
JP 5247810 B2 2013.7.24

10

20

(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　コンピュータ可読記憶媒体に記憶されたコンピュータ実行可能命令を実行するプロセッ
サを使用して、
　親密度、愛情、尊敬、評価、地位、又は行動の役割のうちの少なくとも１つを含むエモ
ティエント特性に１つ又は複数の個人的な連絡相手を関連付けるステップと、
　複数のエモティエント特性から導出されるエモティエント特性を決定するステップと
を実施するステップを含む方法。
【請求項２】
　前記個人的な連絡相手のうちの少なくとも２つを、同じエモティエント特性に関連付け
られた連絡相手を含むグループに編成するステップをさらに含む、請求項１に記載の方法
。
【請求項３】
　前記グループの個人的な連絡相手を複数のサブグループに編成するステップをさらに含
む、請求項２に記載の方法。
【請求項４】
　エモティエント特性を関連付けるステップが、前記エモティエント特性の値を関連付け
るステップを含む、請求項１に記載の方法。
【請求項５】
　前記エモティエント特性の値を関連付ける前記ステップが、整数値を関連付けるステッ
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プを含む、請求項４に記載の方法。
【請求項６】
　前記個人的な連絡相手を編成するステップによって、Ｒスマートパーソンセントリック
ネットワークが形成される、請求項２に記載の方法。
【請求項７】
　前記個人的な連絡相手を編成する前記ステップによって、リングネットワーク又はハブ
及びスポークネットワークのうちの１つを含むＲスマートパーソンセントリックネットワ
ークが形成される、請求項６に記載の方法。
【請求項８】
　前記個人的な連絡相手を編成する前記ステップによって、作成、編集、又は表示するこ
とができるＲスマートパーソンセントリックネットワークが形成される、請求項６に記載
の方法。
【請求項９】
　行動の役割を関連付けるステップが、家族メンバ、兄弟姉妹、配偶者、同僚、上司、又
は友人のうちの少なくとも１つの行動の役割を関連付けるステップを含む、請求項１に記
載の方法。
【請求項１０】
　システムであって
　プロセッサと、
　前記プロセッサに結合されたディスプレイと、
　前記プロセッサに通信可能に結合され、前記プロセッサによって実行されると、個人的
な連絡相手のネットワークの表現を含む情報を前記ディスプレイに表示させるコンピュー
タ実行可能命令を内部に記憶したメモリとを備え、
　前記表現は、
　複数の個人的な連絡相手の表示と、
　前記複数の個人的な連絡相手のうちの少なくとも１つに関連付けられた少なくとも１つ
の行動の役割の表示と、
　前記複数の個人的な連絡相手のうちの少なくとも１つに関連付けられたエモティエント
特性の表示と、
　前記複数の個人的な連絡相手のうちの少なくとも１つに関連付けられた行動の役割また
はエモティエント特性に基づき、前記複数の個人的な連絡相手のうちの少なくとも１つに
より形成される少なくとも１つのグループの表示と
を含み、
　前記エモティエント特性が、親密度、愛情、尊敬、又は評価のうちの少なくとも１つを
含み、
　行動の役割が、家族メンバ、兄弟姉妹、配偶者、同僚、上司、又は友人のうち少なくと
も１つを含む、
システム。
【請求項１１】
　前記メモリが、前記表現の少なくとも一部を記憶するように構成される、請求項１０に
記載のシステム。
【請求項１２】
　前記ディスプレイが、前記表現の少なくとも一部を含むインタフェースを提供するよう
に構成される、請求項１０に記載のシステム。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、パーソンセントリックネットワーキング（人間中心のネットワーキング）に
関する。
【背景技術】
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【０００２】
[0001]　通信は、大半の人々の生活のますます重要な構成要素になりつつあり、平均的な
人は数百人の他の人と連絡することがある。連絡相手の数は増加する傾向にあり、その結
果、連絡を管理する際の新しい課題が生まれている。
【０００３】
[0002]　社会科学者の中には、大半の通信は情緒的なもので、分析的な内容はあったとし
ても二次的であると主張する者がいる。これが正しいかどうかは別にして、配慮や情緒は
「右脳」活動であると呼ばれることが多く、これらの活動に長けているということは、「
ｒｉｇｈｔ　ｂｒａｉｎ　ｓｍａｒｔｎｅｓｓ」を縮めた「Ｒスマートネス」と呼ばれる
ことがある。
【０００４】
[0003]　人は他の人と通信する方法を決める際に、多くの場合、Ｒスマートネスを使用す
る。文化によってはこれはきわめて顕著であり、会話の語彙と文法に影響することさえあ
る。例えば、近代以前の欧州では、王族との会話に３人称と間接話法が使用されていた。
別の例として、日本では、話をする相手が子供、家族、同僚、年長者及び上司と変わるに
従って形態が異なる。例として感謝を表す日本語を考えてみよう。会話において知覚され
た行動の役割及び地位の違いに応じて、感謝の言葉の形態は、「どうも」、「どうもあり
がとう」、及び「どうもありがとうございます」ということになる。したがって、本明細
書では、行動の役割は、とりわけ、親－子、学生－教師、従業員－上司などの関係を含む
。さらに、地位の違いは、とりわけ年齢、技能の習得度、教養、金銭などに基づいている
。実際、これは、また、異なる口調と抑揚で発声されるアメリカ英語の「ｔｈａｎｋｓ」
、「ｔｈａｎｋ　ｙｏｕ」、及び「ｔｈａｎｋ　ｙｏｕ　ｖｅｒｙ　ｍｕｃｈ」やその他
の表現の中のくだけた形式で存在する。しかしながら、Ｒスマートネスは、ありがとうと
いう時に限らず様々な状況で発揮される。
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
[0004]　電気通信手段は、簡単な陸線電話機から多様化して、とりわけ、携帯情報端末（
ＰＤＡ）、携帯電話、デスクトップコンピュータ及びラップトップなどのｅメールデバイ
スなどを含むが、簡単な電話帳とオペレータの支援の利用はもはや連絡をとる最適な手段
ではない。その結果、人々の生活で個人が所有する連絡相手のリストが果たす役割は大き
くなりつつある。そのような個人が所有する連絡相手のリストを充実させていくことで通
信は円滑になりその生産性は向上する。
【０００６】
[0005]　さらに、強力なマーケティングや識別盗難などのその他の力によって、人は連絡
相手の情報を教えたり公表することに対してますます臆病になっている。この傾向によっ
て、個人は、電話帳又はディレクトリサービスなどの共通の情報源に頼るのではなく、自
分自身の連絡相手のリストを作成するようになっている。したがって、やはり、個人的な
連絡相手
【図面の簡単な説明】
【０００７】
[0006]　本発明の主題は、本明細書のまとめの部分に具体的に指摘し、明示してある。し
かし、請求の範囲に記載された内容は、構成及び動作方法の両方について、その目的及び
特徴と共に、添付の図面を参照しながら以下の詳細な説明を読むことで最もよく理解する
ことができるだろう。
【図１】[0007]Ｒスマートパーソンセントリックハブ及びスポークネットワークの例示的
な一実施態様を示す図である。
【図２】[0008]Ｒスマートパーソンセントリックネットワークの例示的な一実施態様を示
す図である。
【図３】[0009]図２の例示的実施態様のテキスト表現を示す図である。
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【図４】[0010]階層Ｒスマートパーソンセントリックネットワークの例示的な一実施態様
を示す図である。
【図５】[0011]図２～図４の例示的実施態様と併用することができる例示的連絡相手のフ
ォームを示す図である。
【図６】[0012]例示的システムを示す図である。
【図７】[0013]例示的方法を示す図である。
【発明を実施するための形態】
【０００８】
[0014]　請求の範囲に記載された内容を完全に理解するために、以下の詳細な説明で多数
の特定の詳細を記載している。しかしながら、当業者であれば、請求の範囲に記載された
内容は、これらの特定の詳細なしに実行することができることを理解することができるだ
ろう。別の例で、周知の方法、手順、構成要素及び／又は回路は詳述していない。
【０００９】
[0015]　以下の詳細な説明の一部は、コンピュータ及び／又はコンピューティングシステ
ムメモリなどのコンピューティングシステム内に記憶されたデータビット及び／又はバイ
ナリディジタル信号の演算のアルゴリズム及び／又はシンボル表現に関するものである。
これらのアルゴリズム記述及び／又は表現はデータ処理分野の当業者がその作業内容を他
の当業者に伝えるのに用いる技術である。アルゴリズムは、ここでは、また一般に、所望
の結果を生む演算及び／又は類似の処理の自己矛盾のないシーケンスと考えられている。
演算及び／又は処理は物理量の物理的操作を含むことがある。通常、必須ではないが、こ
れらの量は、記憶、転送、組合せ、比較、及び／又は他の方法で操作可能な電気、磁気及
び／又は電磁信号の形態をとっていてもよい。時折、主として一般に用いるという理由か
ら、これらの信号をビット、データ、値、要素、シンボル、文字、用語、番号、数字など
と呼ぶことが好都合であると分かっている。しかしながら、上記用語及び類似の用語のす
べてが適切な物理量に関連付けられ、単に好都合なラベルであるというわけではないこと
を理解する必要がある。特に断りのない限り、以下の説明から明らかなように、本明細書
を通して、「処理」、「コンピューティング」、「計算」、「決定」などの用語を用いる
説明は、コンピューティングプラットフォームのプロセッサ、メモリ、レジスタ、及び／
又はその他の情報記憶、送信信号、及び／又は表示デバイス内の物理電子及び／又は磁気
量及び／又はその他の物理量として表されたデータを操作し、及び／又は変換するコンピ
ュータ又は類似の電子コンピューティングデバイスなどのコンピューティングプラットフ
ォームの動作及び／又は処理を意味することを理解されたい。
【００１０】
[0016]　図１は、請求の範囲に記載された内容によるパーソンセントリックネットワーク
１００の一実施態様を示す。請求の範囲に記載された内容によるパーソンセントリックネ
ットワークは、ある人が「ハブ及びスポーク」ネットワークのハブの位置にいて、人及び
／又は人が知っているエンティティがスポークの反対側にいる「ハブ及びスポーク」ネッ
トワークを含み、及び／又は「ハブ及びスポーク」ネットワークとして表現することがで
きる。したがって、ネットワーク１００の例示的実施態様では、連絡相手データベースの
ユーザ１０２がネットワーク１００のハブ１０４としてネットワーク１００の中心にいる
。複数のスポーク１０６がユーザ１０２をハブ１０４から複数の連絡相手１０８に接続し
ている。ユーザ１０２及び／又は連絡相手１０８は、人及び／又は例えばビジネスエンテ
ィティなどのエンティティを含んでいてもよい。
【００１１】
[0017]　請求の範囲に記載された内容のいくつかの実施態様によれば、スポーク１０６の
いずれかを１つ又は複数の「エモティエンス（ｅｍｏｔｉｅｎｃｅ）」又は「エモティエ
ント（ｅｍｏｔｉｅｎｔ）」属性、エモティエント（ｅｍｏｔｉｅｎｔ）特徴及び／又は
エモティエント（ｅｍｏｔｉｅｎｔ）特性１１０に関連付けられることができる。いくつ
かの実施態様では、スポーク１０６に関連付けられたエモティエント特性１１０は、とり
わけ、親密度、尊敬及び／又は尊敬レベル、評価及び／又は評価レベル、地位及び／又は
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地位の差、行動の役割などの特徴を含む特性値を含んでいてもよいが、これらに限定され
ない。言い換えれば、そのような特性は、ユーザが個人的な連絡相手に対して有する感情
を反映することができる。
【００１２】
[0018]　さらに、エモティエント特性は値を有していてもいなくてもよい。この値は、特
性であってもよく、又は別の特性値リストであってもよい。したがって、請求の範囲に記
載された内容のいくつかの実施態様では、親密度を含むエモティエント特性は、ユーザ１
０２が連絡相手１０８の１人をどの程度知っているかを説明する整数値を有していてもよ
い。例えば、整数値「０」は、特定の連絡相手１０８に対して親密度がないユーザ１０２
を表していてもよく、整数値「１０」は、特定の連絡相手１０８について私的な知識を有
するユーザ１０２を表していてもよい。請求の範囲に記載された内容の別の実施態様では
、数値ではなく、親密度の特性などのエモティエント特性に関連付けられた値が、とりわ
け、「知らない人」、「知人」、「親しい人」、及び「親密な人」などの別の特性リスト
を構成してもよい。
【００１３】
[0019]　請求の範囲に記載された内容のいくつかの実施態様では、エモティエント特性１
１０は、導出された特性に関連付けられてもよい。ここで、導出された特性は、特性１１
０を含むベース又は基本特性値リストから導出された特性を含んでいてもよい。したがっ
て、ベース特性値リストに現れる特性は基本特性とみなされるが、導出された特性は、規
則、規則のセット、アルゴリズム、又はプログラムなどから作成されうる。さまざまな実
施態様において、導出された特性は、必要に応じて動的に作成され、ベース特性値リスト
に記憶され、及び／又は１つ又は複数の補助特性値リストに掲載されることができる。
【００１４】
[0020]　ほんの一例として、導出された愛情特性を、親密度、行動の役割などの基本エモ
ティエント特性から決定することができる。本明細書では、導出された愛情特性を作成す
る例示的規則は、「妻」の行動の役割の愛情を仮定することであってもよい。一般に、導
出された特性を生成する規則及びアルゴリズムは、その一部が外部の影響を受けるいくつ
かの要因を組み合わせることができる。外部から影響する要因の一例は、「ｎｕｍｂｅｒ
＿ｏｆ＿ｃｏｎｔａｃｔｓ」要因を含んでいてもよい。そのような要因は、特定の人との
接触があるたびにアルゴリズムが増分する整数値をとる、エモティエント特性を含んでい
てもよい。したがって、例えば、請求の範囲に記載された内容のいくつかの実施態様によ
るＲスマート連絡相手データベースは、愛情値、又は尊敬レベルに基づく類似の名前の特
性及びその整数値によって提供される連絡相手の数を導出することができる。
【００１５】
[0021]　請求の範囲に記載された内容による導出された特性の別の実施態様として、複数
の連絡相手の共通特性及び／又は共通特性値に基づいて１つ又は複数のエモティエント特
性が決定されうる。本明細書では、連絡相手のグループ化を指すために「リング」という
用語を使用する。また、「リングの特性」という語句を用いて連絡相手のグループに関連
付けられたエモティエント特性を表現する。「リング」という用語に類似した意味は、例
えば、抽象代数の領域や、「クライムリング（犯罪集団）」などの口語的な用語にも存在
する。請求の範囲に記載された内容はこの点に限定されないが、請求の範囲に記載された
内容に従った連絡相手のグループ化を、いくつか例を挙げるならば、「リング」、「グル
ープ」、「ドメイン」と記述することができる。したがって、本開示では、「リング」と
いう用語の使用は、請求の範囲に記載された内容の例示的実施態様を示すための文字通り
の幾何学的形状がネットワーク図などで使用されていても、その形状を記述していると理
解されるべきではない。
【００１６】
[0022]　図２は、請求の範囲に記載された内容によるパーソンセントリックネットワーク
２００の例示的実施態様を示す。図２で、「行動の役割」という導出された特性の例は、
それぞれ「重要」、「家族」、「経営陣」、「チームメンバ」、及び「友人」という値を
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有する複数のリング２０２、２０４、２０６、２０８及び２１０を生成している。ネット
ワーク２００などのいくつかの実施態様では、連絡相手の１つ又は複数のサブセットに関
連付けられた共通特性及び／又は特性値を用いてそれらの連絡相手の１つ又は複数のサブ
セットから導出されたリングにラベルを付けるか又は名前を付けることができる。
【００１７】
[0023]　さまざまな連絡相手１０８にユーザ１０４を接続するスポーク１０６に関連付け
られたエモティエント特性１１０が示された図１と比較して、各々のリング２０２～２１
０は、ネットワーク２００のユーザに関して共通のエモティエント特性及び／又は特性値
を共有するため、ネットワーク２００はスポーク無しで示されている。例えば、リング２
０２のすべての連絡相手は、共通の特性値、この例では、値「重要」をネットワーク２０
０のユーザに関して共有する。したがって、スポークは本明細書に提供されたリングとい
う用語の定義から暗示されてもよいため、ネットワーク２００内に明示的に示されてはい
ない。同様に、ハブも暗示されてもよいため、図２にはハブ（ネットワーク２００のユー
ザに関連付けられた）は示されていない。
【００１８】
[0024]　図３は、請求の範囲に記載された内容によるネットワーク２００のテキスト表現
３００の一例を示す。テキスト表現３００は、リングなどの特定の幾何学的形状を有する
連絡相手のグループ化を示さないかもしれないが、テキスト表現３００は、図２で搬送す
るのと同じ情報を搬送する。
【００１９】
ユーザインタフェースネットワークエディタ及びビューワ
[0025]　請求の範囲に記載された内容のいくつかの実施態様では、パーソンセントリック
ネットワークに関連付けられたＲスマート情報を別々のプログラム又は組み合わせたプロ
グラムによって作成、編集、及び／又は表示してエディタ／ビューワ機能が作成されうる
。そのようなプログラム又は、プログラムの集合を「エモティエンスマネージャ」と呼ば
れうるが、請求の範囲に記載された内容はこれに限定されない。そのような１つのプログ
ラム又は複数のプログラムは、図１及び図２に示すグラフィック形式のＲスマート情報を
図３に示すテキスト形式で表現するか、又はそのグラフィック形式が表示デバイスに表示
することができるグラフィカルユーザインタフェース（ＧＵＩ）の少なくとも一部を含む
いくつかの他の形式で表現することができる。使用される特定の形式はユーザの好みであ
ってもよく、又は例えば、ユーザが使用する表示デバイスの機能であってもよい。例えば
、携帯電話を用いてパーソンセントリックネットワークを表示するユーザにとって、図３
に示すテキストフォームは最適なグラフィックフォーマットを含んでいてもよい。さらに
、ユーザインタフェースネットワークエディタ及び／又はビューワは、請求の範囲に記載
された内容に従って、パーソンセントリックネットワークと互換性があるソフトウェアア
プリケーションからアクセスされることができる（例えば、読み出し及び／又は編集のた
めに）。
【００２０】
[0026]　いくつかの実施態様では、ユーザは、ある表示形式を選択して（例えば、クリッ
クして）、１つ又は複数のアクションを発生させることができる。例えば、ユーザがカテ
ゴリラベルをクリックすると、基礎のリストが崩れるか又は拡張されうる。さらに、ユー
ザがリストの要素をクリックすると、連絡相手の詳細が表現されうる。連絡相手の情報を
変更及び／又は補足することができ、例えば一次ラベルなどの好みを設定することができ
るエディタ機能をそのような詳細の表現に提供することができる。
【００２１】
[0027]　ＧＵＩなどの異なるユーザインタフェースを使用している時に、脈絡上適当な情
報だけを前面に表現又は移動することもできることは当業者には明らかであろう。別の可
能なフィルタリングインタフェースは、ユーザが表示する所望のリングを明示的に選択す
るためのインタフェースを備えていてもよい。そのようなインタフェースはダイアログボ
ックスを提示してもよく、ユーザがダイアログボックス内に１つ又は複数のリングの名前
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を入力することができるようにしてもよい。この実施態様の可能な別の拡張形態は、ユー
ザ入力を正規表現として解釈し、すべての一致するカテゴリを提示してもよい。
【００２２】
[0028]　請求の範囲に記載された内容のいくつかの実施態様によれば、連絡相手を編成す
るリング方式は、ユーザがより柔軟に任意の特定の瞬間に適用する連絡相手のリストを脈
絡に区分し、そうでないリストを除外するか、又は重視するのをやめることを可能にする
。したがって、例えば、ユーザは、特定の瞬間に及び／又は特定の脈絡でユーザがさまざ
まな連絡相手に対して持つ感情に基づいて連絡相手との通信をフィルタリングしてもよい
。このフィルタリングの一例として、職場にいるユーザは同僚及び／又は上司との通信が
より重要であると感じ、インタフェースのグラフィック表現の前面でより直近の有用な仕
事関連の連絡相手が強調されるように、家族及び／又は友人のリングをオフにするか又は
非協調（ｄｅ－ｅｎｐｈａｓｉｚｅ）してもよい。これとは対照的に、結婚式又は家族の
再会などの家族のイベントの脈絡にあるユーザは、家族の連絡相手がより重要であると感
じ、家族のリングを直近の最もアクセスしやすいリングにしてもよい。
【００２３】
階層型リング
[0029]　いくつかの実施態様によれば、Ｒスマートパーソンセントリックネットワークは
階層型形式であってもよい。例えば、「家族」リング又はグループを「直近の家族」（妻
、息子、娘など）と「拡張家族」（母、父、おじ、いとこなど）のサブリング又はサブグ
ループにさらに細分化してもよい。そのような階層型グループ化を拡張して多重レベルの
サブリングを構成してもよい。例えば、拡張家族リング内の「いとこ」を開いて、又は選
択してすべてのいとこのリストを提供するサブリングを表すことができる。例えば、図４
は、「直近の家族」及び「拡張」家族の連絡相手を有する「家族」リング４０２が、それ
ぞれ直近家族の連絡相手と拡張家族内の連絡相手とを含むサブリング４０４及び４０６を
サポートする例示的リングネットワーク４００を示す。拡張家族サブリング４０６の「い
とこ」というラベルの連絡相手４０８は、すべてのいとこを含む別のサブリング４１０を
生成してもよい。上記のように、ネットワーク４００のリング又はサブリング内の連絡相
手を用いて、ネットワーク４００を表示するためのユーザインタフェースに応じて、ユー
ザは、例えば、拡張家族サブリング４０６の「いとこ」の連絡相手４０８を選択してサブ
リング１１０などのあらゆる関連付けられたサブリングを表示することができる。
【００２４】
連絡相手の情報の性質
[0030]　一般に、連絡相手の情報は、極めて広範囲で及び／又は任意のものである。請求
の範囲に記載された内容のいくつかの実施態様では、連絡相手の情報の性質がアプリケー
ション及び／又はリングを反映していてもよい。例えば、友人及び家族の連絡相手は、名
前と住所と共に電話番号とｅメールアドレスを有していてもよい。これとは対照的に、雇
用関連の連絡相手は、職場の所在地と電話の内線番号を含んでいてもよい。請求の範囲に
記載された内容のいくつかの実施態様では、連絡相手の脈絡は他の連絡相手の情報と一緒
に入力されてもよい。例えば、請求の範囲に記載された内容のいくつかの実施態様によれ
ば、Ｒスマートパーソンセントリックネットワークをサポートするために拡張された連絡
相手マネージャは、ユーザが連絡相手の情報を入力する拡張フォーマットを提供すること
ができる。
【００２５】
[0031]　図５は、請求の範囲に記載された内容のいくつかの実施態様による拡張された連
絡相手のフォームの例示的な一実施形態を示す。もちろん、フォーム５００はパーソンセ
ントリックネットワークに適した多数の可能な連絡相手のフォームの１つに過ぎない。図
５に示すように、フォーム５００の一例は、連絡相手の情報を入力する、名前、苗字、電
話番号、ｅメール、演じる役割、一次ラベル、及びリングメンバシップのフィールドを含
む。したがって、拡張フォーム５００を使用して、ユーザは、連絡相手が果たす役割、連
絡相手に関連付けられた一次ラベル及び連絡相手のリングメンバシップのリストを直接入
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力することができる。例えば、友人でもあるビジネスの連絡相手の場合、フォーム５００
のユーザは、その連絡相手について一次ラベル「仕事」を入力し、「仕事」リングと「友
人」リングの両方にその連絡相手のメンバシップをリストすることができる。
【００２６】
[0032]　請求の範囲に記載された内容の別の実施態様では、用途によっては、連絡相手リ
ストマネージャとは別のリングマネージャをサポートしてもよい。そのような実施態様で
は、ユーザは、連絡相手にリングを追加する代わりに１つ又は複数のリングに連絡相手を
追加してもよい。その他の多くの変形形態は当業者には明らかであろう。
【００２７】
[0033]　請求の範囲に記載された内容によるさらに別の実施態様では、一次ラベルは、暗
黙であっても、又はユーザの好みに潜在的に結びついた他の情報から導出されるものであ
ってもよい。さらに、フォーム上の一部又はすべての情報はオプションであってもよい。
さらに、いかなるリング上にもない人のためのデフォルトのリングがあってもよい。
【００２８】
内部表現
[0034]　請求の範囲に記載された内容によるいくつかの実施態様では、リングなどのＲス
マートパーソンセントリックネットワークはリスト構造を用いて内部的に定義してもよい
。したがって、リストの先頭はリング名を含み、リストのそれに続くメンバはリングのメ
ンバへの参照を含んでいてもよい。サブリストは、そのようなリング構造内の階層型情報
を表していてもよい。
【００２９】
[0035]　例えば、請求の範囲に記載された内容によるパーソンセントリックリスト構造は
、以下の形式をとってもよい：（リングの先頭（重要　妻　Ａｎｎ）（家族　母　父　姉
妹　妻（いとこ　Ｒｉｃｋ　Ｒｏｂ　Ｃｉｎｄｙ　Ｋｅｖｉｎ）（経営陣　Ｓｕｓａｎ　
Ｇｒｅｇ　Ｊｏｈｎ）（チームメンバ　Ｇｒｅｇ　Ｄｉｒｋ　Ａｎｎ）（友人　Ｒａｎｄ
ｙ　Ｍｉｋｅ　Ｄｏｙｌｅ））。
【００３０】
[0036]　請求の範囲に記載された内容によるそのようなパーソンセントリックリスト構造
は、情報交換用米国標準コード（ＡＳＣＩＩ）形式、バイナリ形式などのさまざまな形式
であってもよいが、これらに限定されない。いくつかの実施態様では、「重要」という一
次ラベルなどのラベルは多くの可能性のうち、とりわけ、データベースキー又はアドレス
ポインタなどの参照を含んでいてもよい。さらに、リスト構造の代わりに、請求の範囲に
記載された内容によるいくつかの実施態様は、Ｒスマートパーソンセントリックネットワ
ークを定義するデータ構造又はアレイを使用してもよい。内部表現のその他の多くのフォ
ームは、コンピュータプログラミングの分野の当業者には明らかであろう。
【００３１】
特別のリング
[0037]　請求の範囲に記載された内容によるいくつかの実施態様は、特別のリングを定義
することができる。そのような特別のリングは、例えば、エブリボディリングがすべての
連絡相手を含む一様な連絡相手のリストを含み、ノーボディリングが他のどのリングにも
属さないすべての連絡相手を含む、「エブリボディ（全員）」リング及び「ノーボディ（
無人）」リングを含んでいてもよい。さまざまな実施態様で、「エブリボディ（全員）」
及び「ノーボディ（無人）」以外のそのような特別のリング名が与えられてもよい。
【００３２】
例示的システム
[0038]　図６は、例示的通信システム６００のブロック図である。システム６００を用い
て上記の様々な機能の一部又はすべてを図１～図５に関連して実行することができる。シ
ステム６００は、情報通信を容易にすることができる任意のデバイス又はデバイスの集合
を備えていてもよい。例えば、システム６００は、デスクトップコンピュータ、ラップト
ップコンピュータ、ハンドヘルドコンピュータ、スマートフォン及び／又は携帯電話、Ｐ
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ＤＡなどの端末デバイスを備えていてもよい。
【００３３】
[0039]　システム６００は、通信機能を提供し、及び／又は容易にすることができるプロ
セッサなどの中央処理装置（ＣＰＵ）６１０と、ＣＰＵ６１０に結合されたメモリ６２０
と、ＣＰＵ６１０及び／又はメモリ６２０に結合された表示デバイス６３０とを備える。
図６には示していないグラフィック処理ユニット（ＧＰＵ）をＣＰＵ６１０に結合し、及
び／又はＣＰＵ６１０の内部に配置して表示デバイス６３０に結合して、表示デバイス６
３０に表示可能な情報を提供することができることは当業者には明らかであろう。そのよ
うな表示可能な情報は、表示デバイス６３０上に、請求の範囲に記載された内容のいくつ
かの実施態様によるＲスマートパーソンセントリックネットワークを視覚的に表現可能な
ＧＵＩの形式で提示することができる。
【００３４】
[0040]　請求の範囲に記載された内容のいくつかの実施態様によれば、ＣＰＵ６１０は、
リスト構造、データ構造及び／又はＲスマートパーソンセントリックネットワークを定義
するアレイなどの内部表現を容易にし、構築し、生成し、及び／又はその上で動作するよ
うに構成される論理を含んでいてもよい。さらに、請求の範囲に記載された内容のいくつ
かの実施態様によれば、メモリ６２０は、ＣＰＵ６１０と連携して動作し、そのような内
部表現の少なくとも一部を記憶又は保持することができる。
【００３５】
[0041]　ＣＰＵ６１０及び／又はメモリ６２０の間のＧＵＩを指定する情報などの情報の
通信を容易にする図６には示していないメモリコントローラにメモリ６２０及び／又はＣ
ＰＵ６１０がさらに結合されてよいことは当業者には明らかであろう。さらに、ＣＰＵ６
１０の内部のメモリを備えていてもよく、及び／又はＣＰＵ６１０の外部の１つ又は複数
の離散的メモリデバイスを備えていてもよいメモリ６２０は、任意のメモリ技術（例えば
、ランダムアクセスメモリ（ＲＡＭ）、フラッシュメモリなど）を備えていてもよい。請
求の範囲に記載された内容のいくつかの実施態様によれば、メモリ６２０は、少なくとも
一時的に、Ｒスマートパーソンセントリックネットワークの視覚表現を提供することがで
きる情報を記憶又は保持することができる。そのような情報は、例えば、Ｒスマートパー
ソンセントリックネットワークの視覚表現を提供することができ、表示デバイス６３０に
表示可能なＧＵＩの少なくとも一部を指定する情報を含んでいてもよい。
【００３６】
[0042]　さらに有名な例をいくつか挙げると、ディスプレイ装置６３０は、液晶表示（Ｌ
ＣＤ）ディスプレイ、ポリマーベースのディスプレイ、エレクトロルミネセントディスプ
レイ、プラズマディスプレイパネル（ＰＤＰ）又は陰極線管（ＣＲＴ）ディスプレイなど
の任意のタイプの表示デバイスを備えていてもよい。例示的システム６００は構成要素の
特定の構成で示されているが、広範囲の構成のいずれかを用いたその他の実施態様も可能
である。さらに、システム６００が、請求の範囲に記載された内容を不明瞭にしないため
に、図６には示していない請求の範囲に記載された内容と特に密接な関係はない通信バス
などの多くの追加の構成要素を含むことができることは当業者には明らかであろう。
【００３７】
例示的方法
[0043]　図７は、請求の範囲に記載された内容のいくつかの実施態様による例示的方法７
００のフローチャートである。方法７００は、図１～図５に関連して上記の様々な機能及
び／又は方式の一部又はすべてを実施及び／又は実行することができ、方法７００の様々
な動作に関する詳細が上記の図に関連して提供されているので、以下の図７の説明では繰
り返さない。図７の動作の順序は請求の範囲に記載された内容を限定するものではなく、
動作を図示の順序で実行しなければならないこと、及び／又は図７の任意の特定の動作が
必ず他の動作に依存しているということを意味しない。
【００３８】
[0044]　動作７０２で、複数の個人的な連絡相手が提供されることができ、動作７０４で
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より編成されることができる。さらに、動作７０６で、動作７０２で受信したこれらの連
絡相手の少なくともいくつかの連絡相手が共通の特性を有する連絡相手を含む少なくとも
１つのグループ（例えば、リング）に編成されることができる。動作７０６で形成された
少なくとも１つのグループは、動作７０８で、複数のサブグループにさらに編成されるこ
とができる。さらに、動作７１０で、リスト構造、データ構造及び／又はアレイのうちの
少なくとも１つを含むグループ及び／又はサブグループの内部表現が形成されうる。また
、動作７１２で、少なくとも１つの導出された特性が決定されうる。
【００３９】
[0045]　以上、特定の実施態様について説明してきたが、請求の範囲に記載された内容の
範囲は１つ又は複数の特定の実施態様に限定されない。例えば、いくつかの実施態様は、
ハードウェア内にあってもよく、例えば、デバイス又はデバイスの組合せ上で動作するよ
うに使用してもよいが、他の実施態様はソフトウェア内にあってもよい。さらに、いくつ
かの実施態様は、ファームウェア内で使用することができ、又は例えばハードウェア、ソ
フトウェア、及び／又はファームウェアの任意の組合せとして使用することができる。同
様に、請求の範囲に記載された内容の範囲はこれに限定されないが、いくつかの実施態様
は、１つ又は複数の記憶媒体などの１つ又は複数の物品を含んでいてもよい。例えば、１
つ又は複数のＣＤ－ＲＯＭ、コンピュータディスク、フラッシュメモリなどのこの記憶媒
体は、例えば、コンピューティングシステム、コンピューティングプラットフォーム、又
はその他のシステムによって実行されると、例えば、上記の実施態様の１つなどの請求の
範囲に記載された内容による方法の実施態様を実行する命令をその上に記憶していてもよ
い。１つの可能な例として、コンピューティングプラットフォームは、１つ又は複数の処
理ユニット又はプロセッサ、ディスプレイ、キーボード及び／又はマウスなどの１つ又は
複数の入出力デバイス、及び／又はスタティックランダムアクセスメモリ、ダイナミック
ランダムアクセスメモリ、フラッシュメモリ、及び／又はハードドライブなどの１つ又は
複数のメモリを含んでいてもよい。
【００４０】
[0046]　本明細書で「ある実施態様」、「一実施態様」、「いくつかの実施態様」又は、
「他の実施態様」と言う場合、１つ又は複数の実施態様に関連して説明した特定の特徴、
構造、又は特性が少なくともいくつかの実施態様に含まれていてもよいが、すべての実施
態様に含まれている必要はないということを意味していてもよい。上記説明における「あ
る実施態様」、「一実施態様」又は「いくつかの実施態様」の出現は、必ずしもすべて同
じ実施態様を意味していない。また、本明細書で使用する「ある」という冠詞は、１つ又
は複数の項目を含む。さらに、「結合された」又は「応答する」又は「に応答して」又は
「と通信する」などの用語又は句が本明細書又は添付の請求の範囲で使用される時には、
これらの用語は広義に解釈されるべきである。例えば、「結合された」という句は、この
句が使用される文脈にふさわしいように通信可能に、電気的に、及び／又は動作可能に結
合していることを意味するものであってもよい。
【００４１】
[0047]　上記説明で、請求の範囲に記載された内容の様々な態様について説明してきた。
説明のため、特定の番号、システム及び／又は構成について記載し、請求の範囲に記載さ
れた内容の完全な理解を図っている。しかしながら、請求の範囲に記載された内容は、特
定の詳細なしに実行可能であることは本開示の恩恵を受ける当業者には明らかであろう。
別の例では、請求の範囲に記載された内容をわかりにくくしないために、周知の特徴は省
略し、及び／又は簡略化した。ある特徴を本明細書に図示し及び／又は説明したが、数多
くの修正形態、代替形態、変形形態及び／又は等価形態は、現在、又は将来、当業者には
明らかであろう。したがって、添付の請求の範囲は、請求の範囲に記載された内容の精神
を逸脱しない修正及び変形形態をすべて含む。
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