅｒｎｅ
ｔ（登録商標））を含み得る、低速拡張ポート７１４は、キーボード、ポインティングデ
バイス、スキャナ、または、例えば、ネットワークアダプタを通したスイッチまたはルー
タ等のネットワーキングデバイス等の１つ以上の入出力デバイスに連結されてもよい。
【０１７１】
　コンピュータデバイス７００は、図に示されるように、いくつかの異なる形態で実装さ
れてもよい。例えば、標準サーバ７２０として、またはそのようなサーバ群の中で複数回
実装されてもよい。加えて、それは、ラップトップコンピュータ７２２等のパーソナルコ
ンピュータで実装されてもよい。それはまた、ラックサーバシステム７２４の一部として
実装されてもよい。代替として、コンピュータデバイス７００からの構成要素は、モバイ
ルコンピュータデバイス７５０等のモバイルデバイス（図示せず）の中の他の構成要素と
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組み合わせられてもよい。そのようなデバイスのそれぞれは、コンピュータデバイス７０
０およびモバイルコンピュータデバイス７５０のうちの１つ以上を含有してもよく、シス
テム全体が、相互と通信する複数のコンピュータデバイスで構成されてもよい。
【０１７２】
　モバイルコンピュータデバイス７５０は、いくつかある構成要素の中でも特に、プロセ
ッサ７５２と、メモリ７６４と、ディスプレイ７５４等の入出力デバイスと、通信インタ
ーフェース７６６と、送受信機７６８とを含む。モバイルコンピュータデバイス７５０は
また、付加的な記憶装置を提供するように、マイクロドライブまたは他のデバイス等の記
憶デバイスを提供されてもよい。プロセッサ７５２、メモリ７６４、ディスプレイ７５４
、通信インターフェース７６６、および送受信機７６８のそれぞれは、種々のバスを使用
して相互接続され、構成要素のうちのいくつかは、共通マザーボード上に、または適宜の
他の様式で搭載されてもよい。
【０１７３】
　プロセッサ７５２は、メモリ７６４に記憶された命令を含む、命令をモバイルコンピュ
ータデバイス７５０内で実行することができる。プロセッサ７５２は、別個かつ複数のア
ナログおよびデジタルプロセッサを含む、チップのチップセットとして実装されてもよい
。プロセッサ７５２は、例えば、ユーザインターフェースの制御、モバイルコンピュータ
デバイス７５０によって実行されるアプリケーション、およびモバイルコンピュータデバ
イス７５０による無線通信等のモバイルコンピュータデバイス７５０の他の構成要素の協
調を提供してもよい。
【０１７４】
　プロセッサ７５２は、制御インターフェース７５８およびディスプレイ７５４に連結さ
れたディスプレイインターフェース７５６を通して、ユーザと通信してもよい。ディスプ
レイ７５４は、例えば、ＴＦＴ（薄膜トランジスタ液晶ディスプレイ）ディスプレイ、ま
たはＯＬＥＤ（有機発光ダイオード）ディスプレイ、あるいは他の適切なディスプレイ技
術であってもよい。ディスプレイインターフェース７５６は、グラフィカルおよび他の情
報をユーザに提示するようにディスプレイ７５４を駆動するための適切な回路を備えても
よい。制御インターフェース７５８は、ユーザからコマンドを受信し、それらをプロセッ
サ７５２に提出するために変換してもよい。加えて、外部インターフェース７６２が、他
のデバイスとのモバイルコンピュータデバイス７５０の近距離通信を可能にするよう、プ
ロセッサ７５２との通信を提供してもよい。外部インターフェース７６２は、例えば、い
くつかの実装では有線通信、または他の実装では無線通信を提供してもよく、複数のイン
ターフェースも使用されてもよい。
【０１７５】
　メモリ７６４は、モバイルコンピュータデバイス７５０内に情報を記憶する。メモリ７
６４は、１つまたは複数のコンピュータ可読媒体、１つまたは複数の揮発性メモリユニッ
ト、あるいは１つまたは複数の不揮発性メモリユニットのうちの１つ以上として実装する
ことができる。拡張メモリ７７４もまた、提供され、例えば、ＳＩＭＭ（シングルインラ
インメモリモジュール）カードインターフェースを含み得る、拡張インターフェース７７
２を通してモバイルコンピュータデバイス７５０に接続されてもよい。拡張メモリ７７４
は、モバイルコンピュータデバイス７５０用の余分な記憶空間を提供してもよく、または
モバイルコンピュータデバイス７５０用のアプリケーションまたは他の情報も記憶しても
よい。具体的には、拡張メモリ７７４は、上記で説明されるプロセスを実行または補完す
る命令を含んでもよく、かつ安全な情報も含んでもよい。したがって、例えば、拡張メモ
リ７７４は、モバイルコンピュータデバイス７５０用のセキュリティモジュールとして提
供されてもよく、かつモバイルコンピュータデバイス７５０の安全な使用を可能にする命
令でプログラムされてもよい。加えて、ハッキング不可能な様式でＳＩＭＭカード上に識
別情報を置くこと等の付加的な情報とともに、安全なアプリケーションがＳＩＭＭカード
を介して提供されてもよい。
【０１７６】
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　メモリは、例えば、以下で議論されるようなフラッシュメモリおよび／またはＮＶＲＡ
Ｍメモリ（不揮発性ランダムアクセスメモリ）を含んでもよい。いくつかの実装では、命
令は、情報キャリアに記憶され、命令は、１つ以上の処理デバイス（例えば、プロセッサ
７５２）によって実行されたとき、上記で説明されるもの等の１つ以上の方法を行う。命
令はまた、１つ以上のコンピュータまたは機械可読媒体（例えば、メモリ７６４、拡張メ
モリ７７４、またはプロセッサ７５２上のメモリ）等の１つ以上の記憶デバイスによって
記憶されてもよい。いくつかの実装では、命令は、例えば、送受信機７６８または外部イ
ンターフェース７６２を経由して、伝搬信号の中で受信することができる。
【０１７７】
　モバイルコンピュータデバイス７５０は、必要な場合にデジタル信号処理回路を含み得
る、通信インターフェース７６６を通して無線で通信してもよい。通信インターフェース
７６６は、とりわけ、ＧＳＭ（登録商標）音声電話（グローバルシステムフォーモバイル
コミュニケーション）、ＳＭＳ（ショートメッセージサービス）、ＥＭＳ（拡張メッセー
ジングサービス）、またはＭＭＳメッセージング（マルチメディアメッセージングサービ
ス）、ＣＤＭＡ（符号分割多重アクセス）、ＴＤＭＡ（時分割多重アクセス）、ＰＤＣ（
パーソナルデジタルセルラー）、ＷＣＤＭＡ（登録商標）（広帯域符号分割多重アクセス
）、ＣＤＭＡ２０００、またはＧＰＲＳ（汎用パケット無線サービス）等の種々のモード
またはプロトコルの下で通信を提供してもよい。そのような通信は、例えば、高周波を使
用して、送受信機７６８を通して起こってもよい。加えて、短距離通信が、Ｂｌｕｅｔｏ
ｏｔｈ（登録商標）、Ｗｉ－ＦｉＴＭ、または他の送受信機（図示せず）を使用する等し
て、起こってもよい。加えて、ＧＰＳ（全地球測位システム）受信機モジュール７７０が
、モバイルコンピュータデバイス７５０上で作動するアプリケーションによって適宜に使
用され得る、付加的なナビゲーションおよび場所関連無線データをモバイルコンピュータ
デバイス７５０に提供してもよい。
【０１７８】
　モバイルコンピュータデバイス７５０はまた、ユーザから口頭の情報を受信し、それを
使用可能なデジタル情報に変換し得る、音声コーデック７６０を使用して、聞こえるよう
に通信してもよい。音声コーデック７６０は、同様に、例えば、モバイルコンピュータデ
バイス７５０のハンドセットの中で、スピーカ等を通してユーザのための可聴音を生成し
てもよい。そのような音は、音声電話からの音を含んでもよく、録音された音（例えば、
音声メッセージ、音楽ファイル等）を含んでもよく、また、モバイルコンピュータデバイ
ス７５０上で動作するアプリケーションによって生成される音を含んでもよい。
【０１７９】
　モバイルコンピュータデバイス７５０は、図に示されるように、いくつかの異なる形態
で実装されてもよい。例えば、それは、携帯電話７８０として実装されてもよい。それは
また、スマートフォン７８２、携帯情報端末、または他の類似モバイルデバイスの一部と
して実装されてもよい。
【０１８０】
　本明細書で説明されるシステムおよび技法の種々の実装は、デジタル電子回路、集積回
路、特別に設計されたＡＳＩＣ（特定用途向け集積回路）、コンピュータハードウェア、
ファームウェア、ソフトウェア、および／またはそれらの組み合わせで実現することがで
きる。これらの種々の実装は、専用または汎用であり、記憶システム、少なくとも１つの
入力デバイス、および少なくとも１つの出力デバイスからデータおよび命令を受信し、か
つそこへデータおよび命令を伝送するように連結され得る、少なくとも１つのプログラマ
ブルプロセッサを含む、プログラマブルシステム上で実行可能および／または解釈可能で
ある１つ以上のコンピュータプログラムでの実装を含むことができる。
【０１８１】
　これらのコンピュータプログラム（プログラム、ソフトウェア、ソフトウェアアプリケ
ーション、またはコードとしても知られている）は、プログラマブルプロセッサ用の機械
命令を含み、高次プロシージャおよび／またはオブジェクト指向プログラミング言語で、
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うに、機械可読媒体およびコンピュータ可読媒体という用語は、機械可読信号として機械
命令を受信する機械可読媒体を含む、機械命令および／またはデータをプログラマブルプ
ロセッサに提供するために使用される、任意のコンピュータプログラム製品、装置、およ
び／またはデバイス（例えば、磁気ディスク、光ディスク、メモリ、プログラマブル論理
デバイス（ＰＬＤ））を指す。機械可読信号という用語は、機械命令および／またはデー
タをプログラマブルプロセッサに提供するために使用される、任意の信号を指す。
【０１８２】
　ユーザとの相互作用を提供するために、本明細書で説明されるシステムおよび技法は、
ユーザに情報を表示するための表示デバイス（例えば、ＣＲＴ（陰極線管）またはＬＣＤ
（液晶ディスプレイ）モニタ）と、それによってユーザが入力をコンピュータに提供する
ことができるキーボードおよびポインティングデバイス（例えば、マウスまたはトラック
ボール）とを有する、コンピュータ上で実装することができる。他の種類のデバイスも、
ユーザとの相互作用を提供するために使用することができ、例えば、ユーザに提供される
フィードバックは、任意の形態の感覚フィードバック（例えば、視覚フィードバック、聴
覚フィードバック、または触覚フィードバック）であり得、ユーザからの入力は、音響、
発話、または触覚入力を含む、任意の形態で受信することができる。
【０１８３】
　本明細書で説明されるシステムおよび技法は、（例えば、データサーバとしての）バッ
クエンド構成要素を含む、またはミドルウェア構成要素（例えば、アプリケーションサー
バ）を含む、またはフロントエンド構成要素（例えば、グラフィカルユーザインターフェ
ースを有するクライアントコンピュータ、またはそれを通してユーザが本明細書で説明さ
れるシステムおよび技法の実施形態と相互作用することができるウェブブラウザ）を含む
、あるいはそのようなバックエンド、ミドルウェア、またはフロントエンド構成要素の任
意の組み合わせを含む、コンピュータシステムで実装することができる。本システムの構
成要素は、任意の形態または媒体のデジタルデータ通信（例えば、通信ネットワーク）に
よって相互接続することができる。通信ネットワークの実施例は、ローカルエリアネット
ワーク（ＬＡＮ）、広域ネットワーク（ＷＡＮ）、およびインターネットを含む。
【０１８４】
　コンピュータシステムは、クライアントおよびサーバを含むことができる。クライアン
トおよびサーバは、概して、相互から遠隔にあり、典型的には、通信ネットワークを通し
て相互作用する。クライアントおよびサーバの関係は、それぞれのコンピュータ上で作動
し、相互にクライアント・サーバ関係を有する、コンピュータプログラムによって生じる
。
【０１８５】
　本明細書で説明されるシステムおよび方法の構造、機能、および装置を考慮して、いく
つかの実装では、クロスプラットフォームソフトウェアアプリケーションを開発するため
の環境および方法が提供される。無線コンピュータデバイス用のソフトウェアアプリケー
ションの開発および試験を支援するための方法および装置のある実装を説明しているため
、本開示の概念を組み込む他の実装が使用されてもよいことが、当業者に明白となるであ
ろう。したがって、本開示は、ある実装に限定されるべきではないが、むしろ以下の請求
項の精神および範囲のみによって限定されるべきである。
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