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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　システムの処理手段がプログラム命令を実行することにより、前記システムが実行する
方法であって、
　前記方法は、サービスコミュニティにおいて、訪問者にパーソナライズされた仮想環境
を提供する方法であり；
　前記サービスコミュニティの複数の登録ユーザのいずれかの連絡先エントリに、前記訪
問者の連絡情報が含まれているかどうかを調べることと；
　前記連絡情報が含まれる連絡先エントリを有する前記登録ユーザのコンテンツであって
、前記訪問者がアクセス可能なコンテンツを特定することと；
　前記連絡情報を利用して、前記訪問者へセキュリティ情報を送信することと；
　前記訪問者から前記セキュリティ情報を受信することに応じて、前記訪問者に、前記特
定されたコンテンツへのアクセスが可能なパーソナライズされた仮想環境を提供すること
と；
を含む、方法。
【請求項２】
　前記パーソナライズされた仮想環境は、前記特定されたコンテンツの少なくとも１つの
カテゴリに関するドロップダウンリストを含む、請求項１に記載の方法。
【請求項３】
　前記サービスコミュニティの複数の登録ユーザのいずれの連絡先エントリにも、前記訪
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問者の連絡情報が含まれていない場合は、パーソナライズされた仮想環境ではなく汎用の
仮想環境を前記訪問者に提供することを含む、請求項１または２に記載の方法。
【請求項４】
　前記連絡情報は、電話番号またはメールアドレスである、請求項１から３のいずれかに
記載の方法。
【請求項５】
　前記登録ユーザにより設定されたユーザ選好情報を使用して、前記コンテンツの特定を
行うことを含む、請求項１から４のいずれかに記載の方法。
【請求項６】
　前記訪問者のデバイスに格納された連絡先エントリに、前記特定されたコンテンツを有
する前記登録ユーザの連絡情報が含まれている場合、該特定されたコンテンツを、該登録
ユーザの識別情報によってラベル付けすることを含む、請求項１から５のいずれかに記載
の方法。
【請求項７】
　サービスコミュニティにおいて、訪問者にパーソナライズされた仮想環境を提供するシ
ステムであって、
　前記サービスコミュニティの複数の登録ユーザのいずれかの連絡先エントリに、前記訪
問者の連絡情報が含まれているかどうかを調べる手段と；
　前記連絡情報が含まれる連絡先エントリを有する前記登録ユーザのコンテンツであって
、前記訪問者がアクセス可能なコンテンツを特定する手段と；
　前記連絡情報を利用して、前記訪問者へセキュリティ情報を送信する手段と；
　前記訪問者から前記セキュリティ情報を受信することに応じて、前記訪問者に、前記特
定されたコンテンツへのアクセスが可能なパーソナライズされた仮想環境を提供する手段
と；
を含む、システム。
【請求項８】
　前記パーソナライズされた仮想環境は、前記特定されたコンテンツの少なくとも１つの
カテゴリに関するドロップダウンリストを含む、請求項７に記載のシステム。
【請求項９】
　前記サービスコミュニティの複数の登録ユーザのいずれの連絡先エントリにも、前記訪
問者の連絡情報が含まれていない場合は、パーソナライズされた仮想環境ではなく汎用の
仮想環境を前記訪問者に提供する手段を備える、請求項７または８に記載のシステム。
【請求項１０】
　前記連絡情報は、電話番号またはメールアドレスである、請求項７から９のいずれかに
記載のシステム。
【請求項１１】
　前記登録ユーザにより設定されたユーザ選好情報を使用して、前記コンテンツの特定を
行う手段を備える、請求項７から１０のいずれかに記載のシステム。
【請求項１２】
　前記訪問者のデバイスに格納された連絡先エントリに、前記特定されたコンテンツを有
する前記登録ユーザの連絡情報が含まれている場合、該特定されたコンテンツを、該登録
ユーザの識別情報によってラベル付けする手段を備える、請求項７から１１のいずれかに
記載のシステム。
【請求項１３】
　処理手段及び記憶手段を有するシステムであって、前記記憶手段はプログラム命令群を
格納し、該プログラム命令群は、前記処理手段に実行されると、前記システムに、請求項
１から６のいずれかに記載の方法を遂行させるように構成される、システム。
【請求項１４】
　システムの処理手段に実行されると、前記システムに、請求項１から６のいずれかに記
載の方法を遂行させるように構成されるプログラム命令群を備える、コンピュータプログ
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ラム。
【発明の詳細な説明】
【背景】
【０００１】
　無線（例えば、セルラ）サービスプロバイダおよびデバイス製造会社は、例えば、使い
易いデバイスのみならず魅力的なネットワークサービス、アプリケーション、およびコン
テンツの提供によって、消費者に価値や利便性を与えるよう、常に期待されている。本業
界における重要な差別化要因として、ユーザインターフェースが挙げられる。具体的には
、オンラインコミュニティのためのユーザインターフェースは、このようなネットワーク
サービスの成否を決定付ける。
【実施例の説明】
【０００２】
　一実施形態によれば、訪問者の識別情報を、サービスコミュニティの複数の登録ユーザ
の連絡先エントリと比較することと、前記サービスコミュニティにおける前記訪問者のパ
ーソナライズされた仮想環境を提供するために、前記訪問者の前記識別情報に一致する連
絡先エントリを有する前記複数の登録ユーザのうちの1人以上のコンテンツを識別するこ
ととを含む方法が提供される。
【０００３】
　別の実施形態によれば、少なくとも1つのプロセッサと、コンピュータプログラムコー
ドを含む少なくとも1つのメモリとを備え、前記少なくとも1つのメモリおよび前記コンピ
ュータプログラムコードは、前記少なくとも1つのプロセッサによって、訪問者の識別情
報を、サービスコミュニティの複数の登録ユーザの連絡先エントリと比較することと、前
記サービスコミュニティにおける前記訪問者のパーソナライズされた仮想環境を提供する
ために、前記訪問者の前記識別情報に一致する連絡先エントリを有する前記複数の登録ユ
ーザのうちの1人以上のコンテンツを識別することとを前記装置にさせるように構成され
る装置が提供される。
【０００４】
　別の実施形態によれば、訪問者の識別情報を、サービスコミュニティの複数の登録ユー
ザの連絡先エントリと比較する手段と、前記サービスコミュニティにおける前記訪問者の
パーソナライズされた仮想環境を提供するために、前記訪問者の前記識別情報に一致する
連絡先エントリを有する前記複数の登録ユーザのうちの1人以上のコンテンツを識別する
手段とを含む方法が提供される。
【０００５】
　別の実施形態によれば、サービスコミュニティにおける訪問者のパーソナライズされた
仮想環境を提供するように、前記訪問者の前記識別情報を、複数の登録ユーザの連絡先エ
ントリと比較するために、および前記訪問者の前記識別情報に一致する連絡先エントリを
有する前記複数の登録ユーザのうちの1人以上のコンテンツの識別のために、前記複数の
登録ユーザを有する前記サービスコミュニティへの前記訪問者の前記識別情報を提供する
ことを含む方法が提供される。
【０００６】
　さらに別の実施形態によれば、サービスコミュニティにおける訪問者のパーソナライズ
された仮想環境を提供するように、前記訪問者の前記識別情報を、複数の登録ユーザの連
絡先エントリと比較するために、および前記訪問者の前記識別情報に一致する連絡先エン
トリを有する前記複数の登録ユーザのうちの1人以上のコンテンツの識別のために、前記
複数の登録ユーザを有する前記サービスコミュニティへの前記訪問者の前記識別情報を提
供する手段を備える装置が提供される。
【０００７】
　本発明のさらに他の側面、特徴、および利点は、本発明を実行するために想定される最
良の形態を含む多数の特定の実施形態および実装を単に例示することによって、以下の詳
細な説明により容易に明白になる。また、本発明は、他の実施形態および異なる実施形態
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を含むことができ、そのいくつかの詳細は、全て本発明の精神および範囲から逸脱するこ
となく、種々の自明な点において修正されることができる。したがって、図面および説明
は、本質的に例示的であると考えられ、限定的であると考えられるものではない。
【図面の簡単な説明】
【０００８】
　本発明の実施形態は、添付図面の図において、例として示され、限定するものとして示
されるものではない。
【図１】ある例示的実施形態に従う、メディア共有コミュニティの訪問者にパーソナライ
ズされた仮想環境を提供することができる通信システムの図である。
【図２】ある例示的実施形態に従う、メディア共有プラットフォームの構成要素の図であ
る。
【図３】一実施形態に従う、メディア共有コミュニティの訪問者にパーソナライズされた
仮想環境を提供するためのプロセスのフローチャートである。
【図４】一実施形態に従う、パーソナライズされた仮想環境におけるメディアコンテンツ
へのアクセス許可を確認するためのプロセスのフローチャートである。
【図５】種々の実施形態に従う、パーソナライズされた仮想環境において、識別されたメ
ディアコンテンツをラベル付けするためのプロセスのフローチャートである。
【図６】一実施形態に従う、メディア共有コミュニティへの訪問者のパーソナライズされ
た仮想環境の表示を示すユーザインターフェースの例示的スクリーンショットである。
【図７】本発明のある実施形態を実装するために使用可能であるハードウェアの図である
。
【図８】本発明のある実施形態を実装するために使用可能であるチップセットの図である
。
【図９】本発明のある実施形態を実装するために使用可能である移動局（例えば、ハンド
セット）の図である
【好適な実施形態の説明】
【０００９】
　パーソナライズされた仮想環境を提供するための方法および装置が開示される。以下の
説明では、説明目的のために、本発明の実施形態を十分理解するために多数の具体的な詳
細が記載される。しかしながら、これらの具体的な詳細を含まずに、または同等の配置を
含んで本発明の実施形態を実用化してもよいことが、当業者に明らかである。他の事例で
は、本発明の実施形態を不必要に曖昧にすることを回避するために、周知の構造およびデ
バイスは、ブロック図形式で示される。
【００１０】
　図1は、一実施形態による、メディア共有コミュニティの訪問者にパーソナライズされ
た仮想環境を提供することができる通信システムの図である。いくつかの実施形態では、
パーソナライズされた仮想環境は、グラフィカルユーザインターフェース（graphical us
er interface; GUI）をユーザに提示し、グラフィカルユーザインターフェースは、ユー
ザの好みにカスタマイズされ、例えば、視覚的環境は、ウェブページ等によって提供され
る。図1に示すように、システム100は、1つ以上の登録ユーザまたはメンバーユーザ端末
（user equipment; UE）、例えば、UE101a～101nを備え、UEは、通信ネットワーク105を
介して、サービスアプリケーションまたはプラットフォーム103に対して接続可能である
。例示のために、サービスプラットフォーム103は、メディア共有に関して説明されるが
、他のサービス、例えば、ソーシャルネットワーキングを提供してもよいことが想定され
る。UE101a～101nは、モバイルハンドセット、携帯電話機、モバイル通信デバイス、ステ
ーション、ユニット、デバイス、マルチメディアタブレット、電子書籍リーダ、ゲーム機
器、音声/映像プレーヤ、デジタルカメラ/カムコーダ、位置決めデバイス、テレビ、無線
ブロードキャスト受信機、インターネットノード、コミュニケータ、デスクトップコンピ
ュータ、ラップトップコンピュータ、携帯情報端末（Personal Digital Assistant; PDA
）、またはこれらの任意の組み合わせを含む、任意の種類のモバイル端末、固定型端末、
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または携帯型端末である。このシナリオでは、UE101aは、無線リンクを用いてネットワー
ク105にアクセスするが、UE101nはネットワーク105に有線リンクで接続されてもよい。ま
た、UE101a～101nが、ユーザに対する任意の種類のインターフェース（例えば、「ウェア
ラブル」回路等）に対応することができることも想定される。例示的実施形態では、UE10
1a～101nの各々は、種々のUE101a～101nがメディアを共有することを可能にするサービス
（例えば、メディア共有）コミュニティ109において使用するためのメディア共有ユーザ
インターフェースを提供するために、メディアアプリケーション107a～107nを含む。UE10
1a～101nは、通信ネットワーク105の上で接続可能であるメディア共有プラットフォーム1
03または第3者サーバ111を使用して、通信ネットワーク105を介して他の登録ユーザと、
種々の形式のメディアを共有してもよい。
【００１１】
　登録ユーザに加え、訪問者（非登録ユーザ）は、ユーザ端末（user equipment; UE）、
例えば、UE113を使用して、限定的に、一時的に、またはその両方でメディア共有コミュ
ニティにアクセスすることができる。UE113は、通信ネットワーク105を介して、メディア
共有サービスアプリケーションまたはプラットフォーム103に接続可能であり、UE113は、
種々のUE101a～101nがメディアにアクセスし、ならびに/または登録ユーザおよび/もしく
は他の訪問者とメディアを共有することを可能にするメディア共有コミュニティ109にお
いて使用するためのユーザインターフェースを提供するために、メディアアプリケーショ
ン115を有する。
【００１２】
　例として、システム100の通信ネットワーク105は、データネットワーク（図示せず）、
無線ネットワーク（図示せず）、電話ネットワーク（図示せず）、またはこれらの任意の
組み合わせ等の1つ以上のネットワークを含む。データネットワークが、任意のローカル
エリアネットワーク（local area network; LAN）、メトロポリタンエリアネットワーク
（metropolitan area network; MAN）、広域エリアネットワーク（wide area network; W
AN）、インターネット、または商業的に所有された専有のパケット交換ネットワーク、例
えば、専有ケーブルもしくは光ファイバネットワーク等の任意の他の適切なパケット交換
ネットワークであってもよいことが想定される。加えて、無線ネットワークは、例えば、
セルラネットワークであってもよく、EDGE（enhanced data rates for global evolution
）、汎用パケット無線サービス（general packet radio service; GPRS）、モバイル通信
のためのグローバルシステム（global system for mobile communications; GSM）、イン
ターネットプロトコルマルチメディアサブシステム（Internet protocol multimedia sub
system; IMS）、ユニバーサルモバイルテレコミュニケーションシステム（universal mob
ile telecommunications system; UMTS）等、ならびに任意の他の適切な無線媒体、例え
ば、WiMAX（microwave access）、ロング・ターム・エボリューション（Long Term Evolu
tion; LTE）ネットワーク、符号分割多元接続（code division multiple access; CDMA）
、WiFi（wireless fidelity）、衛星、モバイルアドホックネットワーク（mobile ad-hoc
 network ; MANET）、およびその同等物を含む、種々の技術を用いてもよい。
【００１３】
　例として、UE101a～101nおよび113は、標準プロトコルを使用して、通信ネットワーク1
05上で、メディア共有プラットフォーム103およびコミュニティ109の他のメンバーと通信
する。UE101a～10nおよび113ならびにメディア共有プラットフォーム103は、通信ネット
ワーク105に関連するネットワークノードである。このような実装例では、プロトコルは
、通信ネットワーク105内のネットワークノードが通信リンク上で送信する情報に基づい
て相互にインタラクトする方式を規定する一連のルールを含む。例えば、コミュニティ10
9のメンバーは、ソーシャルネットワーキングプロトコルを使用して通信してもよい。プ
ロトコルは、各ノード内の異なる層の動作において有効であり、その動作は、種々の種類
の物理的信号を生成および受信することから、これらの信号を、これらの信号が標示する
情報のフォーマットに転送するためのリンクを選択すること、コンピュータシステム上で
実行するどのソフトウェアアプリケーションが情報を送信または受信するかを識別するこ
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とに及ぶ。ネットワーク上で情報を交換するための概念的に異なる層のプロトコルは、開
放型システム間相互接続（Open Systems Interconnection; OSI）参照モデルに説明され
る。
【００１４】
　ネットワークノード間の通信は、典型的には、データの離散パケットを交換することに
よってもたらされる。各パケットは、典型的には、（1）特定のプロトコルに関連付けら
れるヘッダ情報と、（2）ヘッダ情報に後続し、かつその特定のプロトコルから独立して
処理され得る情報を含むペイロード情報とを含む。いくつかのプロトコルでは、パケット
は、（3）ペイロードに後続し、かつペイロード情報の終了を標示するトレイラ情報を含
む。ヘッダは、パケットのソース、その宛先、ペイロードの長さ、およびプロトコルが使
用する他のプロパティを含む。しばしば、特定のプロトコルのペイロードにおけるデータ
は、OSI参照モデルの異なる上位層に関連付けられる異なるプロトコルのヘッダおよびペ
イロードを含む。特定のプロトコルのヘッダは、典型的には、そのペイロードに含まれる
次のプロトコルの種類を標示する。上位層プロトコルは、低位層プロトコルにおいてカプ
セル化されると言われている。インターネット等の複数の異種ネットワークを横断するパ
ケットに含まれるヘッダは、典型的には、物理的（層1）ヘッダ、データリンク（層2）ヘ
ッダ、インターネットワーク（層3）ヘッダ、およびトランスポート（層4）ヘッダ、なら
びにOSI参照モデルにより規定される種々のアプリケーションヘッダ（層5、層6、および
層7）を含む。
【００１５】
　システム100は、ウェブサービス等のサービスに関連し、メディア共有サイト/発行サイ
トの訪問者にパーソナライズビューを提供するように構成される。メディア共有サイトは
、全てのサイトユーザにパーソナライズビューを提供することを望む。しかしながら、従
来のシステムでは、これらのサイトを訪問する非登録ユーザ（すなわち、訪問者）は、全
て、類似の一般的なビューを見る。また、メディア共有は、ユーザの友人も参加する場合
により楽しくなる。共有メディアの利用に参加しやすくなればなるほど、サイトはさらに
良くなる。
【００１６】
　現在、Flickr、YouTube、またはOvi Share等のメディア共有サイトは、訪問者に類似の
ビューを提供する。訪問者は、いくつかの所定のカテゴリ（視認回数最多、コメント数最
多、最も興味のある/人気等）に基づいてコンテンツを閲覧することができるか、または
興味のあるメディアを探すためにキーワード検索を使用することができる。サイトが訪問
者の挙動を記録してメディアを提案できるように、そしてユーザが友人、仲間等のネット
ワークを形成して彼らのコンテンツを見ることができるように、訪問者はサイトに登録し
なければならない。また、いくつかのサイトでは、訪問者ブラウザ（即ち、クッキー）に
も情報を格納し、この結果、訪問者が再び訪問する場合に、サイトは、訪問者の履歴に基
づいて、メディアを提案するか、または他の動作を行うことができる。しかしながら、本
願発明者は、最初の訪問時から、登録ユーザのうちの誰が訪問者に関連するかをサイトが
把握することが極めて有益であると判断している。これは、従来のシステムの使用では不
可能である。
【００１７】
　システム100を使用して、メディア共有サイト、例えば、Ovi Share、Nokia Image Exch
ange等の登録ユーザのモバイルデバイスに接続されるサイトが、例えば、訪問者UE113を
使用して訪問者のパーソナライズビューを提供することが可能になる。このようなシステ
ムでは、登録ユーザは、ユーザの連絡先をメディア共有サービスにアップロードしている
。次いで、訪問者のパーソナライズビューは、訪問者が含まれる連絡先を有するこれらの
登録ユーザにより発行されたメディアを含むように投入される。こうして、訪問者は、訪
問者を知る人々からの公開メディアを見る。これにより、訪問者にはシステムにおける公
開メディアのパーソナライズビューが提供され、また訪問者が登録不要でパーソナライズ
ビューを入手できるために、登録ユーザは登録ユーザの連絡先リストでより多くの個人に
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連絡可能となる。こうして、本システムによって、コミュニティの一部のみが適切なデバ
イス、操作者、契約、メディアを実際に共有するもしくは発行するまたはその両方をする
という要望を持つ場合であっても、モバイルメディア共有コミュニティを確立することが
可能になる。訪問者がパーソナライズビューにアクセスした後、この情報は訪問者が含ま
れる連絡先を有する登録ユーザに表示され、コミュニティをさらに活発にさせてもよい。
【００１８】
　本システムは、身近なメディア共有サイトにおけるウェブサイトとして実装されること
ができるか、またはソフトウェアアプリケーション、デスクトップソフトウェアアプリケ
ーション、モバイルデバイスホームスクリーン/アクティブアイドルウィジェット、Nokia
 Web Runtimeアプリケーション、Facebookアプリケーション等としても実装されることか
ら、訪問者にサービスウェブサイトの使用を強要するものではない。
【００１９】
　図2は、ある例示的実施形態に従う、メディア共有プラットフォーム103の構成要素の図
である。メディア共有プラットフォームは、コミュニティ管理モジュール201、コミュニ
ティメンバーデータベース203、登録ユーザ連絡先データベース205、ユーザ選好データベ
ース、および共有モジュール209を含む。コミュニティ管理モジュール201は、コミュニテ
ィメンバーを監視および管理するために使用されることができ、コミュニティメンバーは
、登録ユーザと、コミュニティに対して一時的または限定的アクセスを有する訪問者とを
含むことができる。コミュニティ管理モジュール201は、ユーザおよび/またはUEのメディ
ア共有コミュニティへのアクセス許可を確認することができる。コミュニティの種々のメ
ンバーに関するデータ、ならびにコミュニティに対するメンバーへのアクセス許可に関す
るデータは、コミュニティメンバーデータベース203内に格納されることができる。加え
て、登録ユーザの連絡先は、登録ユーザ連絡先データベース205に格納されることができ
、ユーザ選好情報（例えば、登録ユーザのうちのどの連絡先が、登録ユーザの公開メディ
アおよび/または非公開メディアに対してアクセスを許可されるか等）は、ユーザ選好デ
ータベース207に格納される。共有モジュール209は、登録ユーザおよび/または訪問者の
間のメディアの実際の共有を制御する。
【００２０】
　また、コミュニティ管理モジュール201は、共有モジュール209とインタラクトして、コ
ミュニティ109のメンバー間のメディアの共有を管理する。例示的実施形態では、コミュ
ニティ管理モジュールは、メディアの共有を許可する前に、コミュニティ109のメンバー
を認証する。コミュニティ管理モジュール201が任意の認証機構（例えば、ユーザID/パス
ワード、デバイスIDフィルタリング等）を使用して、訪問者が限定的もしくは一時的、ま
たはその両方でアクセス可能な状態で、許可されたメンバーのみがコミュニティ109にア
クセスすることを保証することができることが想定される。認証後、共有モジュール209
は、例えば、任意の制限に適切に従って、コミュニティ109のメンバー間のメディアのア
ップロードおよびダウンロードの両方についてのコミュニティメンバーからの要求に応答
する。
【００２１】
　図2に示すように、共有モジュール209は、種々のデータベース203、205、207に対して
接続可能である。いくつかの実施形態では、共有モジュール209は、許可されたメンバー
によるアクセスのために、データベース（図示せず）にメディアを格納することができる
か、または、共有モジュール209は、コミュニティ109のメンバーの間でメディアが直接転
送されるピアツーピアモードで動作することができる。
【００２２】
　図3は、一実施形態に従う、メディア共有コミュニティの訪問者にパーソナライズされ
た仮想環境を提供するためのプロセス300のフローチャートである。本プロセスでは、ス
テップ301において、訪問者の識別情報が、登録ユーザの記録と比較される。したがって
、共有モジュールは、訪問者の識別情報を、登録ユーザ連絡先データベース205に格納さ
れるメディア共有コミュニティの複数の登録ユーザの連絡先エントリと比較するように構
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成される。一実施形態では、比較に使用される訪問者の識別情報は、電話番号であり、電
話番号は、登録ユーザの連絡先の電話番号と比較される。しかしながら、登録ユーザの連
絡先に含まれ他の情報等（例えば、電子メールアドレス、実アドレス等）の他の一意的な
識別情報を代替として使用してもよい。
【００２３】
　一実施形態では、メディア共有プラットフォーム103は、訪問者の識別情報、この場合
、訪問者の電話番号を決定する。例えば、メディア共有プラットフォーム103は、訪問者
が番号をサイトに入力し得ること（ならびに恐らくは、訪問者が実際に番号を所有するこ
とを確認する、ショートメッセージサービス（short message service; SMS）通信または
電子メールを介するセキュリティ情報を送受信すること）を要求することによって、この
ような識別情報を決定することができ、登録ユーザは、「招待」または他のメッセージを
、SMSまたは他の連絡先詳細（例えば、電子メール）を介して、登録ユーザの連絡先（例
えば、電話番号または電話番号もしくは連絡先エントリを識別するトークンを含む）のう
ちの1つにサイトから送信することができ、モバイルウェブブラウザは、メディア共有サ
イトへのアクセスに使用される訪問者のサービスプロバイダアカウントから、電話番号を
サイトに提供でき、またはサービスプロバイダホームスクリーンソフトウェアアプリケー
ションもしくはWeb Runtimeアプリケーションは、サービスに対してSMSを送信する。
【００２４】
　一実施形態では、新しい登録ユーザには、カスタマイズされた視覚的環境が提供される
。これらの新しいユーザは、サービスにまだアップロードされていない連絡先を有するユ
ーザかウェブのみの（連絡先がアップロードされていない）ユーザであり得る。例えば、
ユーザは、ユーザの電子メールまたは電話番号を含むアカウントを既に有し、サービスプ
ラットフォーム103にログインする場合、このようなユーザには、訪問者と同様に、前に
登録されたユーザの公開写真が示されてもよい。このような設定では、種々のサービス（
例えば、Googleアカウント：Gmail、Google Documents、Google Reader等、Nokiaアカウ
ント：Ovi Sync、Ovi Share、Ovi Maps等）へのログインに使用可能な一般的なアカウン
トが存在する。
【００２５】
　ステップ303において、共有モジュール209は、このような公開メディアを訪問者のパー
ソナライズされた仮想環境に提供するために、訪問者の識別情報に一致した連絡先を有す
る登録ユーザの公開メディア（または、ユーザ選好情報において登録ユーザがメディアに
アクセス可能である場合は、非公開メディア）を識別する。また、共有モジュール209は
、このような訪問者による登録ユーザのメディアへのアクセスを制限し得るユーザ選好デ
ータベース207に格納された任意のユーザ選好情報が存在するか否かも確認することがで
きる。
【００２６】
　ステップ305において、訪問者に、パーソナライズされた仮想環境を表示し、アクセス
可能とする。パーソナライズビューにアクセスするために、訪問者に、個人統一資源位置
指定子（uniform resource locator; URL）または個人識別番号（personal identificati
on number; PIN）コードが提供されることができる。パーソナライズビューにアクセスし
た後に、訪問者は、画像にコメントし、永続的訪問者ニックネームを選択し、SMSまた電
子メールを介して新しい画像について通知を受けるために通知システムを設定し、パーソ
ナライズビューから何人かの人々を削除するまたは隠すことができる。
【００２７】
　したがって、メディア共有プラットフォーム103は、例えば、個人URLにおけるトークン
（例えば、サービスにより格納されたトークンと電話番号とのペア）を介して、ピンコー
ド署名（例えば、サービスにより格納されたピンコードと電話番号とのペア）を介して、
携帯電話アプリケーション、Web Runtime（に関する）アプリケーション、もしくはホー
ムスクリーンソフトウェアアプリケーションからサービスに送信されるショートメッセー
ジングシステム（short messaging system; SMS）を介して、訪問者が番号をサイトに入
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力することを要求することによって、訪問者のサービスプロバイダアカウント設定から番
号を入手することによって、またはいくつかの他の機構を介して、訪問者の識別情報（例
えば、訪問者の電話番号）を決定する。次いで、共有モジュール209は、訪問者の電話番
号を、登録ユーザ連絡先データベース205に格納されたサービスにおける登録ユーザの連
絡先の全ての連絡先と一致させる。一致した連絡先の所有者の発行メディアは、訪問者の
パーソナライズビューに追加される。訪問者にはパーソナライズビューが提示され、時間
、所有者等によってメディアを整理することができる。一致する連絡先が見つからない場
合、訪問者は通知を受け、公開インターフェースが代わりに示される。
【００２８】
　上記プロセスによって、状況に応じたユーザ体験を作成することにより、ネットワーク
の使用およびデバイスリソースが最低限に抑えられる利点がある。例えば、不要なコンテ
ンツ等に処理リソースは割り当てられない。
【００２９】
　図4は、一実施形態に従う、パーソナライズされた仮想環境におけるメディアコンテン
ツへのアクセス許可を確認するためのプロセス400のフローチャートである。このような
プロセスは、電話番号（または電子メールアドレス、もしくは他の連絡先情報）のエント
リを介してアクセスを要求する個人が、実際は、その電話番号へアクセス可能な個人であ
ることを保証することに役立てられる。このようなセキュリティ対策は、別の人に関連す
る共有メディアへ誰かがアクセスすることを、その人の電話番号を入力することによって
、防止することにも役立てられる。
【００３０】
　ステップ401において、セキュリティ情報は、訪問者の識別情報に基づく一致した連絡
先エントリを使用して、訪問者に送信される。メディア共有プラットフォームのコミュニ
ティ管理モジュール201は、このステップを実行することができる。例えば、コミュニテ
ィ管理モジュール201は、PINコード、パスワード、ウェブリンク等を、連絡先エントリに
おけるリストを介して一致する連絡先エントリに対応する人に送信することができる。次
いで、訪問者は、セキュリティ情報を使用して、パーソナライズされた仮想環境にアクセ
スすることができる。したがって、ステップ403において、コミュニティ管理モジュール2
01は、訪問者からセキュリティ情報を受信することによって、訪問者が識別されたメディ
アコンテンツへのアクセスを許可されるか確認する。したがって、ステップ405において
、訪問者は、パーソナライズされた仮想環境において、識別されたメディアコンテンツに
アクセスすることが可能になる。
【００３１】
　図5は、種々の実施形態に従う、パーソナライズされた仮想環境において、識別された
メディアコンテンツをラベル付けするためのプロセス500のフローチャートである。この
ようなプロセスによって、訪問者のパーソナライズされた仮想環境をさらに強化すること
ができる。ステップ501において、メディア共有コミュニティに訪問するために訪問者が
使用するデバイスに格納された連絡先エントリは、識別されたメディアコンテンツに対応
する登録ユーザと比較される。次いで、ステップ503において、訪問者のデバイスにおけ
る連絡先エントリに一致する登録ユーザの識別されたメディアコンテンツは、パーソナラ
イズされた仮想環境においてラベル付けされる。したがって、登録ユーザの識別されたメ
ディアコンテンツが訪問者のパーソナライズされた仮想環境に存在し、かつその登録ユー
ザの連絡先情報が訪問者のデバイスに存在する場合、識別されたメディアコンテンツは、
パーソナライズされた仮想環境において、その登録ユーザの名前でラベル付けされる。
【００３２】
　したがって、パーソナライズビューは、訪問者のモバイルデバイスにおける連絡先エン
トリを使用して機能強化されることができる。ゆえに、例えば、メディア共有コミュニテ
ィにおいてパーソナライズビューが訪問者に提供され、かつ訪問者が関連のサービスプロ
バイダとともに連絡先同期ソフトウェアを使用している場合、訪問者の連絡先情報が登録
ユーザの連絡先エントリに含まれるか否かの相互一致確認のために、同期化された連絡先
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を使用できる。これにより、訪問者にとってより意味があるように、公開メディアがさら
にフィルタリングされてもよい。次いで、識別されたメディアコンテンツの所有者は、訪
問者のパーソナライズビューにおいてラベル付けされることができる。また、訪問者のビ
ューがホームスクリーンソフトウェアアプリケーション（例えば、Nokiaホームスクリー
ンウィジェット（N97））、Web Runtimeアプリケーション（例えば、Nokia Web Runtime
アプリケーションとして実装される場合、または訪問者が例えばモバイルウェブサーバを
使用する場合も、連絡先は利用可能であってもよい。
【００３３】
　また、システム100によって、訪問者によりアクセスされ得るメディア（公開または非
公開）を一定の連絡先に対して視認不可とするオプションも登録ユーザが選択できる。ま
た、登録ユーザは、1つ以上のグループの連絡先に対する一定のレベルのアクセスを拒否
または許可することもできる。したがって、例えば、拒否された電話番号またはグループ
は、視認者が登録ユーザまたは訪問者であっても、連絡先の一致により、その登録ユーザ
のメディアを見られない。また、登録ユーザの電話番号または名前が訪問者に示されない
（但し、名前は、恐らくは、「自身」の連絡先カードから、または他の登録ユーザの連絡
先からリバースマッチング（Reverse matching）の手法を用いて検索されることができる
）が、そのユーザ名/スクリーン名のみ示されるのが好ましい。パーソナライズビューに
示されるメディアは、公開のものであり、すなわち、公開サイトを介して視認可能でもあ
る。このような実施形態では、パーソナライズビューは、プライバシー上のリスクはない
。ゆえに、誰かのパーソナライズビューが他の者にアクセスされる場合であっても、その
人々が誰であるのか、およびそのビューが誰にパーソナライズされるかは分からない。
【００３４】
　システム100による利点は、登録ユーザはその社交サークルを拡張することが可能にな
ることである。加えて、訪問者が登録せずにメディアに対するパーソナライズビューを入
手することができることも利点がある。さらに、プライバシーの問題を効果的に管理する
ことができる。
【００３５】
　図6は、一実施形態に従う、メディア共有コミュニティへの訪問者のパーソナライズさ
れた仮想環境の表示を示すユーザインターフェースの例示的スクリーンショット600であ
る。このシナリオでは、示されるコンテンツは、訪問者の電話番号に基づき、この場合、
コンテンツは、所有者によってグループ分けされ、種々の順番で配置されることができる
。本例示的スクリーンショットでは、サンプル登録ユーザ投稿601のドロップダウンリス
トが示され、これは、アクティブ化されると、訪問者の識別情報を登録ユーザの格納され
た連絡先エントリと比較することによって図3に記載の方式で識別された共有メディアの1
つ以上の（この場合、3つの）サムネイル表現603を示すことができる。上述のように、必
要に応じて、これらのサムネイル表現は、このような登録ユーザを、訪問者のデバイスに
おける連絡先エントリとクロスマッチすることによってラベル付けされてもよい。これら
のサムネイル表現を選択することによって、訪問者は、個々の写真もしくは写真のグルー
プにアクセスするか、または映像もしくは音声クリップ等を再生してもよい。
【００３６】
　加えて、訪問者のパーソナライズされた仮想環境は、視認回数最多ドロップダウンリス
ト605、コメント数最多ドロップダウンリスト607、および最高評価ドロップダウンリスト
609等の、コミュニティ内でアクセス可能な異なるカテゴリの公開メディアを含んでもよ
い。本例示的スクリーンショットでは、最高評価ドロップダウンリスト607が、訪問者が
選択してアクセスすることができるサムネイル表現61を1のサンプルを公開するようにア
クティブ化されている。
【００３７】
　上述のように、上記プロセスは、メディア共有に加えて、他のサービスに適用されるこ
とができるため、コンテンツは、メディアコンテンツを伴ってもよく、または伴わなくて
もよいが、他の情報を伴ってもよく、または伴わなくてもよい。例えば、ソーシャルネッ
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トワークでは、このようなコンテンツは、ソーシャルネットワークのメンバーに関する情
報であることができる。
【００３８】
　訪問者デバイスにパーソナライズされた仮想環境を提供するための本明細書に説明する
プロセスは、ソフトウェア、ハードウェア、例えば、汎用プロセッサ、デジタル信号処理
（Digital Signal Processing; DSP）チップ、特定用途向け集積回路（Application Spec
ific Integrated Circuit; ASIC）、フィールドプログラマブルゲートアレイ（Field Pro
grammable Gate Array; FPG）等、ファームウェア、またはこれらの組み合わせを介して
実装されてもよい。説明された機能を実行するためのこのような例示的ハードウェアにつ
いて後述する。
【００３９】
　図7は、本発明のある実施形態が実装可能なコンピュータシステム700を示す。コンピュ
ータシステム700は、本明細書に説明するアプリケーションを提供するようにプログラミ
ングされ、コンピュータシステム700の他の内部構成要素と外部構成要素との間で情報を
伝えるためのバス710等の通信機構を含む。情報（データとも呼ばれる）は、測定可能な
現象の物理的表現、例えば、電圧として表されるが、他の実施形態では、磁気、電磁気、
圧力、化学、分子、原子、亜原子、および量子相互作用等の現象が含まれる。例えば、北
および南の磁場、またはゼロおよび非ゼロ電圧は、2進数（ビット）の2つの状態（0, 1）
を表す。他の現象は、より大きい進数を表すことができる。測定前の複数の同時量子状態
の重ね合わせは、量子ビット（qubit）を表す。一連の1つ以上の進数は、数字または文字
のコードを表すために使用されるデジタルデータを構成する。いくつかの実施形態では、
アナログデータと呼ばれる情報は、特定の範囲内の測定可能な値の近似連続体によって表
される。
【００４０】
　バス710は、バス710に接続されたデバイスの間を情報が迅速に転送されるように、情報
の1つ以上の並列導体を含む。情報を処理するための1つ以上のプロセッサ702は、バス710
に接続される。
【００４１】
　プロセッサ702は、関連アプリケーションに関する情報ならびに状態情報の報告および
読み出しについての一連の動作を実行する。一連の動作には、バス710から情報を取り入
れることと、情報をバス710に伝えることが含まれる。また、一連の動作には、例えば、2
つ以上の情報単位を比較することと、情報単位の位置をシフトすることと、加算もしくは
乗算またはOR、排他的OR（XOR）、およびAND等の論理演算等によって、2つ以上の情報単
位を組み合わせることも含まれる。プロセッサにより実行可能な一連の動作のうちの各動
作は、1つ以上の進数の動作コード等の命令と呼ばれる情報によってプロセッサに表され
る。一連の動作コード等のプロセッサ702により実行される一連の動作は、コンピュータ
システム命令、または単にコンピュータ命令とも呼ばれるプロセッサ命令を構成する。プ
ロセッサは、特に、機械的、電気的、磁気的、光学的、科学的、量子的構成要素として、
単独でまたは組み合わせて実装されてもよい。
【００４２】
　また、コンピュータシステム700は、バス710に接続されたメモリ704も含む。ランダム
アクセスメモリ（random access memory; RAM）または他の動的ストレージデバイス等の
メモリ704は、関連のアプリケーションのためのプロセッサ命令を含む情報を格納する。
動的メモリによって、その中に格納された情報を、コンピュータシステム700によって変
更することが可能になる。RAMによって、メモリアドレスと呼ばれる位置に格納された情
報の単位を、近隣アドレスにおける情報から独立して、格納および読み出しすることが可
能になる。また、メモリ704は、プロセッサ命令の実行中に一時的な値を格納するために
、プロセッサ702によっても使用される。また、コンピュータシステム700は、コンピュー
タシステム700により変更されない命令を含む静的情報を格納するために、バス710に接続
された読み取り専用メモリ（read only memory; ROM）706または他の静的ストレージデバ
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イスも含む。あるメモリは、電力が失われるとそこに格納された情報を失う揮発性ストレ
ージから構成される。また、コンピュータシステム700の電源がオフになっても、あるい
は電力が失われても永続する、命令を含む情報を格納するための磁気ディスク、光ディス
ク、またはフラッシュカード等の不揮発性（永続的）ストレージデバイス708も、バス710
に接続される。
【００４３】
　アプリケーションを操作するための命令を含む情報は、人のユーザまたはセンサにより
動作されるアルファベットキーを含むキーボード等の外部入力デバイス712から、プロセ
ッサによる使用のためにバス710に提供される。センサは、その付近における状態を検出
し、これらの検出を、コンピュータシステム700において情報を表すために使用される測
定可能な現象と適合する物理的表現に変換する。主に人とインタラクトするために使用さ
れるバス710に接続された他の外部デバイスには、ブラウン管（cathode ray tube; CRT）
もしくは液晶ディスプレイ（liquid crystal display; LCD）等のディスプレイ714、また
はテキストもしくは画像を提示するためのプラズマスクリーンもしくはプリンタ、ならび
にディスプレイ714上に提示された小さいカーソル画像の位置を制御するため、およびデ
ィスプレイ714上に提示されたグラフィック要素に関連付けられたコマンドを発行するた
めの、マウスもしくはトラックボールもしくはカーソル方向キー、または動きセンサ等の
ポインティングデバイス716が含まれる。いくつかの実施形態では、例えば、コンピュー
タシステム700が、人による入力を含まずに全ての機能を自動的に実行する実施形態では
、外部入力デバイス712、ディスプレイ714、およびポインティングデバイス716のうちの1
つ以上が省略される。
【００４４】
　図示された実施形態では、特定用途向け集積回路（application specific integrated 
circuit; ASIC）720等の特殊用途ハードウェアが、バス710に接続される。特殊用途ハー
ドウェアは、特殊用途についてプロセッサ702により十分迅速に実行されない動作を実行
するように構成される。特定用途向けICの例として、ディスプレイ714のための画像を生
成するためのグラフィックスアクセラレータカード、ネットワーク上で送信されるメッセ
ージを暗号化および復号するための暗号ボード、発話認識、ならびにハードウェアにおい
てより効率的に実装されるある複雑な一連の動作を繰り返して実行するロボットアームお
よび医療スキャン設備等の、特別な外部デバイスに対するインターフェースが挙げられる
。
【００４５】
　また、コンピュータシステム700は、バス710に接続された通信インターフェース770の
インスタンスを1つ以上含む。通信インターフェース770は、プリンタ、スキャナ、および
外部ディスク等の、それ自体のプロセッサで動作する多種多様の外部デバイスに対する一
方向または双方向の通信接続を提供する。一般に、こうした接続は、ローカルネットワー
ク780に接続されるネットワークリンク778との接続であり、ネットワークリンク778に、
それ自体のプロセッサを含む多種多様の外部デバイスが接続される。例えば、通信インタ
ーフェース770は、パーソナルコンピュータ上のパラレルポートもしくはシリアルポート
もしくはユニバーサルシリアルバス（universal serial bus; USB）ポートであってもよ
い。いくつかの実施形態では、通信インターフェース770は、統合サービスデジタル網（i
ntegrated services digital network; ISDN）カードまたはデジタル加入者線（digital 
subscriber line; DSL）カードまたは対応する種類の電話線に情報通信接続を提供する電
話モデムである。いくつかの実施形態では、通信インターフェース770は、バス710上の信
号を、同軸ケーブル上の通信接続のための信号に変換する、または光ファイバケーブル上
の通信接続のための光信号に変換するケーブルモデムである。別の例として、通信インタ
ーフェース770は、イーサネット等の適合LANにデータ通信接続を提供するためのローカル
エリアネットワーク（local area network; LAN）カードであってもよい。また、無線リ
ンクも実装されてもよい。無線リンクでは、通信インターフェース770は、デジタルデー
タ等の情報ストリームを搬送する赤外線信号および光信号を含む、電気信号、音響信号、
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または電磁信号を送信もしくは受信、または送信および受信する。例えば、携帯電話機の
ようなモバイル電話機等の無線ハンドヘルドデバイスでは、通信インターフェース770は
、無線送受信機と呼ばれる無線帯域電磁気送信機および受信機を含む。いくつかの実施形
態では、通信インターフェース770によって、アプリケーションの状態情報を問い合わせ
するおよび読み出すために、通信ネットワーク105への接続が可能になる。
【００４６】
　用語の「コンピュータ可読媒体」は、本明細書において、実行のための命令を含む情報
をプロセッサ702に提供する際に関与する任意の媒体を言及するために使用される。この
ような媒体は、不揮発性媒体、揮発性媒体、伝送媒体を含むがこれらに限定されない多く
の形式をとってもよい。不揮発性媒体には、例えば、ストレージデバイス708等の、光デ
ィスクまたは磁気ディスクが含まれる。揮発性媒体には、例えば、動的メモリ704が含ま
れる。伝送媒体には、例えば、同軸ケーブル、銅線、光ファイバケーブル、ならびに電波
、光波、および赤外線波を含む音波および電磁波等のワイヤまたはケーブルを含まずに空
間を移動する搬送波が含まれる。信号は、伝送媒体を通って伝送される振幅、周波数、位
相、偏光、または他の物理的特性における人工の過渡変動を含む。一般的な形式のコンピ
ュータ可読媒体には、例えば、フロッピーディスク、フレキシブルディスク、ハードディ
スク、磁気テープ、任意の他の磁気媒体、CD-ROM、CDRW、DVD、任意の他の光媒体、パン
チカード、紙テープ、光マークシート、穴もしくは他の光学的に認識可能な印のパターン
を含む任意の他の物理的媒体、RAM、PROM、EPROM、FLASH-EPROM、任意の他のメモリチッ
プもしくはカートリッジ、搬送波、またはコンピュータが読み込み可能である任意の他の
媒体が含まれる。
【００４７】
　図8は、本発明のある実施形態が実装可能なチップセット800を示す。チップセット800
は、本明細書に説明するアプリケーションを関連付けるようにプログラミングされ、例え
ば、1つ以上の物理的パッケージに組み込まれる図8に関連して説明されるプロセッサ構成
要素およびメモリ構成要素を含む。例として、物理的パッケージは、物理的強度、サイズ
の保護、および/または電気的相互作用の制限等の1つ以上の特徴を提供するために、構造
的組立体（例えば、ベースボード）上に1つ以上の材料、構成要素、および/またはワイヤ
の配列を含む。
【００４８】
　一実施形態では、チップセット800は、チップセット800の構成要素間で情報を伝えるた
めのバス801等の通信機構を含む。プロセッサ803は、命令を実行し、かつ例えば、メモリ
805に格納された情報を処理するために、バス801に対して接続可能である。プロセッサ80
3は、各コアが独立して実行するように構成される1つ以上の処理コアを含んでもよい。マ
ルチコアプロセッサによって、単一の物理的パッケージ内において多重プロセスが可能に
なる。マルチコアプロセッサの例として、2つ、4つ、8つ、またはそれ以上の数の処理コ
アが挙げられる。代替的または付加的に、プロセッサ803は、命令、パイプライン処理、
およびマルチスレディングの独立した実行を可能にするために、バス801を介して並行し
て構成された1つ以上のマイクロプロセッサを含んでもよい。また、プロセッサ803は、一
定の処理機能およびタスクを実行するために、1つ以上のデジタルシグナルプロセッサ（d
igital signal processor; DSP）807または1つ以上の特定用途向け集積回路（applicatio
n-specific integrated circuit; ASIC）809等の1つ以上の特殊構成要素も伴ってもよい
。DSP807は、典型的には、プロセッサ803とは独立して、実世界信号（例えば、音声）を
リアルタイムで処理するように構成される。同様に、ASIC809は、汎用プロセッサにより
容易に実行されない特殊機能を実行するように構成されることができる。本明細書に説明
する発明機能を実行するのに役立つ他の特殊構成要素には、1つ以上のフィールドプログ
ラマブルゲートアレイ（field programmable gate array; FPGA）（図示せず）、1つ以上
のコントローラ（図示せず）、または1つ以上の他の特殊用途コンピュータチップが含ま
れる。
【００４９】
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　プロセッサ803および付属の構成要素は、バス801を介してメモリ805に対して接続可能
である。メモリ805は、ウィジェットの関連付けおよび状態情報の利用を提供するように
、実行時に本明細書に説明する発明ステップを行う実行可能命令を格納するための動的メ
モリ（例えば、RAM、磁気ディスク、書き込み可能光ディスク等）と、静的メモリ（例え
ば、ROM、CD-ROM等）との両方を含む。また、メモリ805は、発明ステップに関連付けられ
たデータまたは発明ステップの実行により生成されたデータも格納する。
【００５０】
　図9は、一実施形態に従う、図1のシステムにおいて動作可能である移動局（例えば、ハ
ンドセット）の例示的構成要素図である。一般に、無線受信機は、しばしば、フロントエ
ンドおよびバックエンド特徴の観点から規定される。受信機のフロントエンドは、無線周
波数（Radio Frequency; RF）回路の全てを包含し、一方、バックエンドは、ベースバン
ド処理回路の全てを包含する。電話機の関連内部構成要素には、主制御装置（Main Contr
ol Unit; MCU）903、デジタルシグナルプロセッサ（Digital Signal Processor; DSP）90
5、ならびにマイクロホン利得制御ユニットおよびスピーカ利得制御ユニットを含む受信
機/送信機ユニットが含まれる。主要ディスプレイユニット907は、ウィジェット等の種々
のアプリケーションおよび移動局機能を支援して、ユーザに表示を提供する。音声機能回
路909は、マイクロホン911と、マイクロホン911から出力された発話信号を増幅するマイ
クロホンアンプとを含む。マイクロホン911から出力された増幅発話信号は、コーデック
（coder/decoder; CODEC）913に供給される。
【００５１】
　無線区分915は、モバイル通信システムに含まれる基地局と、アンテナ917を介して通信
するために、電力を増幅し、周波数を変換する。パワーアンプ（power amplifier; PA）9
19および送信機/変調回路は、当技術分野において既知であるように、デュプレクサ921ま
たは計算機またはアンテナスイッチに接続されたPA919からの出力により、操作的にMCU90
3に応答する。また、PA919は、バッテリインターフェースおよび電力制御ユニット920に
も接続する。
【００５２】
　使用中、移動局901のユーザは、マイクロホン911内に発話し、ユーザの声は、任意の検
出された背景雑音とともにアナログ電圧に変換される。次いで、アナログ電圧は、アナロ
グ/デジタルコンバータ（Analog to Digital Converter; ADC）923を通して、デジタル信
号に変換される。制御ユニット903は、発話符号化、チャネル符号化、暗号化、およびイ
ンターリービング等のその中での処理のためにDSP905内にデジタル信号を送る。一実施形
態では、処理された音声信号は、EDGE（global evolution）、汎用パケット無線サービス
（general packet radio service; GPRS）、モバイル通信のためのグローバルシステム（
global system for mobile communications; GSM）、インターネットプロトコルマルチメ
ディアサブシステム（Internet protocol multimedia subsystem; IMS）、ユニバーサル
モバイルテレコミュニケーションシステム（universal mobile telecommunications syst
em; UMTS）等のセルラ伝送プロトコルを使用して、ならびに任意の他の適切な無線媒体、
例えば、WiMAX（microwave access）、ロング・ターム・エボリューション（Long Term E
volution; LTE）ネットワーク、符号分割多元接続（code division multiple access; CD
MA）、WiFi（wireless fidelity）、衛星、およびその同等物を使用して、別々に示され
ないユニットによって符号化される。
【００５３】
　次いで、符号化された信号は、位相歪みおよび振幅歪み等の、無線を通した伝送中に発
生する任意の周波数特性の補正のために、イコライザ925に送られる。ビットストリーム
を補正した後、モジュレータ927は、信号を、RFインターフェース929で生成されたRF信号
と組み合わせる。モジュレータ927は、周波数変調または位相変調によって、正弦波を生
成する。伝送のための信号を準備するために、アップコンバータ931は、モジュレータ927
から出力された正弦波を、シンセサイザ933により生成された別の正弦波と組み合わせて
、所望の伝送周波数にする。次いで、適切な電力レベルに信号を増加させるために、PA91



(15) JP 5816616 B2 2015.11.18

10

20

30

40

50

9を通して信号が送信される。実際のシステムでは、PA919は、ネットワーク基地局から受
信した情報からDSP905によってその利得が制御される可変利得アンプとしての役割を果た
す。次いで、信号は、デュプレクサ921内でフィルタリングされ、任意選択により、最大
電力転送を提供するためにインピーダンスを整合するように、アンテナ結合器935に送信
される。最後に、信号は、アンテナ917を介してローカル基地局に伝送される。自動利得
制御（automatic gain control; AGC）は、受信機の最終段階の利得を制御するために供
給されることができる。信号はそこから遠隔の電話機に転送されてもよい。遠隔の電話機
は別の携帯電話機、他のモバイル電話機、公衆交換電話網（Public Switched Telephone 
Network; PSTN）や他の電話網に接続された固定電話であってよい。
【００５４】
　移動局901に伝送された音声信号は、アンテナ917を介して受信され、即座に、低雑音増
幅回路（low noise amplifier; LNA）937によって増幅される。ダウンコンバータ939は、
搬送周波数を低下させ、一方、デモジュレータ941は、RFを引き離して、デジタルビット
ストリームのみを残す。次いで、信号は、イコライザ925を通過し、DSP905によって処理
される。デジタル/アナログコンバータ（Digital to Analog Converter; DAC）943は、信
号を変換し、結果として生じる出力は、中央処理装置（Central Processing Unit; CPU）
（図示せず）として実装可能な主制御装置（Main Control Unit; MCU）903の制御下で全
て、スピーカ945を通してユーザに伝送される。
【００５５】
　MCU903は、キーボード947からの入力信号を含む種々の信号を受信する。キーボード947
および/またはMCU903は、他のユーザ入力構成要素（例えば、マイクロホン911）と組み合
わせて、ユーザ入力を管理するためのユーザインターフェース回路を備える。MCU903は、
ユーザインターフェースソフトウェアを実行させて、例えば、マルチタッチユーザインタ
ーフェースに従って、移動局901の少なくともいくつかの機能のユーザ制御を容易にする
。また、MCU903は、ディスプレイ907と発話出力切り替えコントローラとのそれぞれに表
示コマンドおよび切り替えコマンドも配信する。さらに、MCU903は、情報をDSP905と交換
し、任意選択により組み込まれたSIMカード949およびメモリ951にアクセスすることがで
きる。加えて、MCU903は、局に必要な種々の制御機能を実行する。DSP905は、実装に依存
して、音声信号について多種多様の従来のデジタル処理機能のうちのいずれかを実行して
もよい。加えて、DSP905は、マイクロホン911により検出された信号からローカル環境の
背景雑音レベルを決定し、マイクロホン911の利得を、移動局901のユーザの自然な傾向を
補償するように選択されたレベルに設定する。
【００５６】
　CODEC913は、ADC923およびDAC943を含む。メモリ951は、着信音データを含む種々のデ
ータを格納し、例えば、世界的なインターネットを介して受信した音楽データを含む他の
データを格納することができる。ソフトウェアモジュールは、RAMメモリ、フラッシュメ
モリ、レジスタ、または当技術分野において既知である任意の他の形式の書き込み可能ス
トレージ媒体に存在することができる。メモリデバイス951は、単一のメモリ、CD、DVD、
ROM、RAM、EEPROM、光学ストレージ、またはデジタルデータを格納可能な任意の他の不揮
発性ストレージ媒体であってもよいが、これらに限定されない。
【００５７】
　任意選択により組み込まれたSIMカード949は、例えば、携帯電話番号、キャリア供給サ
ービス、加入詳細、およびセキュリティ情報等の重要な情報を搬送する。SIMカード949は
、無線ネットワーク上で移動局901を識別する役割を果たす。また、カード949は、個人用
電話番号登録、テキストメッセージ、およびユーザ固有の移動局設定を格納するためのメ
モリも含む。
【００５８】
　多数の実施形態および実装に関連して本発明について説明したが、本発明は、限定され
ず、種々の明白な修正および同等の配置を対象とし、これらの種々の明白な修正および同
等の配置は、添付の請求項の範囲内にある。本発明の特徴について、請求項の特定の組み
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とが想定される。
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