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(57)【要約】
　モバイルユーザーがユーザーの近辺などの定義済みト
リガーに基づき情報に対して選択的アクセスを行えるよ
うにするシステム、方法、およびワイヤレス通信デバイ
スを実現する。一実施形態では、通信グループの第1の
ワイヤレス通信デバイスから選択された情報は、地理的
位置に関連付けられ、格納されうる。通信グループの第
2のワイヤレス通信デバイスがその情報に関連付けられ
ている地理的位置に近いと判定されたときに、情報の一
部をその第2のワイヤレス通信デバイスに選択的に送信
することができる。一実施形態では、第2のワイヤレス
通信デバイスは、トリガー設定に基づき自動的に情報を
受信することができる。
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　ワイヤレス通信デバイスの通信グループのデバイス間で位置情報を交換するためのシス
テムであって、
　少なくとも1つのプロセッサと、
　データストアと、
　前記少なくとも1つのプロセッサに通信可能に結合された、コンピュータ実行可能命令
を格納している少なくとも1つのメモリとを備え、前記命令は実行されたときに前記シス
テムに、
　　前記通信グループの第1のワイヤレス通信デバイスから、地理的位置に関連付けられ
ている選択された情報を受信する段階と、
　　前記情報の少なくとも一部を前記通信グループの第2のワイヤレス通信デバイスに、
前記第2のワイヤレス通信デバイスが前記地理的位置に近いと判定されたときに、選択的
に送信する段階とを含むステップを実行させるシステム。
【請求項２】
　前記選択的に送信する段階は、前記第2のワイヤレス通信デバイスが前記地理的位置に
近いと判定されたときに前記情報を前記第2のワイヤレス通信デバイスに自動的に送信す
る段階を含む請求項1に記載のシステム。
【請求項３】
　前記第2のワイヤレス通信デバイスから、前記地理的位置に関連付けられている第2の情
報を受信する段階をさらに含む請求項1に記載のシステム。
【請求項４】
　前記選択的に送信する段階は、前記第2のワイヤレス通信デバイスから指示を受信した
ことに応答して前記情報を送信する段階を含む請求項1に記載のシステム。
【請求項５】
　前記第2のワイヤレス通信デバイスに前記情報の要約を送信する段階をさらに含む請求
項4に記載のシステム。
【請求項６】
　前記情報の前記少なくとも一部は、前記指示によって示されるユーザー選択に対応する
請求項4に記載のシステム。
【請求項７】
　前記情報は、音声ファイル、テキストファイル、および画像ファイルのうちの少なくと
も1つを含む請求項1に記載のシステム。
【請求項８】
　前記情報は、前記通信グループの外部でアクセス可能であり、また検索可能である請求
項1に記載のシステム。
【請求項９】
　前記通信グループは、プッシュ・トゥ・トーク(PTT)グループである請求項1に記載のシ
ステム。
【請求項１０】
　前記情報は、時刻、日付、気象状況、交通状況、および他の位置への近接度のうちの少
なくとも1つを含む請求項1に記載のシステム。
【請求項１１】
　前記情報は、前記情報を送信する前にサードパーティ情報で拡張されている請求項1に
記載のシステム。
【請求項１２】
　前記情報を解析してユーザートレンドを決定する段階をさらに含む請求項1に記載のシ
ステム。
【請求項１３】
　プロセッサと、前記プロセッサに通信可能に結合された少なくとも1つのメモリと、ワ
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イヤレスネットワークと通信するように構成された通信インターフェースとを備えるモバ
イル通信デバイスであって、前記デバイスはワイヤレス通信デバイスの通信グループに参
加するように構成され、前記メモリはコンピュータ実行可能命令を格納しており、前記命
令は実行されたときに前記デバイスに、
　　前記ワイヤレスネットワークを介して前記モバイル通信デバイスの第1の地理的位置
に関連付けられている第1の情報をグループ通信サーバーに選択的に送信する段階と、
　　前記モバイル通信デバイスが第2の地理的位置に近いと判定されたときに前記グルー
プ通信サーバーから第2の情報を受信する段階とを含むステップを実行させ、前記第2の情
報は、前記通信グループの送信元ワイヤレス通信デバイスによって、前記送信元ワイヤレ
ス通信デバイスが前記第2の地理的位置に近いときに選択されるモバイル通信デバイス。
【請求項１４】
　前記受信する段階は、前記デバイスが前記第2の地理的位置に近いと判定されたときに
前記第2の情報を自動的に受信する段階を含む請求項13に記載のデバイス。
【請求項１５】
　前記受信する段階は、前記デバイスから指示を受信したことに応答して前記第2の情報
を受信する段階を含む請求項13に記載のデバイス。
【請求項１６】
　前記第2の情報の要約を受信する段階をさらに含む請求項15に記載のデバイス。
【請求項１７】
　前記第2の情報は、前記指示によって示されるユーザー選択に対応する請求項15に記載
のデバイス。
【請求項１８】
　前記第1および第2の情報は、音声ファイル、テキストファイル、および画像ファイルの
うちの少なくとも1つを含む請求項13に記載のデバイス。
【請求項１９】
　前記第1および第2の情報は、前記通信グループの外部でアクセス可能であり、また検索
可能である請求項13に記載のデバイス。
【請求項２０】
　前記通信グループは、プッシュ・トゥ・トーク(PTT)グループである請求項13に記載の
デバイス。
【請求項２１】
　前記第1および第2の情報は、時刻、日付、気象状況、交通状況、および他の位置への近
接度のうちの少なくとも1つを含む請求項13に記載のデバイス。
【請求項２２】
　前記第2の情報は、前記第2の情報を送信する前にサードパーティ情報で拡張されている
請求項13に記載のデバイス。
【請求項２３】
　ワイヤレスネットワークを介してグループ通信サーバーに通信可能に結合されているワ
イヤレス通信デバイスの通信グループのデバイス間で位置情報を交換するためのシステム
であって、
　前記通信グループの第1のワイヤレス通信デバイスであって、前記ワイヤレスネットワ
ークを介して前記第1のワイヤレス通信デバイスの地理的位置に関連付けられている情報
を選択的に送信するように構成されている第1のワイヤレス通信デバイスと、
　前記通信グループの第2のワイヤレス通信デバイスであって、前記第2のワイヤレス通信
デバイスが前記地理的位置に近いと判定されたときに前記情報の少なくとも一部を受信す
るように構成されている第2のワイヤレス通信デバイスと、
　グループ通信サーバーであって、
　　(1)前記情報を受信して、格納し、
　　(2)前記第2のワイヤレス通信デバイスが前記地理的位置に近いと判定されたときに前
記情報を前記第2のワイヤレス通信デバイスに選択的に送信するように構成されたグルー
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プ通信サーバーとを備えるシステム。
【請求項２４】
　ワイヤレス通信デバイスの通信グループのデバイス間で位置情報を交換するためのシス
テムであって、
　前記通信グループの第1のワイヤレス通信デバイスから、地理的位置に関連付けられて
いる選択された情報を受信するための手段と、
　前記情報の少なくとも一部を前記通信グループの第2のワイヤレス通信デバイスに、前
記第2のワイヤレス通信デバイスが前記地理的位置に近いと判定されたときに、選択的に
送信するための手段とを備えるシステム。
【請求項２５】
　選択的に送信するための前記手段は、前記第2のワイヤレス通信デバイスが前記地理的
位置に近いと判定されたときに前記情報を前記第2のワイヤレス通信デバイスに自動的に
送信するための手段を備える請求項24に記載のシステム。
【請求項２６】
　前記第2のワイヤレス通信デバイスから、前記地理的位置に関連付けられている第2の情
報を受信するための手段をさらに備える請求項24に記載のシステム。
【請求項２７】
　選択的に送信するための前記手段は、前記第2のワイヤレス通信デバイスから指示を受
信したことに応答して前記情報を送信するための手段を備える請求項24に記載のシステム
。
【請求項２８】
　前記第2のワイヤレス通信デバイスに前記情報の要約を送信する段階をさらに含む請求
項27に記載のシステム。
【請求項２９】
　前記情報の前記少なくとも一部は、前記指示によって示されるユーザー選択に対応する
請求項27に記載のシステム。
【請求項３０】
　前記情報は、音声ファイル、テキストファイル、および画像ファイルのうちの少なくと
も1つを含む請求項24に記載のシステム。
【請求項３１】
　前記情報は、前記通信グループの外部でアクセス可能であり、また検索可能である請求
項24に記載のシステム。
【請求項３２】
　前記通信グループは、プッシュ・トゥ・トーク(PTT)グループである請求項1に記載のシ
ステム。
【請求項３３】
　前記情報は、時刻、日付、気象状況、交通状況、および他の位置への近接度のうちの少
なくとも1つを含む請求項1に記載のシステム。
【請求項３４】
　前記情報は、前記情報を送信する前にサードパーティ情報で拡張されている請求項1に
記載のシステム。
【請求項３５】
　ワイヤレス通信デバイスの通信グループに参加するように構成されたモバイル通信デバ
イスであって、
　ワイヤレスネットワークを介して前記モバイル通信デバイスの第1の地理的位置に関連
付けられている第1の情報をグループ通信サーバーに選択的に送信するための手段と、
　前記モバイル通信デバイスが第2の地理的位置に近いと判定されたときに前記グループ
通信サーバーから第2の情報を受信するための手段とをさらに備え、前記第2の情報は、前
記通信グループの送信元ワイヤレス通信デバイスによって、前記送信元ワイヤレス通信デ
バイスが前記第2の地理的位置に近いときに選択されるモバイル通信デバイス。
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【請求項３６】
　受信するための前記手段は、前記デバイスが前記第2の地理的位置に近いと判定された
ときに前記第2の情報を自動的に受信するための手段を備える請求項35に記載のデバイス
。
【請求項３７】
　受信するための前記手段は、前記デバイスから指示を受信したことに応答して前記第2
の情報を受信するための手段を備える請求項35に記載のデバイス。
【請求項３８】
　前記第2の情報の要約を受信するための手段をさらに備える請求項37に記載のデバイス
。
【請求項３９】
　前記第2の情報は、前記指示によって示されるユーザー選択に対応する請求項37に記載
のデバイス。
【請求項４０】
　前記第1および第2の情報は、音声ファイル、テキストファイル、および画像ファイルの
うちの少なくとも1つを含む請求項37に記載のデバイス。
【請求項４１】
　前記第1および第2の情報は、前記通信グループの外部でアクセス可能であり、また検索
可能である請求項37に記載のデバイス。
【請求項４２】
　前記通信グループは、プッシュ・トゥ・トーク(PTT)グループである請求項37に記載の
デバイス。
【請求項４３】
　前記第1および第2の情報は、時刻、日付、気象状況、交通状況、および他の位置への近
接度のうちの少なくとも1つを含む請求項37に記載のデバイス。
【請求項４４】
　前記第2の情報は、前記第2の情報を送信する前にサードパーティ情報で拡張されている
請求項37に記載のデバイス。
【請求項４５】
　ワイヤレス通信デバイスの通信グループのデバイス間で位置情報を交換するための、コ
ンピュータにより実行可能な命令を記録したコンピュータ可読記録媒体であって、
　前記通信グループの第1のワイヤレス通信デバイスから、地理的位置に関連付けられて
いる選択された情報を受信するための命令のセットと、
　前記情報の少なくとも一部を前記通信グループの第2のワイヤレス通信デバイスに、前
記第2のワイヤレス通信デバイスが前記地理的位置に近いと判定されたときに、選択的に
送信するための命令のセットと
　を記録する記録媒体。
【請求項４６】
　ワイヤレス通信デバイスの通信グループのデバイス間で位置情報を交換するための、コ
ンピュータで実行可能な命令を記録した記録媒体であって、
　ワイヤレスネットワークを介してモバイル通信デバイスの第1の地理的位置に関連付け
られている第1の情報をグループ通信サーバーに選択的に送信するための命令のセットと
、
　前記モバイル通信デバイスが第2の地理的位置に近いと判定されたときに前記グループ
通信サーバーから第2の情報を受信するための命令のセットとを記録し、前記第2の情報は
、前記通信グループの送信元ワイヤレス通信デバイスによって、前記送信元ワイヤレス通
信デバイスが前記第2の地理的位置に近いときに選択される
　記録媒体。
【請求項４７】
　少なくとも1つのプロセッサと、データストアと、前記少なくとも1つのプロセッサに通
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信可能に結合された少なくとも1つのメモリとを備えるシステムにおいて、ワイヤレス通
信デバイスの通信グループのデバイス間で位置情報を交換するための方法であって、
　前記通信グループの第1のワイヤレス通信デバイスから、地理的位置に関連付けられて
いる選択された情報を受信する段階と、
　前記情報の少なくとも一部を前記通信グループの第2のワイヤレス通信デバイスに、前
記第2のワイヤレス通信デバイスが前記地理的位置に近いと判定されたときに、選択的に
送信する段階とを含む方法。
【請求項４８】
　プロセッサと、前記プロセッサに通信可能に結合された少なくとも1つのメモリと、ワ
イヤレスネットワークと通信するように構成された通信インターフェースとを備える、ワ
イヤレス通信デバイスの通信グループに参加するように構成されているデバイスにおいて
、ワイヤレス通信デバイスの通信グループのデバイス間で位置情報を交換するための方法
であって、
　前記ワイヤレスネットワークを介して前記モバイル通信デバイスの第1の地理的位置に
関連付けられている第1の情報をグループ通信サーバーに選択的に送信する段階と、
　前記モバイル通信デバイスが第2の地理的位置に近いと判定されたときに前記グループ
通信サーバーから第2の情報を受信する段階とを含み、前記第2の情報は、前記通信グルー
プの送信元ワイヤレス通信デバイスによって、前記送信元ワイヤレス通信デバイスが前記
第2の地理的位置に近いときに選択される方法。
【請求項４９】
　ワイヤレスネットワークを介してグループ通信サーバーに通信可能に結合されたワイヤ
レス通信デバイスの通信グループの第1のワイヤレス通信デバイスと、前記通信グループ
の第2のワイヤレス通信デバイスと、グループ通信サーバーとを備えるシステムにおいて
、前記デバイス間で位置情報を交換するための方法であって、
　前記ワイヤレスネットワークを介して前記第1のワイヤレス通信デバイスの地理的位置
に関連付けられている情報を、前記第1のワイヤレス通信デバイスにより、選択的に送信
する段階と、
　前記第2のワイヤレス通信デバイスが前記地理的位置に近いと判定されたときに前記情
報の少なくとも一部を、前記第2のワイヤレス通信デバイスにより、受信する段階と、
　前記情報を、前記グループ通信サーバーにより、受信し、格納する段階と、
　前記第2のワイヤレス通信デバイスが前記地理的位置に近いと判定されたときに前記情
報を前記第2のワイヤレス通信デバイスに、前記グループ通信サーバーにより、選択的に
送信する段階とを含む方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、コンピュータデバイスを使用した情報の交換に関するものである。より具体
的には、本発明は、ワイヤレス通信デバイス上で位置情報を作成し、共有するためのシス
テムおよび方法に関するものである。
【背景技術】
【０００２】
　携帯電話、PDA、およびミニラップトップなどのモバイル通信デバイスは、典型的には
、個人連絡先、マルチメディア、および同様のものに関係するさまざまなタイプの情報を
受信し、送信する。モバイルデータネットワークを広く利用できるため、モバイルデバイ
スユーザーは、自分のプロバイダネットワークに接続した状態を保つことができ、それゆ
えインターネットおよび他のネットワークを介して利用可能なすべてのデータおよびサー
ビスにアクセスすることができるようになった。このようなモバイルデバイスは、典型的
には、ビデオおよびオーディオアプリケーション、画像およびオーディオキャプチャデバ
イス、ならびにGPSなどの位置決定システムなどのさまざまなアプリケーションをホスト
する。モバイルデバイスは、検索および地図機能などの位置情報サービスにアクセスする
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こともできる。
【０００３】
　モバイルデバイスのユーザーでは、典型的には、他のモバイルデバイスユーザーと情報
を素早く、効率的に共有するために利用可能なリアルタイムのユーザーインターフェース
を実現するリソースが限られている。例えば、ユーザーは、典型的には、多数の画面を1
ページずつ見てゆき、多数のメニュー選択をスクロールして、ユーザーが探している情報
もしくはアプリケーションを見つけなければならない。例えば、ユーザーが、そのユーザ
ーの現在位置付近の食堂を検索したい場合、ユーザーは、ブラウザを探して起動し、イエ
ローページ検索を実行し、検索結果を検討し、ユーザーレビューを一読して、適当な食堂
を見つけることができる。別の例では、ユーザーは、食堂に関するコメントを記録し、格
納し、そのコメントを連絡先と共有したい場合がある。しかし、多くのモバイルデバイス
は、関連するメディアの蓄積を保持するための処理能力およびメモリなどのリソースを有
していないだけでなく、そのような情報を簡単に格納し、共有し、またはアクセスするた
めのアプリケーションおよびサービスも有していない。
【０００４】
　そこで、モバイルデバイスがその環境に関する情報を受信または送信することができ、
データネットワークにアクセスする場合に1つの好機が存在する。
【発明の概要】
【課題を解決するための手段】
【０００５】
　簡単に説明すると、本発明は、モバイルユーザーがユーザーの近辺などの定義済みトリ
ガーに基づき情報に対して選択的アクセスを行えるようにするシステム、方法、およびワ
イヤレス通信デバイスを備える。一実施形態では、通信グループの第1のワイヤレス通信
デバイスから選択された情報は、地理的位置に関連付けられ、格納されうる。次いで、通
信グループの第2のワイヤレス通信デバイスがその情報に関連付けられている地理的位置
に近いと判定されたときに、情報の一部をその第2のワイヤレス通信デバイスに選択的に
送信することができる。一実施形態では、第2のワイヤレス通信デバイスは、トリガー設
定に基づき自動的に情報を受信することができる。
【０００６】
　したがって、本発明のシステムおよび方法は、例えば、マルチメディアなどの情報を作
成し、アップロードし、地理的位置などのトリガーに基づきそのマルチメディアを利用可
能にする機能を装備することによって、モバイルユーザーは、ランドマーク、レストラン
、および同様のものなどの注目地点に関する情報を容易に共有することができるという点
で有利である。
【０００７】
　本発明の他の目的、特徴、および利点は、「図面の簡単な説明」、「発明を実施するた
めの形態」、および「請求項」を検討した後に明らかになるであろう。
【図面の簡単な説明】
【０００８】
【図１】ワイヤレスネットワーク上でワイヤレス通信デバイスの指定されたPTTグループ
がグループ通信サーバーおよび他のコンピュータデバイスと通信するワイヤレスネットワ
ークの代表的な図である。
【図２】PTTグループメンバーのワイヤレス通信デバイス間の通信をグループ通信サーバ
ーに制御してもらう、共通セルラー通信構成のワイヤレスネットワークの一実施形態の代
表的な図である。
【図３】PTT機能を持つワイヤレス通信デバイスのコンピュータプラットフォームを例示
するブロック図である。
【図４】PTTクライアントおよびグループ指向メディアクライアントを備える、通信グル
ープアプリケーションのソフトウェアレイヤの一実施形態の図である。
【図５】例示的なモバイル通信デバイスの図である。
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【図６】例示的なジオタギングシステムの図である。
【図７】本明細書で開示されている実施形態のうちのいくつかを組み込んだモバイル通信
デバイス上の例示的なユーザーインターフェースを示す図である。
【図８】本明細書で開示されている実施形態のうちのいくつかを組み込んだ例示的なプロ
セスを示す図である。
【図９】データに対してジオタギングを実行するための例示的なシステムの図である。
【図１０】図1～9に関して説明されているコンピュータ実行可能命令を収めたコンピュー
タ可読メディアを示す図である。
【発明を実施するための形態】
【０００９】
　この説明では、「モバイル通信デバイス」、「通信デバイス」、「ワイヤレスデバイス
」、「ワイヤレス通信デバイス」、「PTT通信デバイス」、「ハンドヘルドデバイス」、
「モバイルデバイス」、および「ハンドセット」という用語は、互いに取り替えて使用さ
れる。「呼」および「通信」という用語も、互いに取り替えて使用される。本明細書で使
用されているような「アプリケーション」という用語は、実行可能な、および実行可能で
ない、ソフトウェアファイル、生データ、集約データ、パッチ、および他のコードセグメ
ントを包含することが意図されている。「グループ通信」という用語は、実または仮想半
二重チャネルを介してワイヤレス通信デバイス間でなされるポイントツーポイントまたは
ポイントツーマルチポイント通信を意味する。「例示的」という用語は、開示されている
要素または実施形態が例にすぎず、ユーザーの選好を示さないことを意味する。さらに、
類似の番号は、いくつかの図面全体を通して類似の要素を指し、「1つ(日本語で使う場合
)(英語の冠詞「a」)」および「その(日本語で使う場合)(英語の定冠詞「the」)」は、説
明の中で別段の指定のない限り、複数の参照を含む。
【００１０】
　本開示のさまざまな実施形態を完全に理解できるように、以下の説明および図において
具体的に詳細を述べている。コンピューティングおよびソフトウェア技術に関連するいく
つかのよく知られている詳細については、本開示のさまざまな実施形態をいたずらにわか
りにくくしないために以下の開示では述べない。さらに、当業者であれば、後述の詳細の
うちの1つまたは複数がなくても本開示の他の実施形態を実施することが可能であること
を理解するであろう。最後に、以下の開示におけるステップおよびシーケンスを参照しつ
つさまざまな方法が説明されているが、そのような説明は、本開示の実施形態の明確な実
装を伝えることを目的としており、ステップおよびステップのシーケンスは、本開示を実
施するのに必須のものであると解釈すべきでない。
【００１１】
　本明細書で説明されているさまざまな技術は、ハードウェアもしくはソフトウェアまた
は適宜その両方の組み合わせに関連して実装されうることは理解されるであろう。したが
って、本開示の方法および装置、またはいくつかの態様もしくはその一部は、フレキシブ
ルディスク、CD-ROM、ハードドライブ、または他の機械可読記憶メディアなどの有形のメ
ディアに具現化されたプログラムコード(つまり、命令)の形態をとることができ、したが
って、プログラムコードがコンピュータなどの機械にロードされ機械によって実行される
場合に、その機械は本開示を実施するための装置となる。プログラム可能なコンピュータ
上でプログラムコードが実行される場合、コンピューティングデバイスは、一般的に、プ
ロセッサ、プロセッサによって可読である記憶メディア(揮発性および不揮発性メモリお
よび/または記憶素子)、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
イスを備える。1つまたは複数のプログラムを、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(API)、再利用可能なコントロール、または同様のものを使用して、本
開示に関連して説明されているプロセスを実装するか、または利用することができる。そ
のようなプログラムは、好ましくは、コンピュータシステムと通信するために高水準手続
き型プログラミング言語またはオブジェクト指向プログラミング言語で実装することがで
きる。しかし、プログラムを、必要ならば、アセンブリまたは機械言語で実装することも
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できる。いずれの場合も、言語は、コンパイル型またはインタプリタ型言語であり、ハー
ドウェア実装と組み合わせることができる。
【００１２】
　類似の番号は全体を通して類似の要素を表す図を参照すると、図1は、1つまたは複数の
ワイヤレス通信デバイスを備えるシステム10の一実施形態を例示している。PTTグループ1
2は、1つまたは複数のワイヤレス通信デバイス間でグループメディアを共有するために形
成されうる。PTTグループは、ワイヤレスネットワーク20上の他のワイヤレス通信デバイ
スとともに、ワイヤレス電話14、スマートページャー16、および携帯情報端末(PDA)18な
どのデバイスをさらに備えることができる。システム10では、それぞれのワイヤレス通信
デバイス14、16、18は、複数の1つまたは複数の他のワイヤレス通信デバイスのターゲッ
トセットとともに、ワイヤレス通信ネットワーク20上で選択的に直接的に通信することが
できる。例えば、携帯電話14のターゲットセットは、通信グループ12内のすべてのデバイ
スまたはページャー16およびPDA 18などのそのサブセットとすることができる。
【００１３】
　この実施形態では、ワイヤレス通信デバイス(携帯電話14などの)は、ワイヤレスネット
ワーク20上でサーバーサイドLAN 30上に存在している、ここではサーバー32として示され
ているグループ通信コンピュータデバイスに、ワイヤレスデバイスがワイヤレスネットワ
ーク20上に存在している、つまり、アクセス可能であることを通知する。グループ通信コ
ンピュータデバイス32は、この情報を、第1のワイヤレス通信デバイスによって指定され
たターゲットワイヤレス通信デバイスのセットと共有することができるか、またはサーバ
ーサイドLAN 30上に常駐するか、もしくはワイヤレスネットワーク20上でアクセス可能な
他のコンピュータデバイスと共有することができる。グループ通信コンピュータデバイス
32は、ワイヤレスデバイス用のグループ識別データを格納するためにアタッチされた、ま
たはアクセス可能なデータベース34を有することができる。ここではファイル管理サーバ
ーとして示されているデータストア36も、サーバーサイドLAN 30上に存在する。サーバー
サイドLAN 30上に、またはワイヤレスネットワーク20、または一般的にインターネット上
に常駐するコンピュータコンポーネントの数に制限はないことは理解されるであろう。
【００１４】
　PTT通信などの直接通信は、通信中のワイヤレス通信デバイス14、16、18とターゲット
セットの1つまたは複数の他のワイヤレス通信デバイスとの間の半二重チャネルを通じて
確立されうる。また、グループ通信コンピュータデバイス32は、ターゲットセットのワイ
ヤレス通信デバイスのうちの少なくとも1つがグループ通信コンピュータデバイス32にワ
イヤレスネットワーク20上に存在することを通知している場合に、ターゲットセットとの
要求された直接通信をブリッジすることを試みることができる。
【００１５】
　グループ通信コンピュータデバイス32は、ターゲットセットのワイヤレス通信デバイス
(または少なくとも1つ)のうちのどれもがグループ通信コンピュータデバイス32にワイヤ
レスネットワーク20上に存在することを通知していない場合に、ターゲットセット12に直
接通信をブリッジすることができないことをワイヤレス通信デバイス14、16、18に通知す
ることもできる。さらに、グループ通信コンピュータデバイス32は、ここでは、グループ
識別データのアタッチされたデータベース34を有するものとして示されているが、グルー
プ通信コンピュータデバイス32は、その上に常駐するグループ識別データを有し、本明細
書で説明されているすべての格納機能を実行することができる。
【００１６】
　概して、システム10は、ワイヤレス通信ネットワーク20上の直接グループ通信で互いに
通信するワイヤレス通信デバイスの通信グループ12のメンバーである、携帯電話14などの
少なくとも1つのワイヤレス通信デバイスを備え、その少なくとも1つのワイヤレス通信デ
バイスはグループ指向通信を通信グループ12の他のメンバーに選択的に送信するように構
成される。少なくとも1つのグループ通信コンピュータデバイスまたはサーバー32は、ワ
イヤレス通信ネットワーク20上で通信グループ12上に情報を格納するように構成され、こ
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の情報は1つまたは複数の通信グループの特定のメンバーのワイヤレス通信デバイスの識
別番号を含む。グループ通信コンピュータデバイス32は、通信グループ12の、携帯電話14
などの送信側ワイヤレス通信デバイスからグループ指向通信を選択的に受信し、グループ
指向メディアを送信側ワイヤレス通信デバイスに対する通信グループ12の他のメンバーの
ワイヤレス通信デバイスに送信するようにさらに構成される。
【００１７】
　システム10は、グループ通信コンピュータデバイス32と通信しているデータストア36を
さらに備えることができ、グループ通信コンピュータデバイス32はグループ指向メディア
をデータストア36に送信するように構成される。データストア36は、ワイヤレス通信デバ
イス(携帯電話14などの)からグループ指向メディアを受信し、グループ指向メディアが送
信された通信グループ12のメンバーがワイヤレス通信ネットワーク20上で格納されている
グループ指向メディアにアクセスすることを選択的に許可するように構成されうる。
【００１８】
　グループ指向メディアは、JPEG、TIF、および同様の形式の画像などのグラフィックメ
ディア、MP3、MP4、WAV、および同様のものなどの音声ファイルとすることができる。メ
ディアは、マルチメディアアプリケーション(Powerpoint、MOVファイル、および同様のも
の)などのストリーミングメディアとすることもできる。グループ指向メディアは、スト
リーミングメディア、またはデータストア36上にホストされたゲームまたは個人掲示板な
どの、ワイヤレス通信ネットワーク20上の別のコンピュータデバイスでのインタラクティ
ブセッションとすることもできる。例えば、ゲームの参加者は、進行中のゲームについて
グループ通信を介してチャットを行うことができる。また、グループ指向メディアは、話
し手の画像が実質的にリアルタイムで、または遅延して他のグループメンバーにブロード
キャストされる、通信グループのメンバー間の半二重ビデオ会議とすることも可能である
。
【００１９】
　本明細書でさらに説明されているように、ワイヤレス通信デバイス14、16、18は、通信
グループ12のメンバーのワイヤレス通信デバイスとグループ通信に従事し、同じ通信セッ
ションにおいて、またはそれと独立して、グループ通信中にグループ指向メディアを送信
することができる。あるいは、グループ指向メディアは、グループ通信セッションから独
立して送信されうる。
【００２０】
　図2は、PTTシステム内のセットグループメンバー(デバイス70、72、74、76)のワイヤレ
ス通信デバイス間の通信を制御する一連のグループ通信コンピュータデバイス(グループ
通信サーバー)32を有する、共通セルラー通信構成のワイヤレスネットワークの一実施形
態の代表的な図である。このワイヤレスネットワークは、単に例示するのみであり、リモ
ートモジュールが無線で互いに、および/または限定はしないが、ワイヤレスネットワー
クキャリアおよび/またはサーバーを含む、ワイヤレスネットワーク20のコンポーネント
間で通信するシステムを含むことができる。一連のグループ通信サーバー32は、グループ
通信サーバーLAN 50に接続される。ワイヤレス電話は、データサービスオプションを使用
してグループ通信サーバー32にパケットデータセッションを要求することができる。
【００２１】
　グループ通信サーバー32は、ここではキャリアネットワーク54上に常駐するように示さ
れている、PDSN 52などのワイヤレスサービスプロバイダパケットデータサービスノード(
PDSN)に接続される。それぞれのPDSN 52は、パケット制御機能(PCF)62を通じて基地局60
の基地局コントローラ64とインターフェースすることができる。PCF 62は、典型的には、
基地局60内に配置されている。キャリアネットワーク54は、メッセージングサービスコン
トローラ(「MSC」)58に送信されるメッセージ(一般的に、データパケットの形態)を制御
する。キャリアネットワーク54は、ネットワーク、インターネット、および/またはPOTS(
「plain ordinary telephone system(旧来の電話サービス)」)によってMSC 58と通信する
。典型的には、キャリアネットワーク54とMSC 58との間のネットワークもしくはインター
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ネット接続では、データを転送し、POTSでは、音声情報を転送する。MSC 58は、1つまた
は複数の基地局60に接続することができる。キャリアネットワークと同様にして、MSC 58
は、典型的には、データ転送用のネットワークおよび/またはインターネットと音声情報
用のPOTSの両方によってブランチツーソース(BTS)66に接続される。BTS 66は、最終的に
、ショートメッセージングサービス(「SMS」)または当技術分野で知られている他の無線
による方法によって、携帯電話70、72、74、76などのワイヤレスデバイスとの間でメッセ
ージをワイヤレスでブロードキャストし、受信する。キャリア境界および/またはPTT事業
者ネットワーク境界は、本明細書で説明されているようなデータの共有を阻止または禁止
しないことにも留意されたい。
【００２２】
　ワイヤレス電話14などの携帯電話およびモバイル通信デバイスは、コンピューティング
能力を向上させて製造されており、パーソナルコンピューターおよびハンドヘルドPDAと
さほど変わらないものとなってきている。これらの「スマート」携帯電話に対して、ソフ
トウェア開発者は、ワイヤレスデバイスのプロセッサ上でダウンロード可能で、実行可能
であるソフトウェアアプリケーションを作成することができる。携帯電話14などのワイヤ
レスデバイスは、ウェブページ、アプレット、MIDlet、ゲーム、およびデータなどの多く
のタイプのアプリケーションをダウンロードすることができる。通信グループ12(図1)を
指定したワイヤレスデバイスでは、ワイヤレス通信デバイスはセットの他のメンバーと直
接接続し、音声およびデータ通信に従事することができる。しかし、すべてのそのような
直接通信は、グループ通信コンピュータデバイス32を通じて、またはグループ通信コンピ
ュータデバイス32の制御の下で、実行される。デバイスのすべてのデータパケットが、必
ずしもグループ通信コンピュータデバイス32それ自体を通過しなければならないわけでは
ないが、グループ通信コンピュータデバイス32は、典型的には通信グループのメンバーの
識別番号を認識し、および/またはその識別番号を取り出すか、または通信グループ12の
メンバーの識別番号を別のコンピュータデバイスに向けることができるサーバーサイド30
のコンポーネントのみであるため、その通信を最終的には制御することができなければな
らない。
【００２３】
　図3は、デバイスのターゲットセット、つまり、通信グループ12の他のメンバーへの直
接通信を開くPTTボタン78を有する携帯電話14であるワイヤレス通信デバイスの一実施形
態を例示するブロック図である。ワイヤレスデバイス14は、ワイヤレスデバイス14のユー
ザーへのグラフィックスディスプレイ80を有するものとしても示されている。ワイヤレス
デバイス14は、音声およびデータパケットを処理し、グループ指向メディアを含むように
ワイヤレスネットワーク20上で送信されるソフトウェアアプリケーションを受信して実行
することができるコンピュータプラットフォーム82を備える。コンピュータプラットフォ
ーム82は、とりわけ、特定用途向け集積回路(「ASIC」)84、または他のプロセッサ、マイ
クロプロセッサ、ロジック回路、プログラム可能なゲートアレイ、または他のデータ処理
デバイスを備える。ASIC 84は、ワイヤレスデバイスの製造時に取り付けられ、通常はア
ップグレード可能ではない。ASIC 84または他のプロセッサは、アプリケーションプログ
ラミングインターフェース(「API」)レイヤ86を実行し、これは常駐アプリケーション環
境を含み、ASIC 84上にロードされたオペレーティングシステムを含みうる。常駐アプリ
ケーション環境は、ワイヤレスデバイスのメモリ88内の常駐プログラムとインターフェー
スする。常駐アプリケーション環境の一例は、QUALCOMM(登録商標)社がワイヤレスデバイ
スプラットフォーム向けに開発した「ワイヤレス用バイナリランタイム環境」(BREW)ソフ
トウェアである。
【００２４】
　ここで示されているように、ワイヤレスデバイスは、グラフィックスディスプレイ80を
備える携帯電話14であってよいが、携帯情報端末(PDA)、グラフィックスディスプレイ80
を備えるページャー、さらにはワイヤレス通信ポータルを有し、他の何らかの形でネット
ワークまたはインターネットへの有線接続を有することができる、独立したコンピュータ
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プラットフォーム82などの当技術分野で知られているようなコンピュータプラットフォー
ム82を備える任意のワイヤレスデバイスであってもよい。さらに、メモリ88は、読み取り
専用またはランダムアクセスメモリ(RAMおよびROM)、EPROM、EEPROM、フラッシュカード
、またはコンピュータプラットフォームに共通のメモリで構成されるものとすることがで
きる。コンピュータプラットフォーム82は、メモリ88内で能動的には使用されていないソ
フトウェアアプリケーションを格納するためのローカルデータベース90を備えることもで
きる。ローカルデータベース90は、典型的には1つまたは複数のフラッシュメモリセルか
らなるが、磁気メディア、EPROM、EEPROM、光メディア、テープ、またはソフトもしくは
ハードディスクなどの、当技術分野で知られているような二次または三次記憶装置デバイ
スとすることができる。グラフィックスディスプレイ80は、進行中のグループ呼に関する
情報だけでなく、グループ指向メディアに関する情報をも、本明細書でより詳しく説明さ
れているようなファイルプレビューを含めるために、表示することができる。
【００２５】
　ワイヤレスデバイスのこの実施形態では、コンピュータプラットフォーム82は、ワイヤ
レスデバイスからグループ通信チャネル(典型的には半二重)を開くことができる直接通信
インターフェース92も備える。直接通信インターフェース92は、通常はワイヤレスデバイ
スから、またワイヤレスデバイスに送信される音声およびデータを搬送するワイヤレスデ
バイスのための標準通信インターフェースの一部であってもよい。直接通信インターフェ
ース92は、典型的には、当技術分野で知られているようなハードウェアから構成される。
【００２６】
　図4は、PTTファシリティおよびグループ指向メディアファシリティを備える、グループ
アプリケーションクライアントのソフトウェアレイヤの一実施形態の図である。この実施
形態では、モバイルデバイス環境におけるコンピュータプラットフォーム82は、移動局モ
デム(MSM)100の上に開発された一連のソフトウェア「レイヤ」からなり、QUALCOMMによっ
て開発されたAdvanced Mobile Subscriber Software(AMSS)102が、基礎をなすMSMチップ
セットを駆動し、CDMA2000 1XおよびCDMA2000 1xEV-DOを含むCDMA通信技術群全体に対す
るソフトウェアプロトコルスタックを実装する。この実施形態ではBREW(登録商標)である
モバイルオペレーティングシステムレイヤ104があり、これもQUALCOMMによって開発され
た。チップ特有の、またはデバイス特有のオペレーションに対するモバイルオペレーティ
ングシステムレイヤ104のアプリケーションプログラミングインターフェースがあり、コ
ンピュータプラットフォーム上のAMSS 100およびOEMソフトウェアへの直接的接触を排除
する絶縁レイヤを実現する。モバイルオペレーティングシステムレイヤ104を用いれば、
デバイス特有のソフトウェアの新リリースが発表される毎にアプリケーションを書き換え
なくてもモバイルデバイスの機能を使用するアプリケーションの開発を行うことができる
。
【００２７】
　PTTクライアント108は、ここではPTT対応UI 106で示されている、外部インターフェー
スを通じてPTTサービスへのアクセスを提供するアプリケーションである。PTTクライアン
トは、グループメディアクライアント110などのモバイルオペレーティングシステム104の
アプリケーションを使用可能にするために必要なすべての機能を備える。PTTクライアン
ト108がPTTサービスにアクセスできるようにすることに加えて、PTTクライアント108は、
好ましくは、すべてのPTT対応アプリケーションとグループ通信コンピュータデバイス102
へのインターフェースとの間の絶縁レイヤとして働く。この実施形態では、PTTクライア
ント108は、PTTサービスへのアクセスを維持し、グループ通信要求に応答し、PTTサービ
スに対するすべてのPTT対応モバイルオペレーティングシステムアプリケーション要求を
処理し、すべての送信PTT要求を処理し、発信PTT会話区間に対するボコーダパケットを収
集してパッケージにまとめ、着信PTT会話区間に対するボコーダデータのパケットを解析
する。
【００２８】
　グループメディアクライアント110は、従来の半二重音声通信(VoIP-PTTメディア)とは
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別のメディアタイプにアクセスできるようにPTTサービスを拡張するモバイルオペレーテ
ィングシステムベースのアプリケーションである。グループメディアクライアント110は
、グループメディア対応APIなどの、一実施形態では独立したAPIである、外部インターフ
ェースを通じてグループメディアサービスにアクセスする。グループメディア対応UIは、
完全にモバイルオペレーティングシステムベースのアプリケーションとして開発されうる
か、またはAMSS 102のインターフェースと組み合わせて使用されうるアプリケーションで
ある。グループメディア対応UIは、他の常駐PTTおよびグループメディアアプリケーショ
ン112からのものなど、適切なAPIを呼び出すことによってグループ指向メディアサービス
に対するユーザー要求に応答する。グループメディアクライアント110は、ユーザーから
の要求を処理し、グループ指向メディア要求の結果をユーザーに通知する。ユーザーは、
ファイル管理サーバー(データストア36)からダウンロードすべきファイルがあることを示
す着信通知を処理する方法を指定する設定をグループメディアクライアント110上に有す
ることもできる。例えば、グループメディアクライアント110は、ファイルダウンロード
を即座に開始させることを選ぶか、またはファイルをダウンロードするかどうかを決定す
るプロンプトをターゲットユーザーに表示することを選ぶことができる。
【００２９】
モバイルユーザーによるマルチメディアのタグ付け
　携帯電話、PDA、ミニラップトップ、および高度なページャーなどのモバイル通信デバ
イスは、典型的には、マルチメディア、ドキュメント、連絡先、電子メール、および同様
のものに関係するさまざまなタイプの情報を受信し、作成し、格納し、送信する。そのよ
うな情報として、画像ファイル、音声ファイル、ビデオファイル、テキストファイルが挙
げられる。このようなデバイスは、典型的には、ビデオおよびオーディオアプリケーショ
ン、画像およびオーディオキャプチャアプリケーション、ならびにGPSなどの位置決定シ
ステムなどのさまざまなアプリケーションをホストする。個人用電子デバイスは、検索お
よび地図機能などの位置情報サービスにアクセスすることもできる。さらに、アクセス可
能なデータネットワークを広く利用できることで、モバイルデバイスユーザーは、自分の
プロバイダネットワークに容易にアクセスすることができ、そのためインターネットおよ
び他のネットワークを介して利用可能なすべてのデータおよびサービスにアクセスするこ
とができる。
【００３０】
　モバイルデバイスのユーザーでは、典型的には、情報にアクセスしたくなったり、また
はアクセスを求めると直ちに他のユーザーと情報を素早く、効率的に共有するために利用
可能なリアルタイムのユーザーインターフェースを実現するリソースが限られている。例
えば、ユーザーは、典型的には、多数の画面を1ページずつ見てゆき、多数のメニュー選
択をスクロールして、ユーザーが探している情報もしくはアプリケーションを見つけなけ
ればならない。例えば、ユーザーが、そのユーザーの現在位置にある食堂を検索したい場
合、ユーザーは、ブラウザアプリケーションを探して起動し、食堂に関する検索を実行し
、検索結果をスクロールさせ、ユーザーレビューを一読して、適当な食堂を見つけること
ができる。別の例では、ユーザーは、食堂に関するコメントを記録し、格納し、そのコメ
ントを連絡先と共有したい場合がある。しかし、多くのモバイルデバイスは、関連するメ
ディアの蓄積を保持するための処理能力およびメモリなどのリソースを有していないだけ
でなく、そのような情報を簡単に格納し、または共有するためのアプリケーションおよび
サービスも有していない。ユーザーが、友人との注目する特定の場所または地点に関する
情報を共有したい場合、ユーザーおよびユーザーの友人は、典型的には、両方とも情報共
有サービス、ソーシャルネットワーキングサービス、または同様のサービスに加入してい
なければならない。次いで、ユーザーは、自分のモバイルウェブブラウザもしくは他のそ
のようなアプリケーションを使用してサイトにアクセスし、共有したいコンテンツを作成
するかまたは情報をウェブサイトに直接入力し、その情報をアップロードする必要がある
。次いで、友人は、注目する地点に関するそのようなコメントが存在していることを通知
されなければならない。友人がその情報を、例えば電子メールとして受信した場合、友人
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は、その情報を格納し、その情報が存在していることを覚えておかなければならない。あ
るいは、友人は、典型的には、同じ情報を共有するウェブサイトにアクセスし、その情報
にアクセスしなければならない。
【００３１】
　ソーシャルネットワーキングアプリケーションおよびサイトの人気が示しているように
、多くのユーザーが、友人、家族、および他の人々と接続し、情報を共有するためにさま
ざまなネットワーキンググループに参加している。例えば、さまざまなウェブサイトおよ
びサービスにおいて、ユーザーが営業所のレビューを投稿し、営業所にメモもしくはコメ
ントをタグとして付けることを許可している場合がある。典型的には、ユーザーは、その
ようなコメントを手入力して、レビューサービスもしくはウェブサイトに投稿しなければ
ならない。他のユーザーは、そのようなユーザーコメントにアクセスするために、そのサ
イトにアクセスするか、またはそのサービスに加入するか、または他の何らかの方法でそ
の情報を検索しなければならない。しかし、ユーザーが自分のモバイルデバイスを使用し
てそのような情報を容易に作成し共有できるようにすることが望ましいであろう。例えば
、モバイルデバイスユーザーが注目する特定の場所または地点に関する位置タグ付け音声
メモを作成して共有することができると有益であろう。さらに、そのような音声メモを、
ユーザーが豊かなさまざまな情報セットを共有できるように他のメディアタイプと組み合
わせることができる場合も有益であろう。例えば、ユーザーは、写真画像を付けた音声メ
モを作成し、両方のメディアオブジェクトを自分のモバイルコミュニティと共有すること
ができる。
【００３２】
　それに加えて、ユーザーがユーザーの友人からの音声レビューまたはコメントに、ユー
ザーの位置とユーザーがそのレビューまたはコメントに関連付けられている注目地点の付
近に物理的に居るかどうかとに基づき、素早く、容易にアクセスできるようにすると有益
であろう。音声は、あちこち動き回っているときにレビューを記録し、友人とコメントを
共有する1つの効果的な手段と考えられる。そのような目的に音声を使用することは、モ
バイルデバイスを使用することと一致し調和している情報を共有するシームレスな方法と
なりうる。そこで、例えば、モバイルデバイスユーザーは、ベーカリーを通り過ぎたとき
に、その友人の記録されている音声に含まれる情報とともに提示されることによってその
ベーカリーが友人のお気に入りのクッキーを提供しているという通知を自動的に受けるこ
とができる。
【００３３】
　本開示では、注目地点は、ユーザーが考え、意見を共有するか、または他の何らかの方
法でそのような情報に関連付けることを望んでいると思われる、場所、営業所、ある場所
の対象物、および同様のものとすることができる。情報を注目地点などの地理的位置に関
連付けるという概念は、「ジオタギング」と称することができるが、同じ概念を指すため
に他の用語を使用することもできる。
【００３４】
　ユーザーがテキストベースのメモ、写真、および音声メモなどの情報にジオタグを付け
るだけでなく、そのような情報をモバイルデバイス上のアプリケーションと統合すること
もできるようにすると有益であろう。例えば、モバイルデバイス上の音声記録アプリケー
ションでは、ユーザーに対して、記録の作成が完了した後音声記録にジオタグを付けるオ
プションを表示することができる。
【００３５】
　位置情報サービスを提供するために、ジオタギングアプリケーションは位置データを受
信して使用し、ユーザーもしくは画像キャプチャデバイスが地理的に、またはユーザーの
周辺に関してどこに位置するのかを判定することができる。さらに、視覚的にレンダリン
グされたメディアオブジェクトの場合にジオタグ付けされた情報をデバイス上に適切なパ
ースペクティブで表示することができるようにモバイルデバイスの視点を追跡することが
できる。例えば、全世界測位システム(GPS)を、モバイルデバイスの位置を提示するため
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に使用することができる。モバイルデバイスの位置および移動は、利用可能であれば、加
速度計などの慣性センサーを使用して決定することができる。
【００３６】
　さまざまな実施形態において、ジオタギングアプリケーションは、ユーザーの位置に基
づきジオタグ付けされたメディアを自動的にまたは選択的に配布するために近接度ベース
のトリガーを組み込むことができる。トリガーは、例えば、特定の地理的参照点からの近
似的距離または半径に基づくものとすることができる。そのような参照点は、所在地住所
、交差点、都心、地理的座標、および同様のものとすることができる。この距離もしくは
半径は、任意の距離尺度であってよく、利用可能な位置情報の精度さらには情報のタイプ
をも考慮することができる。例えば、街に関する一般的なコメントでは、街の中心地から
大きな半径(例えば、数マイル)とともにトリガーを使用することができる。これらのトリ
ガーは、それぞれの共有される情報に対する一般設定として、または特定の設定としてユ
ーザーによって設定されうる。これらのトリガーは、ジオタギングサービスプロバイダに
よって決定することもできる。
【００３７】
　一実施形態では、通信グループの第1のワイヤレス通信デバイスから選択された情報は
、地理的位置に関連付けられ、格納されうる。この情報は、デバイスのローカル上に格納
され、利用可能なネットワークを介して送信され、ジオタギングサービスまたは他の格納
手段を提供するサービスプロバイダによって提供される情報ストアに格納されうる。例え
ば、情報は、通信グループに関連付けられているサーバーなどのコンピューティングデバ
イスに送信されうる。情報は、通信グループに関連付けられているデータストア内に格納
されうる。あるいは、情報は、ジオタギングサービスプロバイダに関連付けられているサ
ーバーおよび/またはデータストアに回送されうる。次いで、ジオタギングサービスは、
第2のワイヤレス通信デバイスが地理的位置に近いと判定されたときに情報の一部を通信
グループの第2のワイヤレス通信デバイスに選択的に送信することができる。
【００３８】
　非限定的な一例において、モバイルユーザーは、レストランなどの注目地点に存在して
いる場合がある。ユーザーは、モバイルデバイス上のボタンを押して、レストランのコメ
ントまたはレビューを話すことができ、その後、コメント/レビューは、ユーザーの地理
的位置にタグ付けされうる。次いで、コメント/レビューは、通信グループの他のユーザ
ーから利用できるようになるものとしてよい。他のユーザーは、PTTグループまたは他の
定義済みグループなどのモバイル通信ネットワークのメンバーであってよい。グループの
第2のユーザーが注目地点の付近に入ったとき、コメント/レビューは、第2のユーザーの
モバイルデバイスに自動的に送信され、適切なアプリケーションを使用してモバイルデバ
イス上で再生することができる。
【００３９】
一実施形態では、ジオタギングサービスは、コメント/レビューを作成/アップロードした
ユーザーの識別番号を格納することができる。次いで、ジオタギングサービスは、ユーザ
ーがコメント/レビューに関連付けられている注目地点に再入したときにそのコメント/レ
ビューがそのコメント/レビューを作成したユーザーに送信されるのを防ぐことができる
。
【００４０】
　そのため、地理的位置などのトリガーに基づきユーザーメディアを作成しアップロード
する機能を備えることによって、モバイルユーザーは、ランドマークまたは他の注目する
場所などのオブジェクトに関する情報を容易に共有することができると思われる。
【００４１】
　音声コメントの作成および共有は、本明細書で開示されている発明対象を示す一例であ
る。多くの他のタイプのメディアおよびデータを作成し、タグ付けし、共有することがで
きる。例えば、画像、テキスト、ビデオ、音楽、および他のメディアタイプを、音声メモ
と併せて、または音声メモの代わりに、作成または選択し、タグ付けし、格納することが
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できる。さらに、位置データ以外の情報にメディアをタグ付けすることができる。時刻、
日付、天気、現在の交通状況、注目する他の位置/地点への接近度などのタグデータは、
タグ付けすることができる情報の数例にすぎない。そのようなデータは、データを他のユ
ーザーに提供するためのトリガーをさらに精密化するか、またはジオタグ付けされたメデ
ィアの共有体験を他の何らかの方法で高める機会をもたらしうる。
【００４２】
　一実施形態では、ユーザーは、ジオタグ付けされた音声メモを作成するためにモバイル
デバイス上でアプリケーションを使用することができる。ユーザーは、例えば、ジオタギ
ングアプリケーションを起動することができる。次いで、ユーザーは、PTTボタンを押し
て、ユーザーがPTTを介して友人と通信しているかのように話すことができる。それに加
えて、適宜、ユーザーは、写真を撮り、メモを取り、ビデオクリップを取り込み、ミュー
ジッククリップを作成し、または他の何らかのメディア「パッケージ」を作成し、パッケ
ージをユーザーの現在位置にジオタグ付けすることができる。
【００４３】
　音声メモまたは他のメディアパッケージが作成された場合、ユーザーのデバイスは、ジ
オタグおよび/またはタイムスタンプを付けることもできる。適宜、デバイスは、ネット
ワークと相互にやり取りをしてジオタグおよび/またはタイムスタンプを作成することが
できる。この時点で、メディアは、さらなる処理または格納のためにネットワークを介し
てサーバーに送信されうる。追加の情報も、メディアに追加またはタグ付けして、格納す
ることができる。そのような追加される情報の例として、タグの作成時点における天気情
報が挙げられる。
【００４４】
　このようなジオタグ付けされた情報が格納された後、他のユーザーまたはグループメン
バーに、この情報へのアクセス権を提供または付与することができる。一実施形態におい
て、ユーザーに受動的通知を与えることができる。例えば、ユーザーは、イネーブルされ
ている場合、友人によってタグ付けされている位置の近くにいる場合に通知を受けること
ができる。ユーザーは、タグ付けされたメディアのタイプ、それをタグ付けした人、およ
びタグ付けされた日時を見ることができる。それに加えて、または適宜、ユーザーに、サ
ムネイルおよび同様のものを使用した利用可能な情報のプレビューまたは要約を提供する
ことができる。ユーザーは、追加の詳細を確認するために、またはアクセスするために1
つまたは複数の項目を選択することができる。ユーザーは、メディアをすぐに表示または
レンダリングするオプションをさらに提供されうる。それに加えて、ユーザーは、サポー
トされているメディアフォーマットを使用して独自のメディア応答を作成することによっ
て既存のメディアに応答することができる。
【００４５】
　説明されているように、ジオタギングサービスは、作成されたメディアを格納し、情報
をメディアに追加することができる。さらなる一実施形態では、ジオタグ付けされたユー
ザー作成メディアをネットワーク上に格納し、1つまたは複数のユーザープロファイルを
作成するために使用することができる。そのような情報は、例えば、ユーザープロファイ
ルを構築し、ユーザーに推奨を与えるために使用されうる使用度パターンを決定するため
に使用することができる。そのような推奨は、飲食の場所、運動の場所などを含みうる。
それに加えて、追加の情報を使用して、モバイルアドバタイジングプラットフォームを作
成することができる。そこで、別の実施形態では、ユーザープロファイルにアクセスし、
ユーザープロファイルを解析して、ユーザートレンドおよびユーザープリファレンスを決
定することができる。そのような情報は、例えば、広告主およびマーケティング代理店に
とって途方もなく大きな価値を有する場合がある。例えば、このような情報は、オファー
、推奨、およびクーポン/割引(インセンティブ)を決定して、モバイルユーザーに提供す
るために使用されうる。一実施形態では、ユーザーが特定の施設に対する有益なコメント
を提供している場合、そのような情報を使用して、ユーザーが他の類似の施設に関心を持
っている可能性があると判断することができる。次いで、推奨を生成し、ユーザーに提供
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することができる。さらに、そのような推奨は、推奨される施設の一般的近辺にユーザー
が入ったときに提供されうる。
【００４６】
　時間が経つうちに、ユーザー応答が蓄積し、所定のネットワークまたは通信グループの
メンバーによって見ることができ、アクセスすることができるものとしてよいジオベース
の対話を形成することができる。例えば、ユーザーは、都市を訪問し、ジオタギングメカ
ニズムによってアクセスされる友人の推奨に基づきパブを訪問することができる。次いで
、ユーザーは、自分のレビューを記録し、そのレビューを同じ位置に関連付けられている
タグ付きコメントとしてアップロードすることができる。通信グループの他のユーザーは
、そのパブに関連付けられている自分のジオタグ付けされたメディアを投稿することがで
きる。後から、通信グループのユーザーは、位置に関連付けられているすべてのメディア
にアクセスし、パブの位置に固定されたジオイベントまたはジオベースの対話として表示
することができる。
【００４７】
　一実施形態では、ユーザーは、ユーザーの通信グループのメンバーによって作成された
既存のメディアタグを検索するアプリケーションを使用することができる。例えば、ユー
ザーは、動的マップ上で通信グループのメンバーからのタグ付きメディアを検索し、表示
することができる。別の例として、ユーザーはウェブブラウザを使用して、レビューにア
クセスし、それに耳を傾けるか、コメントを読むか、またはジオベースの対話に関連付け
られているビデオクリップを表示することができる。
【００４８】
　本開示の発明対象の代表的な一実施形態において、メタデータをジオタグ付けされたメ
ディアにリアルタイムで追加することができる、ワイヤレス通信デバイスの通信グループ
のデバイス間で情報交換するために位置情報音声中心システムを実現することができる。
このようなシステムは、ジオタギングアプリケーションに素早くかつ効率的にアクセスで
きるようにするモバイルデバイス上のユーザーインターフェースを備えることができる。
例えば、PTTボタンなどのボタンを押すことで、ユーザーは、特定の位置に関するコメン
トを記録し、または作成することができるものとしてよい。通信グループのメンバーは、
メンバーがコメントに関連付けられている位置の一般的近辺に入ったときにユーザーコメ
ントを自動的に通知されうる。例えば、通信グループのメンバーは、これにより、日没に
関する気持ち、ハンバーガーに関する考え、または芸術作品に対する称賛を素早く取り込
むことができ、ボタンが押されたときに、自分が言わなければならなかったことに対して
自分の友人が直ちにアクセスすることができる。そこで、音声ベースのジオタグ付けされ
たメモの作成および共有を使用可能することによって、モバイルユーザーが自分の経験を
調べて共有するための新しい方法を実現することができる。
【００４９】
　本開示の方法およびシステムは、数多くの方法でモバイルユーザーの経験を高めるため
に使用されうる。例えば、ユーザー作成メディアを使用することで、モバイルデバイスが
内蔵カメラを使用して位置を表示するために使用されているときにモバイルデバイス上に
表示されている画像を拡張することができる。このような拡張現実アプリケーションは、
本開示の発明対象がモバイルユーザーの経験を高めることができる一方法にすぎない。
【００５０】
　一実施形態では、新しいメディア作成ウィザードを備えることによって、新しいメディ
アオブジェクトを生成し、新しいメディアオブジェクトの直観的で効率的な作成を円滑に
することができる。このようなウィザードは、例えば、人々/連絡先、および、データま
たはメディアエンティティ/もの、を選択するメカニズムを備えることができる。メディ
アも、現在時刻値に関連付けられうる。あるいは、ユーザーは、現在時刻値に相対的な別
の時刻値を選択することができるものとしてよい。例えば、ユーザーは、連絡先リストに
載っている人を1人選択し、「now」対「later」の選択を示しうる時刻値を選択すること
ができる。
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【００５１】
　さらなる実施形態では、ウェブサイトを介してメディアオブジェクトを作成し、および
/または修正することができ、インターネットを介してアップロードすることができる。
例えば、ウェブベースのサービスでは、モバイル通信デバイスに関連付けられているユー
ザーアカウントへのアクセスを提供することができる。このサービスは、ユーザーを認証
し、ユーザーにさまざまなアカウント管理機能を提供することができる。ユーザーは、ウ
ェブサービスを使用して位置に基づく情報を作成し、修正することがさらにできるものと
してよい。ボイスクリップなどのさまざまなメディアオブジェクトを作成し、注目地点に
関連付け、通信グループのメンバーによる取り出しを後で行えるようにサーバーにアップ
ロードすることができる。ユーザーがウェブサイト上のそのような情報を作成するか、ま
たは修正した後、無線によるダウンロードにより、本明細書で開示されているさまざまな
技術を使用して情報をハンドセットに送ることができ、これはそうしてグループのメンバ
ーがメディアに関連付けられている位置の近辺に入ったときにアクセスされる。これが有
用であると思われる一例は、グループメンバーが注目地点に関連付けられている多数のデ
ジタル写真とともに位置から戻ったときである。メンバーは、写真を共有したいが、最初
に写真を検討し、選択された写真のみをアップロードすることを望んでいる場合がある。
【００５２】
　モバイルデバイスの位置および配向を決定できる場合、多数の追加の有用な機能および
サービスをデバイスに送ることができる。一実施形態では、位置およびローカル環境に関
連していると思われるターゲット広告をデバイスにダウンロードすることができ、その後
、広告をジオタグ付けられたメディアとともにデバイス上でマージするか、再生するか、
または表示することができる。例えば、データベースは、特定の企業に関連付けられてい
る広告データを含むことができる。ユーザーが特定の企業に関連付けられているジオタグ
付けられたメディアオブジェクトを作成した場合、広告データもその企業の近辺に入った
後続のユーザーに提示することができる。
【００５３】
　デバイスの位置および配向を決定できた後、デバイスの位置および配向に関係する多数
のサービスが提供されうることをさらに理解できる。例えば、ユーザーからの直接入力が
あった後、クエリを生成するか、またはそのプロンプトを表示することができる。一実施
形態では、ユーザーがモバイルデバイス上のレンダリングされた地図の一部をクリックす
ると、ジオタギングアプリケーションがそのユーザークリックをレンダリングされた地図
の選択された部分によって表されているランドマークに関する追加情報の要求であると解
釈することができる。例えば、ユーザーは、特定の企業が位置する地図の部分をクリック
することができる。他の実施形態では、ユーザー入力は、ユーザー入力に関連付けられて
いる領域に関する情報に対するプッシュ/プルを表しうる。データベースから受信した情
報のレンダリングは、二次元オーバーレイ、サウンドファイルの再生、および同様のもの
などのさまざまな方法を通じて実行されうる。
【００５４】
　いくつかの実施形態では、デバイスによって取り込まれた音声データは、さらに処理す
るためにサーバーに送信することができる。他の実施形態では、デバイスが処理をローカ
ルで実行し、その処理された音声データをサーバーに送信することができる。デバイスは
、例えば、音声の処理および圧縮用のハードウェアおよび/またはソフトウェアを備え、
これを用いることで、ネットワーク上で音声データを送信する際の大きな帯域幅を節約す
ることができる。
【００５５】
　上の例で説明されているようにメタデータを送ることに加えて、状況特有の要求および
/またはアクションも、モバイルデバイスに送ることができる。一実施形態では、モバイ
ルデバイスは、デバイスが特定の領域に入っているときに特定の情報をジオタギングサー
ビスに提供する要求を受信することができる。例えば、グループメンバーは、特定の食堂
に関するレビューを要求することができる。この要求は、システム上に保存され、情報の
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要求は、デバイスが食堂の近辺に入ったときにジオタギングシステムによって生成され、
送信されうる。次いで、ユーザーコメントが作成され、アップロードされ、グループの他
のユーザーに送信されうる。
【００５６】
　上述のジオタグ付けされた情報は、その情報に関連付けられている位置の付近にユーザ
ーが実際に入らなくても提供されうることは理解できる。一部の情報は、上で説明されて
いるように、ユーザーによって要求されこともあり、要求された情報が利用可能になると
すぐに利用可能にされる。あるいは、一部の情報は、その情報を作成するユーザーの要求
時に通信グループのすべてのメンバーに送信されうる。
【００５７】
　いくつかの実施態様では、データベースは、所定のデータを含むものとしてよい。所定
のデータがサービスプロバイダによって提供されうる。例えば、データベース内でユーザ
ーコメントによって表されないランドマークを識別し、ユーザーがランドマークの近辺に
入ったときに、システムはコメントを書き込むようユーザーを誘うことができる。ランド
マークという用語は、さまざまな粒状度の参照点を含みうる。例えば、画廊の特定の絵画
を、ユーザーがコメントを付けることができるランドマークとして識別することができる
。
【００５８】
　いくつかの場合において、位置は、ジオタギングシステムによって現在知られていない
、または認識されていない場合がある。例えば、デバイスがサービスエリアの範囲外にあ
り、他の測位手段が利用可能でない場合がある。そのような場合、ユーザーは、メディア
情報を作成し、後でタグ付けすることを許可されうる。それに加えて、適宜、ユーザーは
、位置に手動で入力する、例えば、交差点、住所、または地図座標を入力するオプション
を提示することができる。
【００５９】
　いくつかの実施形態では、ユーザーまたはアプリケーションは、選択された情報を位置
に関連付け、同じ時刻に、または異なる時刻にエリア内に入りうる他のユーザーにそのよ
うなデータを利用可能にすることを選択することができる。複数のユーザーが、異なる情
報を単一の位置に関連付け、ユーザーの異なるサブセットからそのデータにアクセス可能
にすることができる。例えば、ユーザーは、コメントを作成して、ユーザーの2つまたは
それ以上の異なるグループで利用可能であることについてのコメントをマークすることが
できる。他の実施形態では、ユーザーは、特定の位置に関連付けられている同じ情報を必
ずしも共有しえない。例えば、ユーザーは、一方のグループについて特定のコメントが利
用可能であるが、別のグループについては利用可能でないと指定することができる。指定
された通信グループのみに対して、コメントへのアクセスを許す。
【００６０】
　いくつかの実施形態では、ユーザーは自分の位置情報を作成して、タグ付けすることが
できる。例えば、ユーザーは、市販の検索データベースにまだ掲載されていない新しいレ
ストランに関するコメントにタグ付けすることができる。ユーザーは、新しいレストラン
に関する情報を入力し、その情報を一般的な位置情報でタグ付けすることができる。次い
で、新しいレストラン情報を、レストランが利用可能な地図表示または検索データベース
にまだ掲載されていないとしても新しいレストランの近辺に入ったときにユーザーの通信
グループから利用可能にすることができる。
【００６１】
　一実施形態では、メタデータは、ユーザー作成メディアを補足するためにユーザーデバ
イスによって自動的に、シームレスに送信されうる。それに加えて、適宜、ユーザーは新
規作成エントリに関連付けられている追加の情報を提供するようにプロンプトで促されう
る。
【００６２】
　さらに、ユーザーは、特定の注目地点に関連付けられている追加の状況依存のメタデー
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タを提供することができる。例えば、注目地点は、ユーザーの状況に依存しうるメタデー
タの異なるセットを提示することができる(レストランの付近にいるユーザーは、地図表
示アプリケーション内で見たときにユーザーのコメントを見せられるが、ポップアップ表
示により、連絡先リストから見たときに特定の連絡先リストを強調表示することができる
)。
【００６３】
　上述のデータ共有技術を使用可能にすることによって、任意のタイプのゲーミング、ソ
ーシャル、または他のタイプの通信グループのメンバーが、そのモバイルデバイスを使用
することによって任意のタイプの注目地点または位置に関する共通情報の同じセットを共
有することができる。
【００６４】
　当業者であれば、それぞれの特定の処理コンポーネントは、ユーザーデバイスおよびサ
ーバー、データストア、ならびにネットワーク内他のコンポーネントによって配布され、
実行されうることを容易に理解するであろう。例えば、音声データの処理および圧縮は、
デバイスまたはサーバーが取り扱うことができる。
【００６５】
　図5を参照すると、例示的な、非限定的モバイル通信デバイス500およびそのデバイス用
のユーザーインターフェースが示されている。デバイスは、典型的には、LCDまたはOLED
ディスプレイを含みうるディスプレイ505を備える。いくつかの実施形態では、ディスプ
レイは、タッチスクリーン機能を備えることができる。デバイスは、標準的な電話キーパ
ッドであってよいキーパッド515、または他の実施形態では、QWERTYキーパッドを備える
ことができる。デバイスは、ディスプレイ505を操作するための上、下、左、および右キ
ーをさらに備えうる操作ボタン510も具備しうる。操作キーは、特定の機能のユーザーに
よる選択または確認応答を示すために選択またはOKキー550をさらに備えることができる
。デバイスは、ソフトキー507も備えることができ、これらのキーはプログラム可能であ
り、ソフトキーの近くにあるディスプレイ505の領域内に指示されるような機能を選択す
るために使用される。
【００６６】
　ジオタギングシステムまたは関係するシステムおよび方法は、さまざまなデバイスおよ
び構成を使用して実装することができる。音声記録を取り込むためのシステムは、入力用
マイクロホンデバイスを備えるデジタルレコーダーアプリケーションなどの1つまたは複
数のオーディオキャプチャデバイスを備えることができる。デバイスは、アナログ音声入
力だけでなく通信リンクをもデジタイズするデジタルコンバータを備えることができる。
デバイスは、音声データを処理するためのプログラムを備えることもできる。デバイス50
0は、スマートフォン、PDA、またはジオタギングシステムを実装するように構成されてい
る他のデバイスなどの、本明細書で開示されているシステムおよび/または方法を実装す
ることができる任意のデバイスとすることができる。あるいは、デバイス500は、ジオタ
ギングシステムの1つまたは複数の態様を実行し、1つまたは複数の他のデバイスと連携し
て完全なジオタギングシステムを実装することができる。デバイス500は、ジオタギング
システムを実装することを超える他の活動を実行することができる1つまたは複数の他の
デバイス内に組み込むこともできる。そのようなデバイスとして、携帯情報端末(PDA)、
携帯電話、ラップトップもしくはデスクトップコンピュータ、モバイルもしくは固定ゲー
ミングシステム、カメラ、またはジオタギングシステムを実装し少なくとも1つの他の機
能を実行することができる他のデバイスが挙げられる。このような構成およびデバイスは
すべて、本開示の範囲内にあることが企図される。
【００６７】
　拡張現実とモバイルコンピューティング技術の組み合わせをモバイルデバイス500上で
使用することができる。さらに、そのようなデバイス上での処理能力および利用可能なメ
モリは限られているため、デバイスがアクセス可能なデータネットワークを介して1つま
たは複数の音声ファイルをネットワークを介して利用可能なシステムに送信すると有利な
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場合がある。例えば、サーバーは、モバイルデバイスによって送信された音声データに対
するストレージおよびデータ管理サービスを提供することができる。サーバーは、モバイ
ルデバイスに送信されうるメディアデータを格納するデータベースにアクセスすることも
できる。さらに、サーバーは、送信用にメディアデータを格納しているデータベースを維
持することに加えて、1つまたは複数の地理的位置に対する地図データを格納しているデ
ータベースを維持することもできる。サーバーおよび/またはデータベースは、図1のサー
バー32およびデータストア36と連携して動作しうる。あるいは、サーバー32およびデータ
ストア36は、ジオタギングアプリケーションを備え、他のグループ通信機能と併せてサー
ビスを提供することができる。
【００６８】
　モバイルデバイス500は、GPSまたはセルラーベースの位置決定などの位置決定機能を備
えることができる。一実施形態では、デバイス500によって実行される位置決定は、サー
バーに送信されうる。デバイスの位置は、階層的に決定することができ、例えば、粗い位
置推定値から始めて、初期推定値を精密化し、より正確な推定値に到達するものとしてよ
い。
【００６９】
　図6に示されている例示的な一実施形態では、1つまたは複数のメディアキャプチャ機能
を備えるモバイルデバイス500は、音声メモを取り込むように構成されうる。取り込まれ
た音声ファイルは、ワイヤレスネットワーク20を介して、送信された音声ファイルおよび
その関連付けられているメタデータを受信する少なくとも1つのアプリケーションをホス
トする1つまたは複数のサーバーを備えることができるシステム620に送信されうる。デバ
イス500は、GPSまたは他の位置決定手段を使用する位置決定機能をさらに備えることがで
き、音声データとともに位置情報を送信することができる。デバイス500は、その位置情
報を連続的にシステム620にさらに送信することができる。システム620は、メディアファ
イルおよび関係するメタデータのデータベースを含みうるデータストア630にさらにアク
セスすることができる。システム620は、デバイス500の位置を監視し、データストア630
にアクセスして、デバイス500の現在位置に関連付けられている格納済みのメディアファ
イルがあるかどうかを判定することができる。システム620は、モバイルデバイス500が地
理的位置に接近するときに多数のそのようなメディアファイルを監視することもできる。
例えば、システム620は、モバイルデバイス500の現在位置の半径1マイル以内の位置に関
連付けられているすべてのメディアファイルを要求することができる。モバイルデバイス
500が、例えば、メディアファイルに関連付けられている位置の半径100メートル以内に入
ると、データストア630からメディアファイルを取り出すことができる。次いで、システ
ム620は、ネットワーク20を介して取り出されたメディアファイルおよび関連付けられて
いるメタデータをデバイス500に送信することができ、その後、デバイス500は、受信され
たメタデータをレンダリングし、および/または受信されたメタデータを現在実行中のア
プリケーションとマージすることができる。
【００７０】
　図7を参照すると、個人的な注目地点および連絡先を含む案内図を提示する、モバイル
通信デバイス上に実装されうる例示的なユーザーインターフェース700が示されている。
この表示には、現在提示されているユーザーインターフェースの現在のタイプが「my loc
ations」であることを示すタイトル領域710を備えることができる。さまざまな位置アイ
コン750が、ディスプレイ上に近似的空間的にまたは地理的に表示されうる。他の実施形
態では、必要に応じてサムネイルまたは他のグラフィックインジケータを使用することが
できる。いくつかの連絡先720が、ユーザーIDとともに、または限られている表示領域内
でアイコンを識別する他の手段とともに提示されうる。例えば、アイコン720は、連絡先
の3文字の頭字語または頭文字で識別することができる。
【００７１】
　ユーザーには、操作ボタン740を選択することによって表示を操作する機能が提供され
うる。例えば、左および右操作ボタンを選択することで、特定の地理的範囲に制限されて
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いるような位置の異なるカテゴリをスクロールすることができる。上および下ボタンを操
作することで、アクティブ表示領域を階層の上位レベルおよび下位レベルに移動すること
ができる。現在の表示が、特定の地理的範囲、連絡先にのみ関係する位置、娯楽施設の位
置、または他のカテゴリを示すかどうかを指示するためにさらなるアクティブ領域を備え
ることができる。また、ユーザーによる選択を示すことができる選択または「OK」ボタン
745とすることができる。
【００７２】
　ユーザーは、「+」ズームソフトキー725または「-」ズームソフトキー720を押すことに
よってズームインまたはズームアウトすることを選択することができ、そこには地図上の
地理的特徴のより近いまたはより遠いズームレベルを表示領域715上に提示することがで
きる。ユーザーが、「-」ズームアウトボタンを押すと、視野が拡大して、より広い地図
表示領域を入れることができる。同様に、ズーム「+」ボタンが選択されると、視野がズ
ームインして地図表示を拡大することができる。ユーザーの所望の注目地点は、各地図表
示上の相対的位置に従ってディスプレイ上に表されうる。
【００７３】
　一実施形態では、デバイスの近辺内でメディアオブジェクトまたはファイルが利用可能
である可能性がある場合にディスプレイ715ではウィンドウ760をレンダリングすることが
できる。この例では、ユーザーは、コメントが利用可能であることをウィンドウ760を介
して通知される。一実施形態では、ジオタギングサービスは、メディアオブジェクトまた
はファイルがメディアオブジェクトまたはファイルをダウンロードする前に利用可能であ
ることを示す情報をデバイスに与えることができるのみである。ウィンドウ760は、ユー
ザーが「OK」ボタンをクリックしてこの例の音声ファイルを聞くことができることをユー
ザーに通知することができる。あるいは、ユーザーは、「#」ボタンを押してウィンドウ
をキャンセルするか、または無視することができる。ユーザーが「OK」ボタンを選択した
場合、デバイス500は、ユーザーがそのコメントを聞きたいことを示す情報をジオタギン
グサービスに送信することができる。次いで、ジオタギングサービスは、音声ファイルを
デバイス500に送信することができ、その後、デバイス500は、適切なアプリケーションを
使用して音声ファイルをレンダリングすることができる。他の実施形態では、デバイス50
0は、追加または代替的通知を出すことができる。例えば、通知ウィンドウ760に加えて、
またはその代わりに、デバイスは音声指示を出すか、または振動するものとすることがで
きる。典型的には、通知設定は、ユーザーによって一般的デバイス設定として選択されう
るか、または特定のアプリケーション用に構成されうる。
【００７４】
　次に図8を参照すると、オペレーション800、810、820、および830を含むワイヤレス通
信デバイスの通信グループのデバイス間の位置情報を交換するための例示的なプロセスが
示されている。示されているオペレーションは、例であり、特定の順序を暗黙のうちに指
定しない。デバイスは、ワイヤレス通信ネットワーク上で直接グループ通信で互いに通信
するワイヤレス通信デバイスの通信グループのモバイル通信デバイスであるものとしてよ
い。プロセス800は、ワイヤレスネットワークを介して第1のワイヤレス通信デバイスの地
理的位置に関連付けられている情報を、第1のワイヤレス通信デバイスにより、選択的に
送信することを示している。情報は、画像ファイル、音声ファイル、および同様のファイ
ルなどのメディアエンティティであってよい。典型的には、データは、カメラまたはボイ
スレコーダーなどのモバイルユニット上のキャプチャデバイスによって取り込まれる。デ
ータは、単一のフレームもしくはデータオブジェクト、一連のフレームもしくはデータオ
ブジェクト、またはオーディオストリームもしくはビデオストリームなどの連続ストリー
ムを含みうる。情報は、モバイルデバイス上のアプリケーションを使用してユーザーによ
って作成されうる。あるいは、情報は、情報を受信または処理するための別のシステムに
よって提供され、その際にシステムはモバイルユーザーのアカウントに関連付けられうる
。あるいは、入力は、すでに作成され格納されている場合にデバイスのメモリから取り出
すことができる。
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【００７５】
　地理的位置は、全地球的航法衛星システム(GNSS)、セルラーベースの位置推定、および
手動データ入力を含むさまざまな方法を使用して決定することができる。GNSSシステムは
、GPS、GLONASS、Beidou、COMPASS、およびGalileoを含む地理空間測位機能を備える任意
のタイプの衛星ナビゲーションシステムを含みうる。
【００７６】
　位置は、位置の粗い初期推定値を使用して推定され、これにより、粗い位置推定に関連
すると思われる情報の初期セットを決定することができる。一実施形態では、初期検索半
径の大きさは、第1の位置推定に使用される情報源によって決定されうる。例えば、第1の
位置推定がGPSを使用して決定された場合、検索半径は10から30メートルまでの範囲とす
ることができる。第1の位置推定がセルラーベースの技術を使用して決定された場合、検
索半径は数百から数千メートルまでの範囲とすることができる。しかし、いくつかの実施
形態では、初期検索半径の大きさは、情報源の範囲または精度以外の要因を使用して決定
することができる。例えば、GPSの場合、精度の範囲は、10から30メートルまでの範囲で
あってよいけれども、GPSは屋内では動作しない場合がある。この場合、未知の環境にお
けるGPS装着モバイルデバイスは、例えば、サーバーに、屋外にいたときに最後に取得し
たGPS座標を送信することができる。次いで、サーバーは、関連する情報を検索しようと
試みる際に、これらのGPS座標の近くの領域をGPS精度の範囲をまだ超えているとみなすこ
とができる。
【００７７】
　いくつかの実施形態では、サービスプロバイダは、人気のある注目地点に対するメディ
アオブジェクトをデータベースに初期値として与えておくことができる。初期値として入
力されているメディアオブジェクトは、サービスプロバイダによって定期的に更新されう
る。いくつかの実施形態では、サービスプロバイダは、料金を取って、または加入ベース
で、広告に似たメディアオブジェクトを受け入れることができる。
【００７８】
　いくつかの実施形態では、メディアオブジェクトは、ユーザーによって取り込まれるか
、または作成される画像および他のメディアタイプを含みうる。例えば、ユーザーは、テ
キストメモ、画像ファイル、または音声ファイルを生成することができる。ユーザー生成
メディアオブジェクトは、特定のランドマークまたは地理的特徴に関連付けることができ
る。ジオタグ付けは、ユーザーデバイス上の適切なアプリケーションを使用して設定する
ことができる。いくつかの実施形態では、関連付けは、ユーザーの状況に基づき自動的に
行うことができる。例えば、ユーザーは、カメラフォンアプリケーションを使用して現在
レンダリングされている画像の一部を識別し、OKボタンをクリックするか、または他の適
切な手段によってジオタグ付けオペレーションをアクティベートすることができ、アプリ
ケーション側では、ユーザーが画像をジオタグ付けすることを可能にする状況依存メニュ
ーを起動することができる。あるいは、ユーザーは、現在の位置に関連付けることをデバ
イス上の既存のファイルに操作することができる。次いで、利用可能なネットワークを介
してメディアオブジェクトをアップロードすることができる。いくつかの実施形態では、
メディアオブジェクトは、特定のランドマークに関連付けられることができないが、その
代わりに、一般的領域に固定することができる。
【００７９】
　情報へのアクセスは、ユーザーによってさらに定義され、その情報とともに送信される
メタデータに含まれうる。一部の情報は、ジオタギングサービスへアクセスが可能な他の
ユーザーから一般的にはアクセス可能であるものとしてよい。他の情報は、ソーシャルネ
ットワーキング、通信グループ、または他のサービスを介して識別されたユーザーまたは
識別されたグループ内のユーザーからアクセス可能であるものとしてよい。さらに、情報
は、ゲームアプリケーションなどの特定のアプリケーションに関連付けることもできる。
【００８０】
　プロセス810は、第2のワイヤレス通信デバイスが前記地理的位置に近いと判定されたと
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きに情報の少なくとも一部を、第2のワイヤレス通信デバイスによって、受信することを
示している。
【００８１】
　プロセス820は、前記情報を、グループ通信サーバーにより、受信し、格納することを
示している。
【００８２】
　プロセス830は、第2のワイヤレス通信デバイスが前記地理的位置に近いと判定されたと
きに情報を前記第2のワイヤレス通信デバイスに、グループ通信サーバーにより、選択的
に送信することを示している。
【００８３】
　図9は、ワイヤレスネットワークを介してグループ通信サーバーに通信可能に結合され
ているワイヤレス通信デバイスの通信グループのデバイス間で位置情報を交換するための
例示的なシステムを示している。図9を参照すると、システム900は、プロセッサ910およ
びメモリ920を備えることがわかる。メモリ920は、ワイヤレス通信デバイスの通信グルー
プのデバイス間で位置情報を交換するためのコンピュータ命令をさらに格納する。ブロッ
ク922は、前記通信グループの第1のワイヤレス通信デバイスから選択された情報を受信す
ることを示しており、選択された情報は地理的位置に関連付けられる。情報は、複数のメ
ディアエンティティを含むことができ、地理的位置に関連付けられうる。ブロック924は
、第2のワイヤレス通信デバイスが前記地理的位置に近いと判定されたときに情報の少な
くとも一部を前記通信グループの第2のワイヤレス通信デバイスに選択的に送信すること
を示している。
【００８４】
　上述の態様のどれかは、方法、システム、コンピュータ可読メディア、または任意のタ
イプの製造品で実装されうる。例えば、図10によれば、コンピュータ可読メディアは、ワ
イヤレス通信デバイスの通信グループのデバイス間で位置情報を交換するためのコンピュ
ータ実行可能命令を格納することができる。このようなメディアは、ワイヤレスネットワ
ークを介してモバイル通信デバイスの第1の地理的位置に関連付けられている第1の情報を
グループ通信サーバーに選択的に送信するための命令の第1のサブセットと(1010)、モバ
イル通信デバイスが第2の地理的位置に近いと判定されたときにグループ通信サーバーか
ら第2の情報を受信するための命令の第2のサブセットとを格納することができ、第2の情
報は、送信元ワイヤレス通信デバイスが第2の地理的位置に近いときに前記通信グループ
の送信元ワイヤレス通信デバイスによって選択される(1012)。当業者であれば、命令の追
加のセットを使用して本明細書で開示されているさまざまな他の態様を取り込むことがで
きること、および本開示の命令のサブセットは本開示により詳細が異なる場合のあること
を理解するであろう。
【００８５】
　モバイルデバイスおよび他のコンピュータプラットフォーム上でこれらの方法が実行可
能であることを鑑みて、方法は、コンピュータ可読メディア内に収められているプログラ
ムによってしかるべく実行することができ、プログラムは、モバイルデバイス、またはコ
ンピュータプラットフォームを有する他のコンピュータデバイスに、この方法のステップ
を実行するよう指令する。コンピュータ可読メディアは、サーバーのメモリであるか、ま
たは接続されているデータベース内にあってもよい。さらに、コンピュータ可読メディア
は、磁気ディスクもしくはテープ、光ディスク、ハードディスク、フラッシュメモリ、ま
たは当技術分野で知られているような他の記憶装置メディアなどのワイヤレス通信デバイ
スコンピュータプラットフォーム上にロード可能な二次記憶装置メディア内にあってもよ
い。
【００８６】
　1つまたは複数の例示的な実施形態において、説明されている関数は、ハードウェア、
ソフトウェア、ファームウェア、またはこれらの組み合わせで実装することができる。ソ
フトウェアで実装された場合、これらの関数は、コンピュータ可読メディア上で1つまた
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は複数の命令もしくはコードとして格納または送信されうる。コンピュータ可読メディア
は、一方の場所から他方の場所へのコンピュータプログラムの転送を容易にするメディア
を含むコンピュータ記憶メディアと通信メディアの両方を含む。記憶メディアは、コンピ
ュータによってアクセスできる利用可能なメディアとすることができる。例えば、限定は
しないが、このようなコンピュータ可読メディアとしては、RAM、ROM、EEPROM、CD-ROM、
または他の光ディスク記憶装置、磁気ディスク記憶装置、または他の磁気記憶デバイス、
または命令またはデータ構造体の形態で所望のプログラムコードを搬送または格納するた
めに使用することができ、またコンピュータによってアクセスできる他のメディアが挙げ
られる。また、任意の接続を、コンピュータ可読メディアと呼んで差し支えない。例えば
、ソフトウェアが同軸ケーブル、光ファイバケーブル、ツイストペア線、デジタル加入者
回線(DSL)、または赤外線、ラジオ、およびマイクロ波などのワイヤレス技術を使用して
ウェブサイト、サーバー、または他のリモートソースから送信される場合、同軸ケーブル
、光ファイバケーブル、ツイストペア線、DSL、または赤外線、ラジオ、およびマイクロ
波などのワイヤレス技術は、メディアの定義に含まれる。本明細書で使用されているよう
な、「Disk」と「Disc」(両方とも日本語ではディスク)は、コンパクトディスク(CD)とレ
ーザディスクと光ディスクとデジタル多用途ディスク(DVD)とフレキシブルディスクとブ
ルーレイディスクとを含み、「Disk」は通常磁気的にデータを再現し、「Disc」はレーザ
を使って光学的にデータを再現する。上記の組み合わせも、コンピュータ可読メディアの
範囲に収まらなければならない。
【００８７】
　本発明は、具体的に示され、その好ましい実施形態を参照しつつ説明されているが、当
業者であれば以下の請求項に記載されている本発明の範囲から逸脱することなく形態およ
び細部にさまざまな変更を加えられることを理解するであろう。さらに、本発明の要素は
、単数形で説明または請求されている場合があるが、単数形に限定されることが明示的に
述べられていない限り、複数形が考慮される。
【符号の説明】
【００８８】
　　10　システム
　　12　PTTグループ
　　14　ワイヤレス電話
　　16　スマートページャー
　　18　携帯情報端末(PDA)
　　20　ワイヤレスネットワーク
　　30　サーバーサイドLAN
　　32　グループ通信コンピュータデバイス
　　34　データベース
　　36　データストア
　　50　グループ通信サーバーLAN
　　52　PDSN
　　54　キャリアネットワーク
　　58　メッセージングサービスコントローラ(「MSC」)
　　60　基地局
　　62　パケット制御機能(PCF)
　　64　基地局コントローラ
　　66　ブランチツーソース(BTS)
　　70、72、74、76　携帯電話
　　78　PTTボタン
　　80　グラフィックスディスプレイ
　　82　コンピュータプラットフォーム
　　84　特定用途向け集積回路(「ASIC」)
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　　86　アプリケーションプログラミングインターフェース(「API」)レイヤ
　　88　メモリ
　　90　ローカルデータベース
　　92　直接通信インターフェース
　　100　移動局モデム(MSM)
　　102　Advanced Mobile Subscriber Software(AMSS)
　　104　モバイルオペレーティングシステムレイヤ
　　106　PTT対応UI
　　108　PTTクライアント
　　110　グループメディアクライアント
　　112　グループメディアアプリケーション
　　500　モバイル通信デバイス
　　505　ディスプレイ
　　507　ソフトキー
　　510　操作ボタン
　　515　キーパッド
　　550　選択またはOKキー
　　620　システム
　　630　データストア
　　700　ユーザーインターフェース
　　710　タイトル領域
　　715　表示領域
　　720　「-」ズームソフトキー
　　725　「+」ズームソフトキー
　　740　操作ボタン
　　745　選択または「OK」ボタン
　　750　位置アイコン
　　760　ウィンドウ
　　800、810、820、および830　オペレーション、プロセス
　　900　システム
　　910　プロセッサ
　　920　メモリ
　　921、924　ブロック
　　1010、1012　命令
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【図１０】

【手続補正書】
【提出日】平成24年4月23日(2012.4.23)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　ワイヤレス通信デバイスの通信グループのデバイス間で位置情報を交換するためのシス
テムであって、
　少なくとも1つのプロセッサと、
　データストアと、
　前記少なくとも1つのプロセッサに通信可能に結合された、コンピュータ実行可能命令
を格納している少なくとも1つのメモリとを備え、前記命令は実行されたときに前記シス
テムに、
　　前記通信グループの第1のワイヤレス通信デバイスから、地理的位置に関連付けられ
ている選択された情報を受信する段階と、
　　前記情報の少なくとも一部を前記通信グループの第2のワイヤレス通信デバイスに、
前記第2のワイヤレスデバイスの前記地理的位置への近接度を含むトリガーに基づき、選
択的に送信する段階であって、前記トリガーが、時刻、日付、気象状況、交通状況、およ
び他の位置への近接度のうちの少なくとも1つを含むリストから選択された情報を使用し
てさらに精密化される段階と、
　　前記情報の少なくとも一部を受信したことを前記第2のワイヤレス通信デバイスのユ
ーザーに自動的に通知する段階とを含むステップを実行させるシステム。
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【請求項２】
　前記選択的に送信する段階は、前記第2のワイヤレス通信デバイスが前記地理的位置に
近いと判定されたときに前記情報を前記第2のワイヤレス通信デバイスに自動的に送信す
る段階を含む請求項1に記載のシステム。
【請求項３】
　前記第2のワイヤレス通信デバイスから、前記地理的位置に関連付けられている第2の情
報を受信する段階をさらに含む請求項1に記載のシステム。
【請求項４】
　前記選択的に送信する段階は、前記第2のワイヤレス通信デバイスから指示を受信した
ことに応答して前記情報を送信する段階を含む請求項1に記載のシステム。
【請求項５】
　前記第2のワイヤレス通信デバイスに前記情報の要約を送信する段階をさらに含む請求
項4に記載のシステム。
【請求項６】
　前記情報の前記少なくとも一部は、前記指示によって示されるユーザー選択に対応する
請求項4に記載のシステム。
【請求項７】
　前記情報は、音声ファイル、テキストファイル、および画像ファイルのうちの少なくと
も1つを含む請求項1に記載のシステム。
【請求項８】
　前記情報は、前記通信グループの外部でアクセス可能であり、また検索可能である請求
項1に記載のシステム。
【請求項９】
　前記通信グループは、プッシュ・トゥ・トーク(PTT)グループである請求項1に記載のシ
ステム。
【請求項１０】
　前記選択された情報は、時刻、日付、気象状況、交通状況、および他の位置への近接度
のうちの少なくとも1つを含む請求項1に記載のシステム。
【請求項１１】
　前記情報は、前記情報を送信する前にサードパーティ情報で拡張されている請求項1に
記載のシステム。
【請求項１２】
　前記情報を解析してユーザートレンドを決定する段階をさらに含む請求項1に記載のシ
ステム。
【請求項１３】
　プロセッサと、前記プロセッサに通信可能に結合された少なくとも1つのメモリと、ワ
イヤレスネットワークと通信するように構成された通信インターフェースとを備えるモバ
イル通信デバイスであって、前記デバイスはワイヤレス通信デバイスの通信グループに参
加するように構成され、前記メモリはコンピュータ可読命令を格納しており、前記命令は
実行されたときに前記デバイスに、
　　前記ワイヤレスネットワークを介して前記モバイル通信デバイスの第1の地理的位置
に関連付けられている第1の情報をグループ通信サーバーに選択的に送信する段階と、
　　前記第2のワイヤレスデバイスの前記地理的位置への近接度を含むトリガーに基づき
前記グループ通信サーバーから第2の情報を受信する段階であって、前記第2の情報は、前
記通信グループの送信元ワイヤレス通信デバイスによって、前記送信元ワイヤレス通信デ
バイスが第2の地理的位置に近いときに選択され、前記トリガーは、時刻、日付、気象状
況、交通状況、および他の位置への近接度のうちの少なくとも1つを含むリストから選択
された情報を使用してさらに精密化される段階と、
　　前記第2の情報の少なくとも一部を受信したことを前記第2のワイヤレス通信デバイス
のユーザーに自動的に通知する段階とを含むステップを実行させるモバイル通信デバイス
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。
【請求項１４】
　前記受信する段階は、前記デバイスが前記第2の地理的位置に近いと判定されたときに
前記第2の情報を自動的に受信する段階を含む請求項13に記載のデバイス。
【請求項１５】
　前記受信する段階は、前記デバイスから指示を受信したことに応答して前記第2の情報
を受信する段階を含む請求項13に記載のデバイス。
【請求項１６】
　前記第2の情報の要約を受信する段階をさらに含む請求項15に記載のデバイス。
【請求項１７】
　前記第2の情報は、前記指示によって示されるユーザー選択に対応する請求項15に記載
のデバイス。
【請求項１８】
　前記第1および第2の情報は、音声ファイル、テキストファイル、および画像ファイルの
うちの少なくとも1つを含む請求項13に記載のデバイス。
【請求項１９】
　前記第1および第2の情報は、前記通信グループの外部でアクセス可能であり、また検索
可能である請求項13に記載のデバイス。
【請求項２０】
　前記通信グループは、プッシュ・トゥ・トーク(PTT)グループである請求項13に記載の
デバイス。
【請求項２１】
　前記第1および第2の情報は、時刻、日付、気象状況、交通状況、および他の位置への近
接度のうちの少なくとも1つを含む請求項13に記載のデバイス。
【請求項２２】
　前記第2の情報は、前記第2の情報を送信する前にサードパーティ情報で拡張されている
請求項13に記載のデバイス。
【請求項２３】
　ワイヤレスネットワークを介してグループ通信サーバーに通信可能に結合されているワ
イヤレス通信デバイスの通信グループのデバイス間で位置情報を交換するためのシステム
であって、
　前記通信グループの第1のワイヤレス通信デバイスであって、前記ワイヤレスネットワ
ークを介して前記第1のワイヤレス通信デバイスの地理的位置に関連付けられている情報
を選択的に送信するように構成されている第1のワイヤレス通信デバイスと、
　前記第2のワイヤレスデバイスの前記地理的位置への近接度を含む定義済みトリガーに
基づき前記情報の少なくとも一部を自動的に受信するように構成された前記通信グループ
の第2のワイヤレス通信デバイスであって、前記定義済みトリガーが時刻、日付、気象状
況、交通状況、および他の位置への近接度のうちの少なくとも1つを含むリストから選択
された情報を使用してさらに精密化され、前記情報の少なくとも一部を受信したことを前
記第2のワイヤレス通信デバイスのユーザーに自動的に通知するようにさらに構成されて
いる第2のワイヤレス通信デバイスと、
　　前記情報を受信して、格納し、
　　前記第2のワイヤレス通信デバイスが前記地理的位置に近いと判定されたときに前記
情報を前記第2のワイヤレス通信デバイスに選択的に送信するように構成されたグループ
通信サーバーとを備えるシステム。
【請求項２４】
　ワイヤレス通信デバイスの通信グループのデバイス間で位置情報を交換するためのシス
テムであって、
　前記通信グループの第1のワイヤレス通信デバイスから、地理的位置に関連付けられて
いる選択された情報を受信するための手段と、
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　前記情報の少なくとも一部を前記通信グループの第2のワイヤレス通信デバイスに、前
記第2のワイヤレス通信デバイスの前記地理的位置への近接度を含むトリガーに基づき、
選択的に送信するための手段であって、前記トリガーは、時刻、日付、気象状況、交通状
況、および他の位置への近接度のうちの少なくとも1つを含むリストから選択された情報
を使用してさらに精密化される手段と、
　前記第2のワイヤレスデバイスで前記情報の前記少なくとも一部を受信したことを前記
第2のワイヤレス通信デバイスのユーザーに自動的に通知するための手段とを備えるシス
テム。
【請求項２５】
　選択的に送信するための前記手段は、前記第2のワイヤレス通信デバイスが前記地理的
位置に近いと判定されたときに前記情報を前記第2のワイヤレス通信デバイスに自動的に
送信するための手段を備える請求項24に記載のシステム。
【請求項２６】
　前記第2のワイヤレス通信デバイスから、前記地理的位置に関連付けられている第2の情
報を受信するための手段をさらに備える請求項24に記載のシステム。
【請求項２７】
　選択的に送信するための前記手段は、前記第2のワイヤレス通信デバイスから指示を受
信したことに応答して前記情報を送信するための手段を備える請求項24に記載のシステム
。
【請求項２８】
　前記第2のワイヤレス通信デバイスに前記情報の要約を送信する段階をさらに含む請求
項27に記載のシステム。
【請求項２９】
　前記情報の前記少なくとも一部は、前記位置によって示されるユーザー選択に対応する
請求項27に記載のシステム。
【請求項３０】
　前記情報は、音声ファイル、テキストファイル、および画像ファイルのうちの少なくと
も1つを含む請求項24に記載のシステム。
【請求項３１】
　前記情報は、前記通信グループの外部でアクセス可能であり、また検索可能である請求
項24に記載のシステム。
【請求項３２】
　前記通信グループは、プッシュ・トゥ・トーク(PTT)グループである請求項1に記載のシ
ステム。
【請求項３３】
　前記情報は、時刻、日付、気象状況、交通状況、および他の位置への近接度のうちの少
なくとも1つを含む請求項24に記載のシステム。
【請求項３４】
　前記情報は、前記情報を送信する前にサードパーティ情報で拡張されている請求項24に
記載のシステム。
【請求項３５】
　ワイヤレス通信デバイスの通信グループに参加するように構成されたモバイル通信デバ
イスであって、
　ワイヤレスネットワークを介して前記モバイル通信デバイスの第1の地理的位置に関連
付けられている第1の情報をグループ通信サーバーに選択的に送信するための手段と、
　前記第2のワイヤレスデバイスの前記地理的位置への近接度を含むトリガーに基づき前
記グループ通信サーバーから第2の情報を受信するための手段であって、前記第2の情報は
、前記通信グループの送信元ワイヤレス通信デバイスによって、前記送信元ワイヤレス通
信デバイスが第2の地理的位置に近いときに選択され、前記トリガーは、時刻、日付、気
象状況、交通状況、および他の位置への近接度のうちの少なくとも1つを含むリストから
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選択された情報を使用してさらに精密化される手段と、
　前記第2の情報を受信したことを第2のワイヤレス通信デバイスのユーザーに自動的に通
知するための手段とをさらに備えるモバイル通信デバイス。
【請求項３６】
　受信するための前記手段は、前記デバイスが前記第2の地理的位置に近いと判定された
ときに前記第2の情報を自動的に受信するための手段を備える請求項35に記載のデバイス
。
【請求項３７】
　受信するための前記手段は、前記デバイスから指示を受信したことに応答して前記第2
の情報を受信するための手段を備える請求項35に記載のデバイス。
【請求項３８】
　前記第2の情報の要約を受信するための手段をさらに備える請求項37に記載のデバイス
。
【請求項３９】
　前記第2の情報は、前記指示によって示されるユーザー選択に対応する請求項37に記載
のデバイス。
【請求項４０】
　前記第1および第2の情報は、音声ファイル、テキストファイル、および画像ファイルの
うちの少なくとも1つを含む請求項37に記載のデバイス。
【請求項４１】
　前記第1および第2の情報は、前記通信グループの外部でアクセス可能であり、また検索
可能である請求項37に記載のデバイス。
【請求項４２】
　前記通信グループは、プッシュ・トゥ・トーク(PTT)グループである請求項37に記載の
デバイス。
【請求項４３】
　前記第1および第2の情報は、時刻、日付、気象状況、交通状況、および他の位置への近
接度のうちの少なくとも1つを含む請求項35に記載のデバイス。
【請求項４４】
　前記第2の情報は、前記第2の情報を送信する前にサードパーティ情報で拡張されている
請求項35に記載のデバイス。
【請求項４５】
　ワイヤレス通信デバイスの通信グループのデバイス間で位置情報を交換するための、コ
ンピュータにより実行可能な命令を記録したコンピュータ可読記録媒体であって、
　前記通信グループの第1のワイヤレス通信デバイスから、地理的位置に関連付けられて
いる選択された情報を受信するための命令のセットと、
　前記情報の少なくとも一部を前記通信グループの第2のワイヤレス通信デバイスに、第2
のワイヤレスデバイスの前記地理的位置への近接度を含むトリガーに基づき、選択的に送
信するための命令のセットであって、前記定義済みトリガーは、時刻、日付、気象状況、
交通状況、および他の位置への近接度のうちの少なくとも1つを含むリストから選択され
た情報を使用してさらに精密化され、
　前記命令のセットはさらに、前記情報の少なくとも一部を受信したことを前記第2のワ
イヤレス通信デバイスのユーザーに自動的に通知するためのものである、命令のセットと
　を記録する記録媒体。
【請求項４６】
　ワイヤレス通信デバイスの通信グループのデバイス間で位置情報を交換するための、コ
ンピュータで実行可能な命令を記録した記録媒体であって、
　ワイヤレスネットワークを介してモバイル通信デバイスの第1の地理的位置に関連付け
られている第1の情報をグループ通信サーバーに選択的に送信するための命令のセットと
、
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　第2のワイヤレスデバイスの前記地理的位置への近接度を含むトリガーに基づき前記グ
ループ通信サーバーから第2の情報を受信するための命令のセットであって、前記第2の情
報は、前記通信グループの送信元ワイヤレス通信デバイスによって、前記送信元ワイヤレ
ス通信デバイスが第2の地理的位置に近いときに選択され、前記定義済みトリガーは、時
刻、日付、気象状況、交通状況、および他の位置への近接度のうちの少なくとも1つを含
むリストから選択された情報を使用してさらに精密化され、
　前記命令のセットはさらに、前記情報の少なくとも一部を受信したことを前記第2のワ
イヤレス通信デバイスのユーザーに自動的に通知するためのものである、命令のセットと
　を記録する記録媒体。
【請求項４７】
　少なくとも1つのプロセッサと、データストアと、前記少なくとも1つのプロセッサに通
信可能に結合された少なくとも1つのメモリとを備えるシステムにおいて、ワイヤレス通
信デバイスの通信グループのデバイス間で位置情報を交換するための方法であって、
　前記通信グループの第1のワイヤレス通信デバイスから、地理的位置に関連付けられて
いる選択された情報を受信する段階と、
　前記情報の少なくとも一部を前記通信グループの第2のワイヤレス通信デバイスに、第2
のワイヤレスデバイスの前記地理的位置への近接度を含むトリガーに基づき、選択的に送
信する段階であって、前記トリガーは、時刻、日付、気象状況、交通状況、および他の位
置への近接度のうちの少なくとも1つを含むリストから選択された情報を使用してさらに
精密化される段階と、
　前記情報の少なくとも一部を受信したことを前記第2のワイヤレス通信デバイスのユー
ザーに自動的に通知する段階とを含む方法。
【請求項４８】
　プロセッサと、前記プロセッサに通信可能に結合された少なくとも1つのメモリと、ワ
イヤレスネットワークと通信するように構成された通信インターフェースとを備える、ワ
イヤレス通信デバイスの通信グループに参加するように構成されているデバイスにおいて
、ワイヤレス通信デバイスの通信グループのデバイス間で位置情報を交換するための方法
であって、
　前記ワイヤレスネットワークを介して前記モバイル通信デバイスの第1の地理的位置に
関連付けられている第1の情報をグループ通信サーバーに選択的に送信する段階と、
　第2のワイヤレスデバイスの前記地理的位置への近接度を含むトリガーに基づき前記グ
ループ通信サーバーの通信デバイスから第2の情報を受信する段階であって、第2の情報は
、前記通信グループの送信元ワイヤレス通信デバイスによって、前記送信元ワイヤレス通
信デバイスが第2の地理的位置に近いときに選択され、前記トリガーは、時刻、日付、気
象状況、交通状況、および他の位置への近接度のうちの少なくとも1つを含むリストから
選択された情報を使用してさらに精密化される段階と、
　前記情報の少なくとも一部を受信したことを前記第2のワイヤレスデバイスのユーザー
に自動的に通知する段階とを含む方法。
【請求項４９】
　ワイヤレスネットワークを介してグループ通信サーバーに通信可能に結合されたワイヤ
レス通信デバイスの通信グループの第1のワイヤレス通信デバイスと、前記通信グループ
の第2のワイヤレス通信デバイスと、グループ通信サーバーとを備えるシステムにおいて
、前記デバイス間で位置情報を交換するための方法であって、
　前記ワイヤレスネットワークを介して前記第1のワイヤレス通信デバイスの地理的位置
に関連付けられている情報を、前記第1のワイヤレス通信デバイスにより、前記第2のワイ
ヤレス通信デバイスの前記地理的位置への近接度を含むトリガーに基づき、選択的に送信
する段階であって、前記トリガーは、時刻、日付、気象状況、交通状況、および他の位置
への近接度のうちの少なくとも1つを含むリストから選択された情報を使用してさらに精
密化される段階と、
　前記第2のワイヤレス通信デバイスが前記地理的位置に近いと判定されたときに前記情
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報の少なくとも一部を、前記第2のワイヤレス通信デバイスにより、受信する段階と、前
記情報を、前記グループ通信サーバーにより、受信し、格納する段階と、
　前記第2のワイヤレス通信デバイスが前記地理的位置に近いと判定されたときに前記情
報を前記第2のワイヤレス通信デバイスに、前記グループ通信サーバーにより、選択的に
送信する段階と、
　前記情報の少なくとも一部を受信したことを前記第2のワイヤレス通信デバイスのユー
ザーに自動的に通知する段階とを含む方法。
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