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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　１つ以上のコンピューティング装置により、通信システムから複数のメディアアイテム
を受信するステップであって、前記複数のメディアアイテムは、少なくともオーディオメ
ディアアイテム及びビジュアルメディアアイテムを含む、前記ステップと、
　前記１つ以上のコンピューティング装置により、前記オーディオメディアアイテムの時
間順序表示と前記ビジュアルメディアアイテムの時間順序表示とを含むユーザインタフェ
ースを提供するステップと、
　前記１つ以上のコンピューティング装置により、前記オーディオメディアアイテムの前
記時間順序表示に基づいて前記ビジュアルメディアアイテムの前記時間順序表示を順序付
けして表示するステップと、
　前記１つ以上のコンピューティング装置により、前記オーディオメディアアイテムの前
記時間順序表示とは無関係に前記ビジュアルメディアアイテムの前記時間順序表示を順序
付けして表示するステップと、
　を含む、コンピュータで実施される方法。
【請求項２】
　前記オーディオメディアアイテムは、前記通信システムのチャネルに関連付けられた１
人以上のユーザによるそれぞれのオーディオ送信に対応する複数のオーディオセグメント
を含む、請求項１に記載の、コンピュータで実施される方法。
【請求項３】
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　前記オーディオセグメントの少なくとも一部分が、マルチパーティ会話に対応する、請
求項２に記載の、コンピュータで実施される方法。
【請求項４】
　前記マルチパーティ会話は、進行中のマルチパーティ会話を含む、請求項３に記載の、
コンピュータで実施される方法。
【請求項５】
　前記オーディオメディアアイテムにアクセスする前記ステップは、前記進行中のマルチ
パーティ会話の以前の部分に関連付けられた１つ以上のオーディオセグメントにアクセス
することを含む、請求項４に記載の、コンピュータで実施される方法。
【請求項６】
　前記オーディオメディアアイテムにアクセスする前記ステップは、前記進行中のマルチ
パーティ会話の現在の部分に関連付けられたストリーミングオーディオシーケンスにアク
セスすることを含む、請求項５に記載の、コンピュータで実施される方法。
【請求項７】
　各オーディオセグメントは、前記オーディオセグメントの作成者の関連付けられた識別
子を含む、請求項２に記載の、コンピュータで実施される方法。
【請求項８】
　前記ビジュアルメディアアイテムを受信する前記ステップは、受信されたビジュアルメ
ディアアイテムの最短表示時間に少なくとも部分的に基づいて前記ビジュアルメディアア
イテムを表示することを含む、請求項１に記載の、コンピュータで実施される方法。
【請求項９】
　　通信システムから複数のメディアアイテムを受信するステップであって、前記複数の
メディアアイテムは、少なくともオーディオメディアアイテム及びビジュアルメディアア
イテムを含む、前記ステップと、
　前記オーディオメディアアイテムの時間順序表示と前記ビジュアルメディアアイテムの
時間順序表示とを含むユーザインタフェースを提供するステップと、
　前記オーディオメディアアイテムの前記時間順序表示に基づいて前記ビジュアルメディ
アアイテムの前記時間順序表示を順序付けして表示するステップと、
　前記オーディオメディアアイテムの前記時間順序表示とは無関係に前記ビジュアルメデ
ィアアイテムの前記時間順序表示を順序付けして表示するステップと、
　を含む動作をプロセッサに実行させる、コンピュータプログラム。
【請求項１０】
　前記オーディオメディアアイテムは、前記通信システムのチャネルに関連付けられた１
人以上のユーザによるそれぞれのオーディオ送信に対応する複数のオーディオセグメント
を含む、請求項９に記載のコンピュータプログラム。
【請求項１１】
　前記オーディオセグメントの少なくとも一部分が、マルチパーティ会話に対応する、請
求項１０に記載のコンピュータプログラム。
【請求項１２】
　前記マルチパーティ会話は、進行中のマルチパーティ会話を含む、請求項１１に記載の
コンピュータプログラム。
【請求項１３】
　前記オーディオメディアアイテムにアクセスする前記ステップは、前記進行中のマルチ
パーティ会話の以前の部分に関連付けられた１つ以上のオーディオセグメントにアクセス
することを含む、請求項１２に記載のコンピュータプログラム。
【請求項１４】
　前記オーディオメディアアイテムにアクセスする前記ステップは、前記進行中のマルチ
パーティ会話の現在の部分に関連付けられたストリーミングオーディオシーケンスにアク
セスすることを含む、請求項１３に記載の、コンピュータプログラム。
【請求項１５】
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　各オーディオセグメントは、前記オーディオセグメントの作成者の関連付けられた識別
子を含む、請求項１０に記載のコンピュータプログラム。
【請求項１６】
　前記ビジュアルメディアアイテムを受信する前記ステップは、受信されたビジュアルメ
ディアアイテムの最短表示時間に少なくとも部分的に基づいて前記ビジュアルメディアア
イテムを表示することを含む、請求項９に記載のコンピュータプログラム。
【請求項１７】
　少なくとも１つのプロセッサを備えるコンピューティングシステムであって、前記少な
くとも１つのプロセッサは、
　通信システムから複数のメディアアイテムを受信するステップであって、前記複数のメ
ディアアイテムは、少なくともオーディオメディアアイテム及びビジュアルメディアアイ
テムを含む、前記ステップと、
　前記オーディオメディアアイテムの時間順序表示と前記ビジュアルメディアアイテムの
時間順序表示とを含むユーザインタフェースを提供するステップと、
　前記オーディオメディアアイテムの前記時間順序表示に基づいて前記ビジュアルメディ
アアイテムの前記時間順序表示を順序付けして表示するステップと、
　前記オーディオメディアアイテムの前記時間順序表示とは無関係に前記ビジュアルメデ
ィアアイテムの前記時間順序表示を順序付けして表示するステップと、
　を実行するように構成された、コンピューティングシステム。
【請求項１８】
　前記オーディオメディアアイテムは、前記通信システムのチャネルに関連付けられた１
人以上のユーザによるそれぞれのオーディオ送信に対応する複数のオーディオセグメント
を含む、請求項１７に記載のコンピューティングシステム。
【請求項１９】
　前記オーディオセグメントの少なくとも一部分が、マルチパーティ会話に対応する、請
求項１８に記載のコンピューティングシステム。
【請求項２０】
　前記マルチパーティ会話は、進行中のマルチパーティ会話を含む、請求項１９に記載の
コンピューティングシステム。
【請求項２１】
　前記オーディオメディアアイテムにアクセスする前記ステップは、前記進行中のマルチ
パーティ会話の以前の部分に関連付けられた１つ以上のオーディオセグメントにアクセス
することを含む、請求項２０に記載のコンピューティングシステム。
【請求項２２】
　前記オーディオメディアアイテムにアクセスする前記ステップは、前記進行中のマルチ
パーティ会話の現在の部分に関連付けられたストリーミングオーディオシーケンスにアク
セスすることを含む、請求項２１に記載のコンピューティングシステム。
【請求項２３】
　各オーディオセグメントは、前記オーディオセグメントの作成者の関連付けられた識別
子を含む、請求項１８に記載のコンピューティングシステム。
【請求項２４】
　前記ビジュアルメディアアイテムを受信する前記ステップは、受信されたビジュアルメ
ディアアイテムの最短表示時間に少なくとも部分的に基づいて前記ビジュアルメディアア
イテムを表示することを含む、請求項１７に記載のコンピューティングシステム。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
関連出願の相互参照
　本出願は、参照により全出願の開示全体が本明細書に組み込まれている、２０１１年１
０月１０日に出願された米国特許仮出願第６１／５４５，３４６号（件名「強化された通
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信及び情報共有（ＥＮＨＡＮＣＥＤ　ＣＯＭＭＵＮＩＣＡＴＩＯＮ　ＡＮＤ　ＩＮＦＯＲ
ＭＡＴＩＯＮ　ＳＨＡＲＩＮＧ）」）の利益を主張するものである。
【０００２】
　本開示は、通信システムに関し、特に、マルチデータタイプ通信システムに関する。
【背景技術】
【０００３】
　様々な通信システムや通信メカニズムが、ビジネス関連の相互作用及びパーソナルな相
互作用の両方で多用されている。人々の間の相互作用の方法は、利用可能な通信システム
によって決定されうる場合が多い。伝達や表現を行う際に、効果的でない通信メディアを
使用せざるを得ない場合がしばしばある。時には、通信のモダリティによってもたらされ
る制約、例えば、オーディオのみ、テキストのみ、２パーティのみ、同期のみ又は非同期
のみ等が、アイディアの表現に対する制限及び制約となる可能性がある。ありうる結果と
して、各個人においては、表現、伝達、又は相互作用の能力が不完全又は不十分なままと
なる可能性がある。
【発明の概要】
【課題を解決するための手段】
【０００４】
　第１の実施態様によれば、一方法が、ユーザインタフェースを介してユーザ入力を受信
するステップを含んでよい。本方法は又、ユーザ入力を受信したことに対する応答として
、メディアデータを受信するステップを含んでよい。本方法は又、メディアデータを、１
人以上の通信システムユーザにストリーミングするステップを含んでよい。本方法は更に
、メディアデータを、通信システムチャネルに関連付けられた共有仮想空間にポストする
ステップを含んでよい。
【０００５】
　以下の機能のうちの１つ以上が含まれてよい。ユーザ入力は、関連付けられた入力継続
時間を含んでよい。メディアデータを受信するステップは、入力継続時間にわたってメデ
ィアデータを受信することを含んでよい。本方法は又、入力修正を受信するステップを含
んでよい。入力修正に対する応答としてメディアデータを受信することは、入力継続時間
より長い時間にわたってメディアデータを受信することを含んでよい。
【０００６】
　メディアデータは、オーディオメディアデータを含んでよい。メディアデータは、ビジ
ュアルメディアデータを含んでよい。入力に対する応答としてメディアデータを受信する
ことは、デジタルイメージデータを受信することを含んでよい。入力修正に対する応答と
してメディアデータを受信することは、ビデオデータを受信することを含んでよい。
【０００７】
　メディアデータをストリーミングするステップは、メディアデータを少なくとも第２の
通信システムユーザにストリーミングすることを含んでよい。メディアデータをポストす
るステップは、通信システムチャネルに関連付けられた共有仮想空間にメディアデータを
同時にポストすることを含んでよい。メディアデータをストリーミングするステップは、
メディアデータを低遅延パケット化データ送信として送信することを含んでよい。
【０００８】
　本方法は又、第２の通信システムユーザからの送信を受信するステップを含んでよい。
第２の通信システムユーザからの送信を受信するステップは、メディアデータをストリー
ミングすることと時間的に重なってはならない。メディアデータをポストするステップは
、第２の通信システムユーザからの送信に関連付けられたポストを基準にして、メディア
データをシーケンシャルにポストすることを含んでよい。第２の通信システムユーザから
の送信を受信するステップは、メディアデータをストリーミングすることと時間的に重な
ってよい。メディアデータをストリーミングするステップは、メディアデータと第２の通
信システムユーザからの送信とを組み合わせて多方向ストリーミングメディアデータ送信
とすることを含んでよい。第２の通信システムユーザからの送信を受信するステップは、
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メディアデータをストリーミングすることと時間的に重なってよい。メディアデータをポ
ストするステップは、メディアデータと、第２の通信システムユーザからの送信とを、組
み合わせメディアデータポストとしてポストすることを含んでよい。
【０００９】
　別の実施態様によれば、一コンピュータプログラム製品が、複数の命令が記憶されてい
るコンピュータ可読媒体を含んでよい。これらの命令は、プロセッサによって実行された
場合に、ユーザインタフェースを介してユーザ入力を受信するステップを含む動作をプロ
セッサに実行させてよい。本動作は又、ユーザ入力を受信したことに対する応答として、
メディアデータを受信するステップを含んでよい。本動作は又、メディアデータを、１人
以上の通信システムユーザにストリーミングするステップを含んでよい。本動作は更に、
メディアデータを、通信システムチャネルに関連付けられた共有仮想空間にポストするス
テップを含んでよい。
【００１０】
　以下の機能のうちの１つ以上が含まれてよい。ユーザ入力は、関連付けられた入力継続
時間を含んでよい。メディアデータを受信するステップは、入力継続時間にわたってメデ
ィアデータを受信することを含んでよい。又、入力修正を受信するステップに関する命令
が含まれてよい。入力修正に対する応答としてメディアデータを受信することは、入力継
続時間より長い時間にわたってメディアデータを受信することを含んでよい。
【００１１】
　メディアデータは、オーディオメディアデータを含んでよい。メディアデータは、ビジ
ュアルメディアデータを含んでよい。入力に対する応答としてメディアデータを受信する
ことは、デジタルイメージデータを受信することを含んでよい。入力修正に対する応答と
してメディアデータを受信することは、ビデオデータを受信することを含んでよい。
【００１２】
　メディアデータをストリーミングするステップは、メディアデータを少なくとも第２の
通信システムユーザにストリーミングすることを含んでよい。メディアデータをポストす
るステップは、通信システムチャネルに関連付けられた共有仮想空間にメディアデータを
同時にポストすることを含んでよい。メディアデータをストリーミングするステップは、
メディアデータを低遅延パケット化データ送信として送信することを含んでよい。
【００１３】
　又、第２の通信システムユーザからの送信を受信するステップに関する命令が含まれて
よい。第２の通信システムユーザからの送信を受信するステップは、メディアデータをス
トリーミングすることと時間的に重なってはならない。メディアデータをポストするステ
ップは、第２の通信システムユーザからの送信に関連付けられたポストを基準にして、メ
ディアデータをシーケンシャルにポストすることを含んでよい。第２の通信システムユー
ザからの送信を受信するステップは、メディアデータをストリーミングすることと時間的
に重なってよい。メディアデータをストリーミングするステップは、メディアデータと第
２の通信システムユーザからの送信とを組み合わせて多方向ストリーミングメディアデー
タ送信とすることを含んでよい。第２の通信システムユーザからの送信を受信するステッ
プは、メディアデータをストリーミングすることと時間的に重なってよい。メディアデー
タをポストするステップは、メディアデータと、第２の通信システムユーザからの送信と
を、組み合わせメディアデータポストとしてポストすることを含んでよい。
【００１４】
　別の実施態様によれば、一コンピューティングシステムが、少なくとも１つのプロセッ
サを含んでよい。少なくとも１つのプロセッサは、ユーザインタフェースを介してユーザ
入力を受信するステップを実行するように構成されてよい。少なくとも１つのプロセッサ
は又、ユーザ入力を受信したことに対する応答として、メディアデータを受信するステッ
プを実行するように構成されてよい。少なくとも１つのプロセッサは又、メディアデータ
を、１人以上の通信システムユーザにストリーミングするステップを実行するように構成
されてよい。少なくとも１つのプロセッサは更に、メディアデータを、通信システムチャ
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ネルに関連付けられた共有仮想空間にポストするステップを実行するように構成されてよ
い。
【００１５】
　以下の機能のうちの１つ以上が含まれてよい。ユーザ入力は、関連付けられた入力継続
時間を含んでよい。メディアデータを受信するステップは、入力継続時間にわたってメデ
ィアデータを受信することを含んでよい。少なくとも１つのプロセッサは更に、入力修正
を受信するステップを実行するように構成されてよい。入力修正に対する応答としてメデ
ィアデータを受信することは、入力継続時間より長い時間にわたってメディアデータを受
信することを含んでよい。
【００１６】
　メディアデータは、オーディオメディアデータを含んでよい。メディアデータは、ビジ
ュアルメディアを含んでよい。入力に対する応答としてメディアデータを受信することは
、デジタルイメージデータを受信することを含んでよい。入力修正に対する応答としてメ
ディアデータを受信することは、ビデオデータを受信することを含んでよい。
【００１７】
　メディアデータをストリーミングするステップは、メディアデータを少なくとも第２の
通信システムユーザにストリーミングすることを含んでよい。メディアデータをポストす
るステップは、通信システムチャネルに関連付けられた共有仮想空間にメディアデータを
同時にポストすることを含んでよい。メディアデータをストリーミングするステップは、
メディアデータを低遅延パケット化データ送信として送信することを含んでよい。
【００１８】
　少なくとも１つのプロセッサは更に、第２の通信システムユーザからの送信を受信する
ステップを実行するように構成されてよい。第２の通信システムユーザからの送信を受信
するステップは、メディアデータをストリーミングすることと時間的に重なってはならな
い。メディアデータをポストするステップは、第２の通信システムユーザからの送信に関
連付けられたポストを基準にして、メディアデータをシーケンシャルにポストすることを
含んでよい。第２の通信システムユーザからの送信を受信するステップは、メディアデー
タをストリーミングすることと時間的に重なってよい。メディアデータをストリーミング
するステップは、メディアデータと第２の通信システムユーザからの送信とを組み合わせ
て多方向ストリーミングメディアデータ送信とすることを含んでよい。第２の通信システ
ムユーザからの送信を受信するステップは、メディアデータをストリーミングすることと
時間的に重なってよい。メディアデータをポストするステップは、メディアデータと、第
２の通信システムユーザからの送信とを、組み合わせメディアデータポストとしてポスト
することを含んでよい。
【００１９】
　別の実施態様によれば、一方法が、通信システムから複数のメディアアイテムを受信す
るステップを含んでよい。複数のメディアアイテムは、少なくともオーディオメディアア
イテム及びビジュアルメディアアイテムを含んでよい。本方法は又、オーディオメディア
アイテムの時間順序表示とビジュアルメディアアイテムの時間順序表示とを含むユーザイ
ンタフェースを提供するステップを含んでよい。本方法は又、オーディオメディアアイテ
ムの表示に基づいてビジュアルメディアアイテムの表示を順序付けすることを含めて、オ
ーディオメディアアイテムにアクセスするステップを含んでよい。本方法は更に、オーデ
ィオメディアアイテムの表示とは無関係にビジュアルメディアアイテムの表示を順序付け
することを含めて、ビジュアルメディアアイテムにアクセスするステップを含んでよい。
【００２０】
　以下の機能のうちの１つ以上が含まれてよい。オーディオメディアアイテムは、通信シ
ステムのチャネルに関連付けられた１人以上のユーザによるそれぞれのオーディオ送信に
対応する複数のオーディオセグメントを含んでよい。オーディオセグメントの少なくとも
一部分が、マルチパーティ会話に対応してよい。マルチパーティ会話は、進行中のマルチ
パーティ会話を含んでよい。オーディオメディアアイテムにアクセスするステップは、進
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行中のマルチパーティ会話の以前の部分に関連付けられた１つ以上のオーディオセグメン
トにアクセスすることを含んでよい。オーディオメディアアイテムにアクセスするステッ
プは、進行中のマルチパーティ会話の現在の部分に関連付けられたストリーミングオーデ
ィオシーケンスにアクセスすることを含んでよい。各オーディオセグメントは、オーディ
オセグメントの作成者の関連付けられた識別子を含んでよい。
【００２１】
　ビジュアルメディアアイテムを受信するステップは、受信されたビジュアルメディアア
イテムの最短表示時間に少なくとも部分的に基づいてビジュアルメディアアイテムを表示
することを含んでよい。
【００２２】
　別の実施態様によれば、一コンピュータプログラム製品が、複数の命令が記憶されてい
る非過渡的コンピュータ可読媒体を含んでよい。これらの命令は、プロセッサによって実
行された場合に、通信システムから複数のメディアアイテムを受信するステップであって
、複数のメディアアイテムは、少なくともオーディオメディアアイテム及びビジュアルメ
ディアアイテムを含む、ステップを含む動作をプロセッサに実行させてよい。本動作は又
、オーディオメディアアイテムの時間順序表示とビジュアルメディアアイテムの時間順序
表示とを含むユーザインタフェースを提供するステップを含んでよい。本動作は又、オー
ディオメディアアイテムの表示に基づいてビジュアルメディアアイテムの表示を順序付け
することを含めて、オーディオメディアアイテムにアクセスするステップを含んでよい。
本動作は更に、オーディオメディアアイテムの表示とは無関係にビジュアルメディアアイ
テムの表示を順序付けすることを含めて、ビジュアルメディアアイテムにアクセスするス
テップを含んでよい。
【００２３】
　以下の機能のうちの１つ以上が含まれてよい。オーディオメディアアイテムは、通信シ
ステムのチャネルに関連付けられた１人以上のユーザによるそれぞれのオーディオ送信に
対応する複数のオーディオセグメントを含んでよい。オーディオセグメントの少なくとも
一部分が、マルチパーティ会話に対応してよい。マルチパーティ会話は、進行中のマルチ
パーティ会話を含んでよい。オーディオメディアアイテムにアクセスするステップは、進
行中のマルチパーティ会話の以前の部分に関連付けられた１つ以上のオーディオセグメン
トにアクセスすることを含んでよい。オーディオメディアアイテムにアクセスするステッ
プは、進行中のマルチパーティ会話の現在の部分に関連付けられたストリーミングオーデ
ィオシーケンスにアクセスすることを含んでよい。各オーディオセグメントは、オーディ
オセグメントの作成者の関連付けられた識別子を含んでよい。
【００２４】
　ビジュアルメディアアイテムを受信するステップは、受信されたビジュアルメディアア
イテムの最短表示時間に少なくとも部分的に基づいてビジュアルメディアアイテムを表示
することを含んでよい。
【００２５】
　別の実施態様によれば、一コンピューティングシステムが、少なくとも１つのプロセッ
サを含む。少なくとも１つのプロセッサは、通信システムから複数のメディアアイテムを
受信するステップであって、複数のメディアアイテムは、少なくともオーディオメディア
アイテム及びビジュアルメディアアイテムを含む、ステップを実行するように構成されて
よい。少なくとも１つのプロセッサは又、オーディオメディアアイテムの時間順序表示と
ビジュアルメディアアイテムの時間順序表示とを含むユーザインタフェースを提供するス
テップを実行するように構成されてよい。少なくとも１つのプロセッサは又、オーディオ
メディアアイテムの表示に基づいてビジュアルメディアアイテムの表示を順序付けするこ
とを含めて、オーディオメディアアイテムにアクセスするステップを実行するように構成
されてよい。少なくとも１つのプロセッサは更に、オーディオメディアアイテムの表示と
は無関係にビジュアルメディアアイテムの表示を順序付けすることを含めて、ビジュアル
メディアアイテムにアクセスするステップを実行するように構成されてよい。



(8) JP 6370941 B2 2018.8.8

10

20

30

40

50

【００２６】
　以下の機能のうちの１つ以上が含まれてよい。オーディオメディアアイテムは、通信シ
ステムのチャネルに関連付けられた１人以上のユーザによるそれぞれのオーディオ送信に
対応する複数のオーディオセグメントを含んでよい。オーディオセグメントの少なくとも
一部分が、マルチパーティ会話に対応してよい。マルチパーティ会話は、進行中のマルチ
パーティ会話を含んでよい。オーディオメディアアイテムにアクセスするステップは、進
行中のマルチパーティ会話の以前の部分に関連付けられた１つ以上のオーディオセグメン
トにアクセスすることを含んでよい。オーディオメディアアイテムにアクセスするステッ
プは、進行中のマルチパーティ会話の現在の部分に関連付けられたストリーミングオーデ
ィオシーケンスにアクセスすることを含んでよい。各オーディオセグメントは、オーディ
オセグメントの作成者の関連付けられた識別子を含んでよい。
【００２７】
　ビジュアルメディアアイテムを受信するステップは、受信されたビジュアルメディアア
イテムの最短表示時間に少なくとも部分的に基づいてビジュアルメディアアイテムを表示
することを含んでよい。
【００２８】
　添付図面及び以下の記載において、１つ以上の実施態様の詳細を説明する。以下の記載
、図面、及び特許請求の範囲から、他の特徴が明らかになるであろう。
【図面の簡単な説明】
【００２９】
【図１】分散コンピューティングネットワークと結合された通信プロセスを示す図である
。
【図２】図１の通信プロセスによって実行されてよいプロセスのフローチャートである。
【図３】図１の通信プロセスによって少なくとも部分的に生成されてよいユーザインタフ
ェースをグラフィカルに示す図である。
【図４】図１の通信プロセスによって少なくとも部分的に生成されてよいユーザインタフ
ェースをグラフィカルに示す図である。
【図５】図１の通信プロセスによって実行されてよいプロセスのフローチャートである。
【図６】図１の通信プロセスによって少なくとも部分的に生成されてよいユーザインタフ
ェースをグラフィカルに示す図である。
【図７】本開示の一実施形態による、図１のコンピューティング装置を示す図である。
【発明を実施するための形態】
【００３０】
　大まかに言えば、様々なメディアタイプを多時期的に用い、且つ、モバイルコンピュー
ティング装置（例えば、スマートフォン、タブレットコンピューティング装置、ネットブ
ック等）、パーソナルコンピュータ（例えば、ノートブックコンピュータ、デスクトップ
コンピュータ等）、ゲームコンソール、セットトップボックス、特殊用途コンピューティ
ング装置、又は他の好適な装置などの様々な装置を用いて、ユーザ同士が通信することを
可能にしうる通信システムを提供することが可能である。そのような通信システムの一例
が、参照によってその開示全体が本明細書に組み込まれている、２０１２年５月１６日に
出願された米国特許出願第１３／４７２，６３９号（件名「Ｃｏｍｍｕｎｉｃａｔｉｏｎ
ｓ　Ｓｙｓｔｅｍ（通信システム）」）の明細書に記載されている。例えば、実施形態に
よっては、通信システムは、通信システムのユーザ同士が、オーディオ、ビジュアル、又
は他のメディアタイプを使用して通信することを可能にしうる。オーディオメディアタイ
プは、同期ボイスメッセージ及び／又は非同期ボイスメッセージを含んでよい。例えば、
同期ボイスメッセージは、ボイスオーバＩＰ交換などの多方向ライブオーディオ交換、又
は他の様々なテレフォニーを用いた交換を含んでよい。同様に、同期ビジュアルメディア
タイプの例として、マルチパーティビデオ会議（例えば、ビデオオーバＩＰ又は他の好適
なテレビ会議技術により実施可能なもの）、あるユーザから他のユーザへのストリーミン
グビデオブロードキャストなどがあってよい。実施形態によっては、通信システムのユー
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ザ間での同期オーディオ及び／又はビジュアル通信の経過中に、それらの、通信システム
のユーザらによって他のメディアタイプが共有されてよい。例えば、通信システムのユー
ザ間でのオーディオベースの会話中に、それらのユーザが、ドキュメント、ピクチャ、ビ
デオクリップ、テキストメッセージなどを共有してよい。実施形態によっては、通信シス
テムは、通信システムのユーザが、通信システムの他のユーザとのオーディオ又はビデオ
の会話／通信にも関与しながら、共有のメディア又はドキュメントを消費することを可能
にしてよい。更に、実施形態によっては、通信システムは、ユーザが、通信システムの他
のユーザとのオーディオ及び／又はビデオの会話／通信に別の方法で関与することなく、
メディア又はドキュメントを同期共有及び／又は非同期共有することを可能にしてよい。
【００３１】
　実施形態によっては、同期通信に加えて、又は同期通信の代替として、通信システムは
、通信システムのユーザ間での非同期交換を可能にしてよい。非同期交換は、例えば、通
信に同時にアクティブに参加していない、通信システムのユーザ間での交換を含んでよい
。例えば、第１のユーザが通信をポストしたときに、通信システムの他ユーザがオンライ
ンでないか、アクティブに「リスン」していない場合がある。他のユーザは、第１のユー
ザが通信をポストしたときにはオンラインでなかったが、後で、第１のユーザのポスト内
容を消費することが可能である。そのような非同期通信と関連して、様々なメディアタイ
プを使用してよい。例えば、第１のユーザは、オーディオ又はビデオのクリップメディア
タイプ、ドキュメント、ピクチャ、テキストメッセージ等をポストしてよい。
【００３２】
　実施形態によっては、各人が同時にオンラインであってよい、通信システムのユーザ間
で非同期交換が行われてよい。例えば、ユーザらは様々な通信を交換してよく（且つ／又
は、１人のユーザが様々な通信を送信してよく、１人以上の他のユーザが様々な通信を受
信してよく）、例えば、オーディオファイル（例えば、ストリーミングオーディオ、離散
受信されたオーディオクリップなどとして）、ビデオファイル（例えば、ストリーミング
ビデオ、離散受信されたビデオクリップなどとして）、テキストメッセージ、ドキュメン
ト、ピクチャ、又は他の任意の好適なメディアタイプを交換してよい。そのような実施形
態の一例では、その通信に関係する様々なパーティが同時にオンラインであってよい場合
でも、それらの交換が非同期性であることから、あるユーザから別のユーザへの通信を即
時消費することは必要でなくてよく、且つ／又は、あるユーザから別のユーザへの即時応
答は必要でなくてよい。従って、非同期交換を含む通信は、完全な同期通信よりも、押し
つけがましくない、或いは、要求が厳しくない相互作用であると言えよう。
【００３３】
　完全な同期交換又は完全な非同期交換に加えて、同期成分と非同期成分とを含む交換、
及び／又は、１つの相互作用の間に同期交換と同期交換との間の移行があってよい交換を
サポートする通信システムがあってよい。例えば、通信システムのユーザ間の相互作用は
、ボイスオーバＩＰ交換のような同期成分も、テキストメッセージ、交換されたビデオク
リップやドキュメント等のような非同期交換も含んでよい。一例では、通信システムの３
人のユーザの間の通信が、第１のユーザが他の２人のユーザにドキュメントを送信するこ
とから始まってよく、ユーザ間に（例えば、ＳＭＳメッセージやインスタントメッセージ
チャットなどに似た形式での）テキストメッセージの交換を発生させてよい。更に、１人
のユーザが他の２人のユーザにオーディオメッセージを（例えば、離散オーディオファイ
ルとして、又は、ストリーミングオーディオコンテンツとして）送信してよい。一実施形
態では、通信システムは、三方向会議呼を確立することによって、他の２人のユーザの一
方又は両方が、第１のユーザからのオーディオメッセージに関与することを可能にしてよ
い。更に、ユーザの１人が会議呼へのアクティブな関与から外れて、例えば、双方向会話
に参加している残りの２人のユーザの間で進行中の会話のパッシブなリスナになってよい
。例えば、その第３のユーザは、会話へのアクティブな関与から外れることによって、別
の案件への参加が可能になったり、或いは、別のかたちで関心を向けることが可能になっ
たりしてよい。第３のユーザは、最初の２人のユーザの間の会話のパッシブなリスナとし
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て参加している間に、例えば、テキストメッセージなどを他の２人のユーザに送信するこ
とにより、交換に参加してよい。更に、ボイス呼上の残りのユーザの一方も、呼から外れ
て、例えば、関心の全て又は一部を別の案件に振り向けてよい。第１のユーザは、他の２
人の参加者にオーディオメッセージを（例えば、オンラインユーザによるリスンが可能な
ストリーミングオーディオとして、或いは、ユーザらが必要なときに消費できる送信済み
オーディオファイルとして）送信し続けてよく、他の２人のユーザは、様々なメディア交
換、例えば、オーディオ、ビデオ、ピクチャ、テキストメッセージ、ドキュメント等を、
他の交換参加者に同様に送信してよい。
【００３４】
　一態様によれば、通信システムは、共有仮想空間を利用してよい。一実施形態では、共
有仮想空間は、通信システムの各チャネルに割り当て可能な仮想空間（例えば、共有オン
ラインフォルダ等）を含んでよい。一実施形態では、通信システムのチャネルは、通信の
為の定義済みのデフォルト参加者セットを含んでよい。通信システムの各チャネルは、チ
ャネルに関連付けられた１つ以上の呼を含んでよい。所与のチャネルに関連付けられたそ
れらの呼のそれぞれは、同じデフォルト参加者セットを含んでよい。実施形態によっては
、所与のチャネルにある呼の参加者は、デフォルト参加者セットから変動してよく、例え
ば、より多いか、より少ない実参加者を含んでよい。例えば、所与のチャネルにある呼が
、そのチャネルのデフォルト参加者の全員参加を必要としなくてよい。同様に、あるチャ
ネルのデフォルト参加者セットのメンバではないユーザであっても、そのチャネルにある
呼に参加してよい。実施形態によっては、そのチャネルのデフォルト参加者セットのメン
バではないユーザの、共有空間に対するアクセス権は、デフォルト参加者セットのメンバ
のものと異なってよい（例えば、自分が参加していた１つの呼にしかアクセスできない、
など）。通信システム上のあるチャネルに関連付けられた各呼は、大まかには、そのチャ
ネルのデフォルト参加者間の相互作用のセットを含んでよい。例えば、その相互作用セッ
トは、そのチャネル上の他の参加者に送信されたファイル（例えば、ドキュメント、又は
ビデオファイル）を含んでよい。別の例では、相互作用セットは、マルチ参加者ビデオ会
議を、複数の共有ドキュメント、及び１人以上のユーザからその他のユーザへのテキスト
メッセージとともに含んでよい。更なる様々な、メディアタイプ及び交換数の組み合わせ
が、呼を定義する相互作用セットに含まれてよい。一般に、呼は、単一の時間限定相互作
用と見なされてよい１つ以上の略同時交換を含んでよい。
【００３５】
　一実施形態では、共有仮想空間は、所与のチャネルにおいて発生した呼の恒久的記録を
提供してよい。例えば、各交換は、共有仮想空間上に記憶されてよい。例えば、同期ボイ
ス会話（例えば、ボイスオーバＩＰ交換として行われうるもの）は、オーディオファイル
として記憶されてよく、ビデオ会議は、ビデオファイルとして記憶されてよく、通信シス
テムのユーザらによって交換可能な他のメディアタイプは、メディアタイプに応じて様々
なフォーマットで記憶されてよい。一実施形態では、通信システムのチャネルを定義して
いる参加者の１人以上が、共有仮想空間にアクセスしてよく、且つ、チャネルに関連付け
られた１つ以上の呼に関連付けられた交換にアクセスしてよい。
【００３６】
　図１を参照すると、通信プロセス１０ａ乃至１０ｄ（これらは、まとめて、且つ／又は
、大まかに、通信プロセス１０と称されてよい）が示されており、これらは、１つ以上の
クライアント電子装置（例えば、クライアント電子装置１２、１４、１６など）及び／又
はサーバコンピュータ１８に常駐してよく、且つ、それらによって実行されてよい。１つ
以上のクライアント電子装置１２、１４、１６及び／又はサーバコンピュータ１８は、ネ
ットワーク２０（例えば、インターネット、ローカルエリアネットワーク、専用管理ネッ
トワーク、又は他のネットワーク）に接続されてよい。クライアント電子装置の例として
、モバイルコンピューティング装置（例えば、スマートフォン１２、１４、タブレットコ
ンピューティング装置、データ対応携帯電話、ネットワーク接続された個人用携帯情報端
末など）、パーソナルコンピューティング装置（例えば、ノートブックコンピュータ１６
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、デスクトップコンピュータ、ゲームコンソールなど）、ネットワーク接続されたテレビ
ジョン装置及び／又はセットトップボックス、ネットワーク接続されたカメラ装置、ネッ
トワーク接続された埋め込みコンピューティング装置、並びに、様々な追加／代替のネッ
トワーク接続可能なコンピューティング装置が挙げられる。サーバコンピュータ１８の例
として、パーソナルコンピュータ、サーバコンピュータ、一連のサーバコンピュータ、ミ
ニコンピュータ、メインフレームコンピュータ、サーバコンピュータの仮想化インスタン
スを含んでよいクラウドコンピューティングサービスなどが挙げられ、これらに限定され
ない。
【００３７】
　後で詳述するように、通信プロセス１０は、主に、複数のデータタイプ及び／又はメデ
ィアタイプにより、ユーザの小規模グループ及び／又は大規模グループの間での同期相互
作用及び／又は非同期相互作用を可能にしてよい統合通信システムを提供してよい。様々
なタイプの情報、アイディア、及び題材が、様々なモダリティにおいて最適に伝達及び共
有されてよい。従って、通信プロセス１０は、オーディオのメッセージ及び会話、ビデオ
コンテンツ、テキストベース情報、ピクチャなどの交換、共有、及び／又は消費を並行し
て行うことによる、ユーザ間の多彩な相互作用を可能にしてよい。通信プロセス１０は、
統合されたユーザ体験を提供することにより、複数の様々なデータタイプ及びメディアタ
イプがユーザ間で交換され、ユーザによって消費されることを可能にしてよい。
【００３８】
　コンセプト開発プロセス１０の命令セット及びサブルーチンは、１つ以上のソフトウェ
アモジュールを含んでよく、クライアント電子装置１２、１４、１６、及び／又はサーバ
コンピュータ１８のうちの１つ以上と結合された記憶装置（例えば、記憶装置２２、２４
、２６、２８のうちの１つ以上）に記憶されてよく、クライアント電子装置１２、１４、
１６、及び／又はサーバコンピュータ１８に組み込まれた１つ以上のプロセッサ（図示せ
ず）及び１つ以上のメモリモジュール（図示せず）によって実行されてよい。記憶装置２
２、２４、２６、２８は、ハードディスクドライブ、固体ドライブ、テープドライブ、光
学式ドライブ、ＲＡＩＤアレイ、ランダムアクセスメモリ（ＲＡＭ）、読み出し専用メモ
リ（ＲＯＭ）、フラッシュメモリデバイスなどを含んでよく、これらに限定されない。
【００３９】
　各クライアント電子装置１２、１４、１６は、適切なオペレーティングシステムを実行
してよく、例えば、Ｍａｃ　ＯＳ、ｉＯＳ、Ａｎｄｒｏｉｄ　ＯＳ、Ｗｉｎｄｏｗｓ、又
は他の好適なオペレーティングシステムを実行してよい（Ｍａｃ　ＯＳは、米国、他の国
々、又はその両方におけるアップルインコーポレイテッド（Ａｐｐｌｅ　Ｉｎｃ．）の商
標であり、ｉＯＳは、シスコシステムズインコーポレイテッド（Ｃｉｓｃｏ　Ｓｙｓｔｅ
ｍｓ，　Ｉｎｃ．）の商標であり、Ａｎｄｒｏｉｄは、米国、他の国々、又はその両方に
おけるグーグルインコーポレイテッド（Ｇｏｏｇｌｅ　Ｉｎｃ．）の商標であり、Ｗｉｎ
ｄｏｗｓは、米国、他の国々、又はその両方におけるマイクロソフトコーポレーション（
Ｍｉｃｒｏｓｏｆｔ　Ｃｏｒｐｏｒａｔｉｏｎ）の商標である）。更に、クライアント電
子装置１２、１４、１６は、様々なデータキャプチャ及びレンダリング機能を備えてよく
、例えば、オーディオキャプチャ、オーディオストリーミング、及びオーディオ再生、並
びに、ビデオキャプチャ、ビデオストリーミング、及びビデオ再生、並びに、テキスト入
力及びテキスト表示、並びに、イメージキャプチャ及びイメージ表示の機能を備えてよい
。様々なクライアント電子装置は、更なる追加／代替の機能を提供してよく、これには、
（例えば、ＧＰＳデータ取得などによる）位置特定を含むが、これに限定されないセンサ
機能が含まれ、これに限定されない。
【００４０】
　更に、図示されていないが、クライアント電子装置１２、１４、１６は、様々なアプリ
ケーションを実行してよく、そのようなアプリケーションとして、ウェブブラウザアプリ
ケーション（例えば、Ｓａｆａｒｉ（登録商標）、Ｃｈｒｏｍｅ（登録商標）、Ｉｎｔｅ
ｒｎｅｔ　Ｅｘｐｌｏｒｅｒ（登録商標）であって、Ｓａｆａｒｉは、米国、他の国々、
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又はその両方におけるアップルインコーポレイテッド（Ａｐｐｌｅ　Ｉｎｃ．）の商標で
あり、Ｃｈｒｏｍｅは、米国、他の国々、又はその両方におけるグーグルインコーポレイ
テッド（Ｇｏｏｇｌｅ　Ｉｎｃ．）の商標であり、Ｉｎｔｅｒｎｅｔ　Ｅｘｐｌｏｒｅｒ
は、米国、他の国々、又はその両方におけるマイクロソフトコーポレーション（Ｍｉｃｒ
ｏｓｏｆｔ　Ｃｏｒｐｏｒａｔｉｏｎ）の商標である）、テキストメッセージングアプリ
ケーション、インスタントメッセージングアプリケーション、オーディオ、ビデオ、及び
／又はイメージのキャプチャ及び編集アプリケーション、ソーシャルネットワーキングア
プリケーション（例えば、Ｆａｃｅｂｏｏｋアプリケーション、ＬｉｎｋｅｄＩｎアプリ
ケーションなど）があり、これらに限定されない。様々な追加／代替のアプリケーション
が、クライアント装置１２、１４、１６のうちの１つ以上によって同様に実行されてよい
。通信プロセス１０ａ、１０ｂ、１０ｃは、スタンドアロンアプリケーションであってよ
く、且つ／又は、クライアント電子装置１２、１４、１６によって実行される１つ以上の
追加アプリケーションのモジュール及び／又はコンポーネントであってよい。追加／代替
として、通信プロセス１０ａ、１０ｂ、１０ｃは、クライアント電子装置１２、１４、１
６によって実行される１つ以上のアプリケーションと相互作用してよい。
【００４１】
　実施形態によっては、サーバコンピュータ１８は、ネットワークオペレーティングシス
テムを動作させている、インターネットに接続されたサーバ（又は一連のサーバ）であっ
てよく、ネットワークオペレーティングシステムの例として、Ｍｉｃｒｏｓｏｆｔ（登録
商標）　Ｗｉｎｄｏｗｓ（登録商標）　Ｓｅｒｖｅｒ、Ｎｏｖｅｌｌ（登録商標）　Ｎｅ
ｔＷａｒｅ（登録商標）、Ｒｅｄ　Ｈａｔ（登録商標）　Ｌｉｎｕｘ（登録商標）などが
挙げられ、これらに限定されない（Ｍｉｃｒｏｓｏｆｔ及びＷｉｎｄｏｗｓは、米国、他
の国々、又はその両方におけるマイクロソフトコーポレーション（Ｍｉｃｒｏｓｏｆｔ　
Ｃｏｒｐｏｒａｔｉｏｎ）の登録商標であり、Ｎｏｖｅｌｌ及びＮｅｔＷａｒｅは、米国
、他の国々、又はその両方におけるノベルコーポレーション（Ｎｏｖｅｌｌ　Ｃｏｒｐｏ
ｒａｔｉｏｎ）の登録商標であり、Ｒｅｄ　Ｈａｔは、米国、他の国々、又はその両方に
おけるレッドハットコーポレーション（Ｒｅｄ　Ｈａｔ　Ｃｏｒｐｏｒａｔｉｏｎ）の登
録商標であり、Ｌｉｎｕｘは、米国、他の国々、又はその両方におけるリーナストーバル
ズ（Ｌｉｎｕｓ　Ｔｏｒｖａｌｄｓ）の登録商標である）。実施形態によっては、サーバ
コンピュータ１８は、ウェブサーバアプリケーションを実行してよく、ウェブサーバアプ
リケーションの例として、Ｍｉｃｒｏｓｏｆｔ　ＩＩＳ、Ｎｏｖｅｌｌ　Ｗｅｂｓｅｒｖ
ｅｒ（商標）、又はＡｐａｃｈ（登録商標）　ＨＴＴＰ　Ｓｅｒｖｅｒ、Ａｐａｃｈｅ（
登録商標）　Ｔｏｍｃａｔ（登録商標）アプリケーションサーバが挙げられ、これらに限
定されず、これらは、ネットワーク２０経由でのサーバコンピュータ１８へのＨＴＴＰ（
即ち、ハイパーテキスト転送プロトコル）アクセスを可能にする（Ｗｅｂｓｅｒｖｅｒは
、米国、他の国々、又はその両方におけるノベルコーポレーション（Ｎｏｖｅｌｌ　Ｃｏ
ｒｐｏｒａｔｉｏｎ）の商標であり、Ａｐａｃｈｅ及びＴｏｍｃａｔは、米国、他の国々
、又はその両方におけるアパッチソフトウェアファウンデーション（Ａｐａｃｈｅ　Ｓｏ
ｆｔｗａｒｅ　Ｆｏｕｎｄａｔｉｏｎ）の登録商標である）。実施形態によっては、サー
バコンピュータは、クラウドサービスとして実装されてよく、例えば、Ａｍａｚｏｎ　Ｗ
ｅｂ　Ｓｅｒｖｉｃｅｓ及び／又はＭｉｃｒｏｓｏｆｔ　Ｗｉｎｄｏｗｓ　Ａｚｕｒｅと
して実装されてよい。ネットワーク２０は、１つ以上のセカンダリネットワーク（例えば
、ネットワーク３０）に接続されてよく、セカンダリネットワークの例として、ローカル
エリアネットワーク、ワイドエリアネットワーク、又はイントラネットが挙げられ、これ
らに限定されない。
【００４２】
　実施形態によっては、サーバコンピュータ１８は、通信プロセス１０ｄに加えて様々な
アプリケーションを実行してよい。例えば、サーバコンピュータ１８は、データ記憶シス
テムを実行してよく、これは、例えば、データベースシステムであり、これに限定されな
い。サーバコンピュータ１８は又、例えば、ボイスオーバＩＰシステム及び／又はユニフ
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ァイドテレフォニーシステムを実行してよい（例えば、これは、デジウムインコーポレイ
テッド（Ｄｉｇｉｕｍ，　Ｉｎｃ．）がスポンサーであるＡｓｔｅｒｉｓｋオープンソー
スプラットフォーム、ＦｒｅｅＳＷＩＴＣＨオープンソーステレフォニープラットフォー
ム、又は他の好適な通信アプリケーション及び／又はプラットフォームによって提供され
てよい）。様々な追加及び／又は代替のアプリケーションが、サーバコンピュータ１８に
よって実行されてよい。
【００４３】
　様々な実施形態に共通することとして、通信プロセス１０は、クライアント電子装置１
２、１４、１６のうちの１つ以上によって実行されるクライアント側プロセスを含んでよ
い。更に、実施形態によっては、通信プロセス１０は、サーバコンピュータ１８によって
実行されるサーバ側プロセスを含んでよい。例えば、サーバ側プロセスとして、１人以上
のユーザ（例えば、ユーザ３２、３４、３６）が、ウェブブラウザ、又は他の好適なアプ
リケーションにより、サーバ側プロセス（例えば、通信プロセス１０ｄ）にアクセスして
よい（例えば、これらのアプリケーションは、サーバ側通信プロセス１０ｄにアクセスす
ることに追加される機能を提供することが可能なアプリケーションを含んでよい）。更に
、実施形態によっては、通信プロセス１０は、通信プロセス１０の機能の一部がクライア
ント電子装置１２、１４、１６のうちの１つ以上によって実行され、通信プロセス１０の
機能の一部がサーバコンピュータ１８によって実行されるハイブリッドサーバークライア
ントプロセスを含んでよい。様々なハイブリッド実施形態では、クライアント側通信プロ
セス１０ａ、１０ｂ、１０ｃのうちの１つ以上が、スタンドアロン通信アプリケーション
を含んでよく、且つ／又は、他のアプリケーションのモジュール又は機能を含んでよく、
且つ／又は、別の方法で、１つ以上の他のアプリケーションと統合されるか、且つ／又は
相互作用してよい（例えば、１つ以上の他のアプリケーションは、通信アプリケーション
１０ａ、１０ｂ、及び／又は１０ｃのうちの１つ以上によって提供される機能に追加され
る機能を提供してよい）。
【００４４】
　ユーザ３２、３４、３６は、通信プロセス１０を実行するクライアント電子装置（例え
ば、通信プロセス１０ａを実行するスマートフォン１２、通信プロセス１０ｂを実行する
スマートフォン１４、通信プロセス１０ｃを実行するノートブックコンピュータ１６）を
介して、通信プロセス１０にアクセスしてよい。通信プロセス１０を使用して、ユーザ３
２、３４、３６のうちの１人以上が様々なデータタイプを同期式且つ／又は非同期式で使
用して相互作用してよく、これによって、ユーザ間でのアイディア及び情報の多彩且つ動
的な交換が可能になる。
【００４５】
　各種クライアント電子装置は、ネットワーク２０（又はネットワーク３０）と直接結合
又は間接結合されてよい。例えば、スマートフォン１２は、スマートフォン１２と、ネッ
トワーク１４と直接結合されているように図示されている無線アクセスポイント（即ち、
ＷＡＰ）４０との間に確立された無線通信チャネル３８を介して、ネットワーク２０と無
線結合されているように図示されている。ＷＡＰ４０は、例えば、スマートフォン１２と
ＷＡＰ４０との間に無線通信チャネル３８を確立することが可能な、ＩＥＥＥ　８０２．
１１ａ、８０２．１１ｂ、８０２．１１ｇ、Ｗｉ－Ｆｉ、及び／又はＢｌｕｅｔｏｏｔｈ
（登録商標）の装置であってよい。スマートフォン１４は、スマートフォン１４と、ネッ
トワーク１４と直接結合されているように図示されているセルラネットワーク／ブリッジ
４４との間に確立された無線通信チャネル４２を介して、ネットワーク１４と無線結合さ
れているように図示されている。ノートブックコンピュータ１６は、有線接続を介してネ
ットワーク３０と結合されているように図示されている（例えば、ネットワーク３０は更
に、ネットワーク２０及び／又は（接続４６を介して）サーバコンピュータ１８と結合さ
れてよい）。
【００４６】
　当該技術分野において知られているように、ＩＥＥＥ　８０２．１１ｘ規格の全てが、
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パス共有の為に、イーサネットプロトコル及び　キャリア検知多重アクセス／衝突回避（
即ち、ＣＳＭＡ／ＣＡ）を使用してよい。各種８０２．１１ｘ規格は、例えば、位相シフ
トキーイング（即ち、ＰＳＫ）変調又は相補符号キーイング（即ち、ＣＣＫ）変調を使用
してよい。当該技術分野において知られているように、Ｂｌｕｅｔｏｏｔｈは、電気通信
業界の一規格であり、これによって、例えば、携帯電話、コンピュータ、及び個人用携帯
情報端末を短距離無線接続によって相互接続することが可能になる。
【００４７】
　本開示ならではの特徴及び／又は態様を例示しうる１つ以上の例示的実施形態を説明し
ていく。説明の都合上、スマートフォン１２によって実行され、且つ／又は、ユーザ３２
と関連する通信プロセス１０ａを参照していくこととする。しかしながら、そのような参
照は、説明を目的としたものに過ぎず、本開示に対する限定として解釈されてはならない
ことを理解されたい。他の、通信プロセス、クライアント電子装置、及び／又はユーザの
インスタンス化も、同様に利用されてよい。
【００４８】
　一態様によれば、通信プロセス１０は、ユーザがオーディオ及び／又はビジュアルのメ
ディアコンテンツを作成する為の様々なモードを有効化してよく、ユーザによる様々な作
成モードの間の移行を容易にしてよい。例えば、第１のモードでは、ユーザ（例えば、ス
マートフォン１２経由のユーザ３２）は、通信システムの他のユーザに送信されてよく、
通信システムのチャネルに関連付けられた共有仮想空間にポストされてよいオーディオバ
ーストを作成してよい。そのようなモードでは、ユーザは、例えば、ショートボイスメッ
セージ又はオーディオクリップ（例えば、自動車から出る奇妙なノイズや、コンテンツか
らの短いサウンドバイトなど）を（例えば、他のユーザに送信したり、共有仮想空間にポ
ストしたりすることによって）作成及び共有してよい。一実施形態では、スマートフォン
１２に関連付けられたユーザインタフェースからの第１のユーザ入力が、ユーザがオーデ
ィオバーストを作成及び共有することを可能にしてよい。更に、通信プロセス１０は、ユ
ーザがより長いオーディオシーケンスを作成及び共有することを許可してもよく、例えば
、アイディアの詳細な説明や、通信システムの別のユーザとのオーディオ会話を作成及び
共有することを許可してもよい。一実施形態では、ユーザは、第１のユーザ入力に修正を
加えることにより、ショートオーディオバーストモードから、より拡張された、又はより
長いオーディオモードに移行してよい。実施形態によっては、通信プロセス１０は、同様
の修正された入力により、同様に、ユーザが様々なモードのビジュアルコンテンツを作成
することを可能にしてよく、例えば、個別イメージ、イメージバースト（例えば、実施形
態によっては短編アニメーションを提供しうるもの）、及びビデオコンテンツを作成する
ことを可能にしてよい。従って、ユーザは、比較的シンプル且つ直感的な入力により、様
々なタイプのメディアを、様々なモードで作成及び共有することが可能であってよい。通
信システム経由の相互作用に参加する装置例を説明したが、更なる様々な装置も利用され
てよい。実施形態によっては、通信システムと関連して使用される装置は、通信への完全
参加を可能にしてよい（例えば、オーディオ、ビデオ、ピクチャ、テキストなどのような
相互作用を作成することと、オーディオ及び／又はビデオの再生、ピクチャ及びテキスト
の表示などのような相互作用を消費することと、の両方を行ってよい）か、且つ／又は、
通信への部分参加を可能にしてよい装置（例えば、ピクチャ又はビデオの相互作用を作成
及び送信してよいが、ウェブフィードからの写真、テキスト、オーディオ、ビデオなどを
通信チャネルにパブリッシュするように構成されてよい相互作用又はウェブフィードを消
費することは必ずしも可能でなくてよいＷｉＦｉ対応カメラ）を含んでよい。様々な追加
／代替の実施形態及び装置も、同様に利用されてよい。
【００４９】
　更に図２を参照すると、通信プロセス１０は、ユーザインタフェース経由でユーザ入力
を受信（１００）してよい。通信プロセス１０は更に、ユーザ入力の受信に対する応答と
して、メディアデータを受信（１０２）してよい。通信プロセス１０は更に、１人以上の
通信システムユーザに向けてメディアデータをストリーミング（１０４）してよい。通信
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プロセス１０は更に、通信システムチャネルに関連付けられた共有仮想空間にメディアデ
ータをポスト（１０６）してよい。
【００５０】
　例えば、通信プロセス１０は、ユーザ入力を、ユーザインタフェース経由で受信（１０
０）してよい。更に図３を参照すると、通信プロセス１０は、ユーザインタフェース１５
０を提供してよい。一実施形態では、ユーザインタフェース１５０は、一般に、通信シス
テムのチャネルに関連付けられてよいか、且つ／又は、交換にアクティブに参加していて
よい、通信システムの１人以上の他のユーザのインジケータ１５２を含んでよい。同様に
、ユーザインタフェース１５０は、ビジュアルメディアインタフェース１５４を含んでよ
く、これを介して、呼に関連付けられたビジュアルメディアコンテンツが、ユーザ３２（
即ち、図示された例におけるスマートフォン１２の装置操作者）によって表示されるか、
アクセスされるか、且つ／又は、他の方法で相互作用されてよい。ユーザインタフェース
１５０は更に、オーディオメディアインタフェース１５６を含んでよく、これを介して、
呼に関連付けられたオーディオメディアコンテンツが、ユーザ３２によってアクセスされ
るか、且つ／又は、相互作用されてよい。更に、ユーザインタフェース１５０は、オーデ
ィオキャプチャボタン１５８を含んでよく、例えば、これは、オーディオコンテンツを作
成し、それを、通信チャネル上の呼の他の参加者と共有することに利用されてよい。
【００５１】
　一実施形態では、メディアデータは、オーディオメディアデータを含んでよい。図示さ
れた例で説明を続けると、ユーザ３２は、ショートボイスメッセージを生成したい場合が
ある。そこで、ユーザ３２は、オーディオキャプチャボタン１５８にタッチしてよい。ユ
ーザ３２がオーディオキャプチャボタン１５８にタッチしたことに対する応答として、通
信プロセス１０は、メディアデータ（例えば、メディアデータがオーディオメディアデー
タを含んでよい本例におけるオーディオメディアデータ）を受信（１０２）してよい。図
示された例では、スマートフォン１２は、タッチスクリーンディスプレイを含んでよい。
従って、スマートフォン１２は、スマートフォン１２のタッチスクリーンディスプレイ上
に表示された仮想ボタン（例えば、オーディオキャプチャボタン１５８）に関連付けられ
た、タッチスクリーンディスプレイの一部分をユーザがタッチしたことに対する応答とし
て、１つ以上のユーザ入力を受信してよい。当然のことながら、他のユーザ入力装置も利
用されてよい。例えば、他のコンピューティング装置と関連して、トラックパッド入力装
置、マウスポインティング装置などが利用されてよい。
【００５２】
　上述のように、通信プロセス１０は又、ユーザ入力を受信したことに対する応答として
、メディアデータを受信（１０２）してよい。例えば、ユーザ３２がオーディオキャプチ
ャボタン１５８にタッチしたことに対する応答として、スマートフォン１２は、例えば、
マイク又は他の、スマートフォン１２に関連付けられたオーディオキャプチャ機能を利用
して、オーディオ入力をキャプチャしてよい。一実施形態では、ユーザ入力は、関連付け
られた入力継続時間を含んでよい。即ち、ユーザ３２がオーディオキャプチャボタン１５
８にタッチしている間が入力継続時間であってよい。メディアデータを受信（１０２）す
ることは、入力継続時間にわたってメディアデータを受信（１０８）することを含んでよ
い（例えば、通信プロセス１０は、ユーザがオーディオキャプチャボタン１５８にタッチ
している限り、メディアデータを受信（１０８）することが可能である）。即ち、例えば
、ユーザ３２は、オーディオメッセージを作成及び共有したい時間だけオーディオキャプ
チャボタン１５８を押し続けてよい。従って、ユーザ３２は、通信システムの他のユーザ
と共有したいと考えたオーディオコンテンツを作成している間（例えば、スマートフォン
１２に関連付けられたマイクに向かってしゃべったり、スマートフォン１２で録音したり
している間）、オーディオキャプチャボタン１５８を押し続けてよい。例えば、ユーザ３
２がボイスメッセージを通信システムの他のユーザと共有したい場合、ユーザ３２は、オ
ーディオキャプチャボタン１５８を押してよく、ボイスメッセージをしゃべっている間、
オーディオキャプチャボタンを押したままであってよい。ボイスメッセージ（及び／又は
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、ユーザ３２が現在作成中のボイスメッセージの一部分（例えば、そのボイスメッセージ
の更なる部分はその後作成される））が完成したら、ユーザ３２は、オーディオキャプチ
ャボタン１５８を解放してよい。従って、ユーザ３２がオーディオキャプチャボタン１５
８を押し続けている入力継続時間の間、通信プロセス１０は、その入力継続時間にわたっ
てメディアデータを受信（１０８）してよい。
【００５３】
　通信プロセス１０は又、１人以上の通信システムユーザにメディアデータをストリーミ
ング（１０４）してよい。例えば、メディアデータをストリーミング（１０４）すること
は、少なくとも第２の通信システムユーザに、メディアデータを、低遅延パケット化デー
タ送信として送信することを含んでよい。一実施形態では、通信プロセス１０は、メディ
アデータを受信（１０２）しているときに、メディアデータを少なくとも第２の通信シス
テムユーザにストリーミング（１０４）してよい。１つのそのような実施形態では、通信
プロセス１０は、メディアデータを受信（１０２）しながら、メディアデータをリアルタ
イムでストリーミング（１０４）してよい。従って、（図示された例では）ユーザ３２が
ボイスメッセージを作成しているときに（且つ／又は、他の実施形態では他のメディアデ
ータが作成されているときに）、第２の通信システムユーザは、メディアデータをリアル
タイムで（且つ／又は近リアルタイムで）受信することが可能である。実施形態によって
は、通信プロセス１０は、メディアデータを全部受信し終わってから（例えば、ユーザ３
２がオーディオキャプチャボタン１５８を解放してから）メディアデータを第２の通信シ
ステムユーザにストリーミング（１０４）してよい。ユーザ３２がオーディオキャプチャ
ボタン１５８を解放してから（おそらくはずっと後に）メディアデータを第２の通信シス
テムユーザにストリーミング（１０４）することは、場合によっては、ユーザが最初にオ
ーディオデータをキャプチャしたときに第２のユーザがオンラインでないとき（例えば、
ユーザ３２と第２のユーザとの間で非同期通信が行われている間）に行われてよい。メデ
ィアデータを全部受信し終わってからメディアデータを第２のユーザにストリーミング（
１０４）することは、他の状況でも行われてよい。
【００５４】
　通信プロセス１０は更に、通信システムチャネルに関連付けられた共有仮想空間にメデ
ィアデータをポスト（１０６）してよい。既に大まかに述べたように、共有仮想空間は、
ネットワークアクセス可能な記憶領域を含んでよく、例えば、オンライン共有フォルダ、
クラウドベースデータリポジトリ等を含んでよい。一実施形態では、共有仮想空間は、通
信システムの１人以上のユーザによるアクセスが可能であってよい。一実施形態では、メ
ディアデータを共有仮想空間にポスト（１０６）することは、通信システムのユーザのう
ちの１人以上による、記憶されているメディアデータへのアクセスを許可してよい好適な
ファイルフォーマットで、メディアデータを共有仮想空間に記憶させることを含んでよい
。一実施形態では、メディアデータを共有仮想空間にポスト（１０６）することは、（例
えば、メディアデータが、複数のユーザによって作成されたメディアデータの組み合わせ
を含んでよい一実施形態において）メディアデータの作成者又は作成者らの識別子を、記
憶されているメディアデータに関連付けることを含んでよい。一実施形態では、メディア
データに関連付けられた識別子は、メディアデータを含むファイルに関連付けられたタグ
などのメタデータを含んでよい。
【００５５】
　更に、実施形態によっては、メディアデータを共有仮想空間にポスト（１０６）するこ
とは、メディアデータを特定の呼及び／又は相互作用に関連付けることを含んでよい。一
実施形態では、通信システム上の呼が、明示的に定義されたエンティティを含んでよい。
例えば、通信システムのユーザが、通信システムの１人以上の他のユーザとの呼を開始し
てよい。呼を開始することは、その１人以上の他のユーザに対して発呼する明示的なアク
ションを含んでよい。実施形態によっては、呼を開始することは、通信システムチャネル
内に既に存在していてよいポストに対してユーザが応答したり追加したりすることの結果
であってよい。更に、通信システムのユーザの１人以上が、呼を明示的に終了してよい。
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呼は、呼が開始されてから終了するまでの間に通信システムのユーザ間で行われる相互作
用を含んでよい。一実施形態では、通信システム上の呼が、交換の時間限定シーケンスを
含んでよい。例えば、交換のシーケンスを、各交換間の最大時間が閾値時間未満である単
一呼としてグループ化してよい。メディアデータは、通信システムのチャネルに関連付け
られてもよい。これも既に大まかに述べたように、チャネルは、一般に、相互作用の寄与
者及び／又は受容者として定義されたデフォルトグループの参加者による、且つ／又は、
それらの参加者の間の、且つ／又は、それらの参加者を含む、複数の呼又は相互作用を含
んでよい。これも既に大まかに述べたように、相互作用は、様々なモダリティ及び時間的
領域にまたがる様々なメディアタイプの交換、配布、ブロードキャスト、及び／又は共有
を含んでよい。一実施形態では、メディアデータは、（例えば、チャネルに関連付けられ
てよい）所与の呼に関連付けられることによって、チャネルに関連付けられてよい。他の
実施形態では、メディアデータとチャネルとの間の直接の関連付けが作成されてよい。例
えば、タグなどのメタデータが、メディアデータと関連付けられてよく、これによってメ
ディアデータがチャネルに関連付けられてよい。任意の各種実施形態によれば、メディア
データは、通信システム上のチャネルに関連付けられてよく、且つ／又は、チャネル上の
特定呼に関連付けられてよく、且つ／又は、通信システムの特定ユーザに関連付けられて
よい。
【００５６】
　一実施形態では、メディアデータを共有仮想空間にポスト（１０６）することは、メデ
ィアデータを少なくとも通信システムの第２のユーザにストリーミング（１０４）するこ
ととほぼ同時に、メディアデータを共有仮想空間にポスト（１０６）することを含んでよ
い。そのような実施形態では、メディアデータは、メディアデータの作成とほぼ同時にポ
ストされてよい。従って、実施形態によっては、メディアデータは、メディアデータの作
成とほぼ同時に、共有仮想空間にアクセスしているユーザによるアクセスが可能であって
よい。
【００５７】
　一例示的実施形態によれば、メディアデータを共有仮想空間にポスト（１０６）するこ
とは、メディアデータを共有仮想空間にストリーミングすること（例えば、メディアデー
タを、受容者としての共有仮想空間にストリーミングしたり、且つ／又は、メディアデー
タをキャプチャして共有仮想空間に保存してよいプロセスにストリーミングしたりするこ
と）を含んでよい。そのような一実施形態では、通信プロセス１０は、メディアデータを
、少なくとも、通信システムの第２のユーザと、共有仮想空間とにマルチキャストしてよ
い。別の例示的実施形態では、メディアデータを少なくとも通信システムの第２のユーザ
にストリーミング（１０４）すること、及びメディアデータを共有仮想空間にポスト（１
０６）することは、あるプロセス（例えば、サーバ側通信プロセス）にメディアデータを
ストリーミングすることを含んでよく、このプロセスは、例えば、メディアデータを少な
くとも第２のユーザにストリーミングし、且つ、メディアデータを共有仮想空間に保存し
てよいプロセスである。様々な追加／代替の実施形態も同様に利用されてよい。
【００５８】
　上述のように、一実施形態では、ユーザ入力は、関連付けられた入力継続時間を含んで
よい。更に、メディアデータを受信（１０２）することは、入力継続時間にわたってメデ
ィアデータを受信（１０８）することを含んでよい。従って、上述の実施形態では、ユー
ザ３２は、オーディオキャプチャボタン１５８が押されている限り、メディアデータを作
成及び共有することが可能である。場合によっては、オーディオキャプチャボタン１５８
を押し続けることを必要とせずにオーディオメディアデータをキャプチャし続けることが
望ましいであろう。例えば、ユーザ３２は、ハンズフリー操作でオーディオメディアをキ
ャプチャできるようにしたいと思うであろう（それは、例えば、共有すべき音源にスマー
トフォン１２のマイクをよりよく向けられるようにしたい場合や、手を別の動作に使える
ようにしたい場合などであろう）。一実施形態では、通信プロセス１０は、入力修正を受
信（１１０）してよい。更に、通信プロセス１０は、入力継続時間より長い時間にわたっ
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てメディアデータを受信することを含む入力修正に対する応答としてメディアデータを受
信してよい。例えば、既に大まかに述べたように、通信プロセスは、ユーザ入力が受信（
１００）されている限り、メディアデータを受信（１０２）することが可能である。入力
修正の受信（１１０）に対する応答として、通信プロセス１０は、入力がもはや受信され
なくなっても、メディアデータを受信（１０２）し続けてよい。一実施形態によっては、
入力修正は、ユーザ入力をロックすることにより、通信プロセス１０がメディアデータを
受信し続けることを可能にしてよい。
【００５９】
　例えば、図３に示されたユーザインタフェース１５０では、ユーザ３２は、オーディオ
キャプチャボタン１５８を押すことにより、オーディオキャプチャボタン１５８が押され
ている間はオーディオメディアデータをキャプチャすることが可能である。一実施形態で
は、ユーザ３２は、オーディオキャプチャボタン１５８に関連付けられたスワイプジェス
チャとして、入力修正を起動してよい。例えば、スワイプジェスチャは、オーディオキャ
プチャボタン１５８を押すことと、オーディオキャプチャボタン１５８を押しているとき
に、オーディオキャプチャボタン１５８を押している指を横方向に（例えば、左から右の
方向でパッドロックアイコン１６０に向かって）スライドさせる動きを実行することと、
を含んでよい。図示された例では、パッドロックアイコン１６０に向かう、オーディオキ
ャプチャボタン１５８のスライドジェスチャは、オーディオキャプチャをオン状態に「ロ
ック」して、入力継続時間より長い（例えば、オーディオキャプチャボタン１５８が押さ
れている時間より長い）時間にわたってオーディオメディアデータを受信（１０２）する
ことを通信プロセス１０に行わせることが可能な入力修正として受信（１１０）されてよ
い。
【００６０】
　一実施形態では、通信プロセス１０は、ユーザ入力の受信（１０２）に対する応答とし
て、更には、入力修正の受信（１１０）に対する応答として、オーディオメディアデータ
を受信（１０２）してよい。更に、通信プロセス１０は、既に大まかに述べたように、メ
ディアデータを受信（１０２）し続けてよい限り、メディアデータのストリーミング（１
０４）及びポスト（１０６）を行うことが可能である。一実施形態では、通信プロセス１
０は、入力修正が解除されるまで、メディアデータを受信（１０２）し続けることが可能
である。各種実施形態によれば、ユーザ３２は、オーディオキャプチャボタン１５８を「
ロック」する為に用いられた方向とは逆の方向（例えば、図示されたユーザインタフェー
ス１５０においては右から左の方向）にスワイプすることによって、入力修正（即ち、図
示された例では、「ロックされた」オーディオキャプチャボタン）を解除してよい。別の
実施形態では、ユーザ３２は、オーディオキャプチャボタン１５８の中央（又は通常）位
置を押すことによって、オーディオキャプチャボタン１５８を「ロック解除」して（通信
プロセスがメディアデータの受信を停止するようにして）よい。メディアデータの連続キ
ャプチャを停止する為の、様々な追加／代替のメカニズムが利用されてよい。
【００６１】
　上述のように、通信プロセス１０は、オーディオメディアデータに対する追加／代替と
なるメディアタイプを受信（１０２）、ストリーミング（１０４）、及びポスト（１０６
）してよい。一例示的実施形態では、メディアデータは、ビジュアルメディアデータを含
んでよい。そのような例によれば、通信プロセス１０は、ユーザ入力を受信（１００）し
て、デジタルピクチャなどのビジュアルメディアをキャプチャしてよく、例えば、スマー
トフォン１２に関連付けられたデジタルカメラ機能によりキャプチャしてよい。他のコン
ピューティング装置が、コンピューティング装置に組み込まれたカメラ機能により、且つ
／又は、コンピューティング装置に関連付けられた他の装置（例えば、ウェブカメラ等）
により、デジタルピクチャをキャプチャしてもよい。一例示的実施形態では、スマートフ
ォン１２を、ポートレート方向（例えば、スマートフォン１２の長手軸がほぼ垂直方向を
向いている状態）から風景方向（例えば、スマートフォン１２の長手軸がほぼ水平方向を
向いている状態）に回転させることにより、通信プロセス１０に関連付けられたビジュア
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ルメディアキャプチャ機能を有効化してよい。ビジュアルメディアキャプチャ機能は、別
の方法で有効化されてもよい。ビジュアルキャプチャ機能が有効化されると、スマートフ
ォン１２のディスプレイの少なくとも一部分が、スマートフォン１２に関連付けられたデ
ジタルカメラの視野を描写するビューファインダとして動作してよい。そのような一実施
形態では、ユーザ３２は、ビューファインダディスプレイの任意の部分（及び／又は指定
された部分又は機能）をタップすることにより、ユーザインタフェース経由でユーザ入力
を受信（１００）することを通信プロセス１０に行わせてよい。ユーザ入力（即ち、ビュ
ーファインダディスプレイ上のタップ）の受信（１００）に対する応答として、通信プロ
セス１０は、単一デジタルピクチャの形式のメディアデータを受信（１０２）してよい。
そのような実施形態では、ユーザ３２がビューファインダディスプレイをタップするたび
に、通信プロセス１０は、単一デジタルピクチャに対応するメディアデータを受信（１０
２）してよい（その場合、例えば、通信プロセス１０がビジュアルメディアデータを受信
できる継続時間は、ユーザ入力の時間にほぼ対応してよい）。当然のことながら、デジタ
ルイメージをキャプチャする為には、他のユーザ入力も同様に利用されてよい。
【００６２】
　上述の例について続けると、通信プロセス１０は、関連付けられた入力継続時間を含む
ユーザ入力を受信（１００）してよい。更に、通信プロセス１０は、その入力継続時間に
わたってメディアデータを受信（１０２）してよい。上述のように、ユーザ３２は、ユー
ザインタフェースに関連付けられたビューファインダディスプレイをタップしてよい。ユ
ーザ３２がビューファインダディスプレイ（及び／又はビューファインダディスプレイの
指定された部分又は機能）をタップするたびに、通信プロセス１０は、ユーザ入力を受信
（１００）してよく、且つ、（例えば、少なくとも部分的に、入力継続時間に基づいて）
タップごとに単一デジタルピクチャの形式でメディアデータを受信（１０２）してよい。
更に、場合によっては、ユーザ３２は、延長された時間（例えば、タップより長い時間）
にわたってビューファインダディスプレイにタッチしてよい。一実施形態では、延長され
たタッチに対する応答として、通信プロセス１０は、その入力継続時間にわたってビジュ
アルメディアデータを受信（１０２）してよい。延長されたタッチに関連付けられた入力
継続時間にわたってビジュアルメディアデータを受信（１０２）することは、ビジュアル
メディア入力データをデジタルピクチャのバーストとして受信（１０２）することを含ん
でよい。実施形態によっては、通信プロセス１０は、ユーザ３２がビューファインダディ
スプレイにタッチし続ける限り、デジタルピクチャのバーストを受信（１０２）すること
が可能である。他の実施形態では、通信プロセス１０は、所定枚数のピクチャを含む、デ
ジタルピクチャのバースト（例えば、５枚のピクチャのバーストなど）の形式でビジュア
ルメディアデータを受信（１０２）してよい。実施形態によっては、通信プロセス１０は
、デジタルピクチャのバーストを含むメディアデータを、一連の離散イメージとして、且
つ／又は、バーストの離散イメージを含むアニメーションとして、ストリーミング（１０
４）及び／又はポスト（１０６）してよい。実施形態によっては、通信プロセス１０は、
延長されたタッチに対する応答として、ビューファインダディスプレイに対するユーザ入
力タッチの長さに少なくとも部分的に基づいてよい継続時間を有するビデオクリップとし
て、ビジュアルメディアデータを受信（１０２）してよい。他の実施形態も同様に利用さ
れてよい。
【００６３】
　一例示的実施形態では、通信プロセス１０は、入力修正を受信（１１０）してよい。更
に、通信プロセス１０は、入力継続時間より長い時間にわたってメディアデータを受信す
ることを含む入力修正に対する応答として、メディアデータを受信（１０２）してよい。
ユーザ入力がビューファインダディスプレイ内のタッチを含んでよい例示的実施形態では
、入力修正の一例が、タッチ及びスライドのジェスチャを含んでよい。例えば、更に図４
を参照すると、そのような実施形態では、ユーザ３２は、ビューファインダディスプレイ
内の表示にタッチしてよく、その後、表示の端から端まで指を（例えば、水平方向又は垂
直方向に）スライドさせてよい。例えば、ユーザ３２は、表示内のカメラアイコン１６２
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にタッチしてよく、その後、アイコン１６２をスライドさせることにより入力修正を与え
てよい。一実施形態では、タッチ及びスライドの入力修正の受信（１１０）に対する応答
として、通信プロセス１０は、入力継続時間より長い時間にわたってメディアデータを受
信（１０２）してよい。例えば、タッチ及びスライドの入力修正は、デジタルピクチャの
バースト又はビデオ記録の形式でビジュアルメディアデータを受信することを通信プロセ
ス１０に行わせてよい。一実施形態では、ビデオ記録は、ユーザ３２が（例えば、ビュー
ファインダディスプレイ上での別のタッチ入力のようなキャンセルジェスチャなどを利用
して）停止するまで続いてよい。通信プロセス１０は、一般に、ビデオメディアデータの
ストリーミング（１０４）及びポスト（１０６）を、ここまで大まかに述べたように行っ
てよい。
【００６４】
　入力修正がタッチ及びスライドのジェスチャを含んでよい前述の例では、当然のことな
がら、スライドジェスチャの方向に応じて、様々な入力修正が受信（１１０）されてよい
。例えば、一実施形態では、ユーザ３２は、カメラアイコン１６２をアイコン１６４に向
かって（図示された実施形態では）上方にスライドさせることにより、（例えば、上述の
バーストピクチャモードに対する追加又は代替の実施形態として）バーストピクチャモー
ドを起動してよい。カメラアイコン１６２にタッチしてバーストアイコン１６４に向かっ
て上方にスライドさせると、第１の入力修正の受信を通信プロセス１０に行わせることが
可能である。一実施形態では、第１の入力修正は、例えば、ユーザ３２がスマートフォン
１２のディスプレイをタップするたびに、複数のデジタル写真の形式でのビジュアルメデ
ィアデータの受信（例えば、所定の時間間隔での撮影）を通信プロセス１０に行わせるこ
とが可能である。更に、ユーザ３２は、カメラアイコン１６２にタッチして側方に（例え
ば、左又は右へ）スライドさせてよい。例えば、一実施形態では、スライドが左から右の
方向であるタッチ及びスライドのジェスチャ（例えば、カメラアイコン１６２をビデオア
イコン１６６に向かってスライドさせること）により、スマートフォン１２に関連付けら
れた第１のカメラ（例えば、後ろ向きのカメラ）からのビデオメディアデータの受信（１
０２）を通信プロセス１０に行わせてよい。関連した方式で、スライドが右から左の方向
であるタッチ及びスライドのジェスチャ（例えば、カメラアイコン１６２をビデオ会議ア
イコン１６８に向かってスライドさせること）により、スマートフォン１２に関連付けら
れた第２のカメラ（例えば、前向きのカメラ）からのビデオメディアデータの受信（１０
２）を通信プロセス１０に行わせてよい。他の入力修正によって、別の機能が通信プロセ
スによって実現されてもよい。更に、当然のことながら、他のユーザ入力及び他の入力修
正が、本開示から著しく逸脱しない範囲で利用されてよい。
【００６５】
　一実施形態では、通信プロセス１０は、第２の通信システムユーザからの送信を受信（
１１２）してよい。第２の通信システムユーザからの送信は、例えば、オーディオメディ
アデータ送信（例えば、オーディオクリップ、ボイスメッセージなど）などのストリーミ
ングメディアデータ送信や、ビジュアルメディアデータ送信（例えば、ピクチャ、アニメ
ーション、ビデオクリップなど）を含んでよい。一実施形態では、第２の通信システムユ
ーザから受信（１１２）された送信は、（例えば、前述のような）受信（１００）された
ユーザ入力に基づいて通信プロセス１０によって受信（１０２）されるメディアデータの
ストリーミング（１０４）と時間的に重なってはならない。即ち、第２の通信システムユ
ーザからの送信の受信（１１２）は、通信プロセス１０がメディアデータをストリーミン
グ（１０４）してよい時間の間は開始されてはならず、或いは、通信プロセス１０がメデ
ィアデータをストリーミング（１０４）してよい時間に及ぶほど延長されてはならない。
そのような実施形態では、通信プロセス１０によるメディアデータのストリーミング（１
０４）と、第２の通信システムユーザからの送信の受信（１１２）は、時間的に別々のイ
ベントとして行われてよい。
【００６６】
　第２の通信システムユーザからの送信の受信（１１２）がメディアデータのストリーミ
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ング（１０４）と時間的に重ならない一実施形態では、メディアデータをポスト（１０６
）することは、第２の通信システムユーザからの送信に関連付けられたポストを基準にし
て、メディアデータをシーケンシャルにポストすることを含んでよい。例えば、既に大ま
かに述べたような方式で、通信プロセス１０によって受信されたメディアデータは、通信
システムチャネルに関連付けられた共有仮想空間にポスト（１０６）されてよい。同様に
、第２の通信システムユーザからのメディアデータは、通信チャネルに関連付けられた共
有仮想空間にポストされてよい。ユーザ３２からのストリーミングメディアデータが第２
の通信システムユーザからの送信と時間的に重ならない一実施形態では、通信プロセス１
０は、ユーザ３２からのメディアデータを、第２の通信システムユーザによって送信され
たメディアデータとは別のポストとして、ポスト（１０６）してよい。更に、ユーザ３２
からのメディアデータのポスト、及び第２の通信システムユーザからの送信に関連付けら
れたポストは、共有仮想空間において、それぞれが行われた時刻に基づいて、シーケンシ
ャルに順序付けされてよい。
【００６７】
　一例示的実施形態では、第２の通信システムユーザからの送信の受信（１１２）は、メ
ディアデータのストリーミング（１０４）と時間的に重なってよい。例えば、第２の通信
システムユーザから受信（１１２）される送信は、ユーザ３２からのメディアデータのス
トリーミング（１０４）が完了する前に開始されてよい。同様に、通信プロセス１０が受
信（１１２）してよい、第２の通信システムユーザからの送信（例えば、これはストリー
ミングメディアデータを含んでよい）は、通信プロセス１０がユーザ３２からのメディア
データのストリーミング（１０４）を開始する時点で完了していなくてよい（例えば、通
信プロセス１０は第２の通信システムユーザからの送信を受信（１１２）し続けていてよ
い）。そのような実施形態によれば、通信プロセス１０がユーザ３２からのメディアデー
タをストリーミングしている時間の少なくとも一部分にわたって、通信プロセス１０は、
ユーザ３２からのメディアデータのストリーミング（１０４）と、第２の通信システムユ
ーザからの送信の受信と、を同時に行っていてよい。
【００６８】
　通信プロセス１０によってストリーミング（１０４）されるメディアタイプと、第２の
通信システムユーザから受信（１１２）されるメディアタイプとが同じメディアタイプを
含む（例えば、両方ともオーディオメディアデータを含んだり、両方ともビデオメディア
データを含んだりする）一実施形態では、メディアデータをストリーミング（１０４）す
ることは、メディアデータと第２の通信システムユーザからの送信とを組み合わせて多方
向ストリーミングメディアデータ送信とすることを含んでよい。例えば、ユーザ３２から
ストリーミング（１０４）されるメディアデータがストリーミングオーディオ（例えば、
ボイスメッセージ）を含み、第２の通信システムユーザから受信（１１２）される送信も
オーディオ（例えば、ボイスメッセージ）を含むとすると、通信プロセス１０がユーザ３
２からメディアデータをストリーミング（１０４）することは、メディアデータと受信さ
れる送信とを組み合わせて多方向ボイス通信（例えば、ボイスオーバＩＰセッション、又
は他のテレフォニーセッション）とすることを含んでよい。従って、ユーザ３２と第２の
通信システムユーザは、ほぼリアルタイムの双方向（又は、他の通信システムユーザが同
じメディアタイプを同時に送信している場合であれば、多方向）の会話に参加することが
可能である。同様に、ユーザ３２からストリーミング（１０４）されるメディアタイプと
、第２の通信システムユーザから受信されるメディアタイプとが、両方ともビデオデータ
を含む場合、ユーザ３２からメディアデータをストリーミング（１０４）することは、ス
トリーミングメディアと受信された送信とを組み合わせてビデオ会議とすることを含んで
よい。
【００６９】
　ほぼ同様に、第２の通信システムユーザからの送信を受信（１１２）することが、メデ
ィアデータをストリーミング（１０４）することと時間的に重なってよい一実施形態では
、メディアデータをポスト（１０６）することは、メディアデータと、第２の通信システ
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ムユーザからの送信とを、共有仮想空間内の組み合わせメディアデータポストとしてポス
ト（１０６）することを含んでよい。例えば、ストリーミングメディアデータと、第２の
通信システムユーザからの送信とを組み合わせて、単一の多方向会話（又は交換）とする
こととほぼ同様に、ユーザ３２からのメディアデータに関連付けられたポスト、及び第２
の通信システムユーザからの送信に関連付けられたポストは、ユーザ３２からのメディア
データと第２の通信システムユーザからのメディアデータとの組み合わせコンテンツを含
む単一ポストを含んでよい。一実施形態では、ユーザ３２からの組み合わせメディアデー
タと第２の通信システムユーザからの送信とを含むポストは、このポストが、ユーザ３２
からのコンテンツと第２の通信システムユーザからのコンテンツとの両方を含むことを示
す関連付けられたインジケータ（例えば、タグなどのメタデータ）を含んでよい。
【００７０】
　更に図５を参照すると、一実施形態では、通信プロセス１０は、通信システムから複数
のメディアアイテムを受信（２００）してよい。この複数のメディアアイテムは、少なく
ともオーディオメディアアイテム及びビジュアルメディアアイテムを含んでよい。通信プ
ロセス１０は又、オーディオメディアアイテムの時間順序表示とビジュアルメディアアイ
テムの時間順序表示とを含むユーザインタフェースを提供（２０２）してよい。通信プロ
セス１０は又、オーディオメディアアイテムにアクセス（２０４）してよく、これは、オ
ーディオメディアアイテムの表示を基準にしてビジュアルメディアアイテムの表示を順序
付けすることを含む。通信プロセス１０は更に、ビジュアルメディアアイテムにアクセス
（２０６）してよく、これは、これは、オーディオメディアアイテムの表示と無関係に、
ビジュアルメディアアイテムの表示を順序付けすることを含む。
【００７１】
　例えば、既に大まかに述べたように、実施形態によっては、通信システムは、システム
のユーザ同士が、様々なメディアタイプを使用し、様々な時間的領域において相互作用を
行うことを可能にしてよい。例えば、ユーザらは、オーディオクリップ、ボイスメッセー
ジ、複数ユーザ間の相互作用的会話などのようなオーディオメディアタイプを介して相互
作用を行ってよい。同様に、ユーザらは、ビジュアルメディア通信を介して相互作用を行
ってよく、ビジュアルメディア通信は、例えば、スチルイメージ、アニメーションイメー
ジ、ビデオクリップ、複数ユーザ間のビデオ会議、テキストメッセージ又はテキストポス
ト、ドキュメント、地図、図面などを含んでよい。更に、各種実施形態によれば、メディ
アアイテムは、ストリーミングメディアアイテム（例えば、これは、ユーザ間の低遅延且
つ／又はリアルタイム又は近リアルタイムの通信を可能にしてよい）、並びにメディアフ
ァイル送信として、ユーザ間で送信されてよい。通信システムの１人のユーザから他の１
人以上のユーザに、各種メディアアイテムが送信されてよい。従って、通信プロセス１０
は、通信システムから複数のメディアアイテムを受信（２００）してよい。複数のメディ
アアイテムは、少なくともオーディオメディアアイテム及びビジュアルメディアアイテム
を含んでよい。
【００７２】
　一実施形態では、オーディオメディアアイテムは、通信システムのチャネルに関連付け
られた１人以上のユーザによるそれぞれのオーディオ送信に対応する複数のオーディオセ
グメントを含んでよい。例えば、各オーディオセグメントは、通信システムのユーザ（例
えば、ユーザ３２）に送信され、通信プロセス１０によって受信（２００）される独立し
たボイスメッセージ又はオーディオメディアファイルを含んでよい。更に、上述のように
、実施形態によっては、オーディオメディアアイテムは、複数ユーザ間の相互作用的会話
に関連付けられたオーディオを含んでよい。そのような実施形態では、オーディオセグメ
ントの少なくとも一部分が、マルチパーティ会話に対応してよい。例えば、マルチパーテ
ィ会話は、ボイスオーバＩＰ又は他のオーディオテレフォニー機能を提供しうる通信シス
テムを使用するパーティ間で行われるマルチパーティ会話を含んでよい。マルチパーティ
会話に関連付けられた各オーディオセグメントは、マルチパーティ会話の各参加者によっ
て生成されるオーディオを含んでよい。例えば、会話の参加者が発話するたびに、オーデ
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ィオセグメントが生成されてよく、通信プロセス１０によって受信（２００）されてよい
。
【００７３】
　実施形態によっては、個々のオーディオセグメントは、少なくとも部分的には、オーデ
ィオメディア内に作成されたオーディオ「余白」に基づいてよい。例えば、ボイスメッセ
ージ（又は他のオーディオメディア）の作成中に、ユーザ３２は、閾値時間より長い時間
にわたって休止する（又は別の方法で、通信プロセス１０によって受信（２００）される
オーディオ信号、例えば音量、を減らす）ことによってオーディオ「余白」を作成してよ
い。通信プロセス１０は、そのような余白の検出に基づいて、オーディオメディアをセグ
メント化してよい。即ち、通信プロセス１０は、余白に先行するオーディオメディアに対
応する第１のオーディオセグメントを受信（２００）し、余白の後に続くオーディオメデ
ィアに対応する第２のオーディオセグメントを受信（２００）してよい。ほぼ同様に、（
例えば、通信プロセス１０によって、ボイスオーバＩＰ又は他のテレフォニーを介して提
供されてよい）２人以上のユーザの間のマルチパーティ会話の間は、どのオーディオセグ
メントも２人以上の作成者を含んでよく、例えば、２人のユーザが同時に発話する場合に
は、第２のユーザは、第１のユーザが発話を停止してから、閾値余白時間より短い間に発
話を開始する。従って、通信システム１０は、第１のユーザ及び第２のユーザの両方が作
成者であるオーディオセグメントを含むオーディオメディアを受信（２００）してよい。
更に、第２のユーザの発話後に、第１のユーザ及び第２のユーザの両方（並びに、マルチ
パーティ会話に参加している他の任意のユーザ）が、閾値余白時間以上の時間にわたって
無言のままであってよい（且つ／又は、生成するオーディオ信号を絞ってよい）。そのよ
うな実施形態では、閾値余白時間後にユーザが発話を開始すると、通信プロセス１０は、
１人以上の作成者を含んでよい別のオーディオセグメントを受信（２００）してよい。
【００７４】
　一実施形態では、マルチパーティ会話は、進行中のマルチパーティ会話を含んでよい。
従って、オーディオメディアアイテムの少なくとも一部分が、進行中のマルチパーティ会
話からのオーディオセグメントを含んでよい。会話は進行中の会話を含んでよい為、会話
の参加者らが互いに発話し続けるにつれて、通信プロセス１０は、進行中の会話の現在の
状態に関連付けられたオーディオセグメントを含む追加のメディアアイテムを受信（２０
０）してよい。既に大まかに述べたように、様々なオーディオセグメントが、作成者ごと
に受信（２００）されてよく（例えば、異なるユーザが発話するか別の方法でオーディオ
メディアを作成するたびに別のオーディオセグメントが作成されてよく）、或いは、余白
ごとに受信（２００）されてよい（例えば、閾値余白時間以上のオーディオ余白が発生す
るたびに別のオーディオセグメントが作成される）。
【００７５】
　通信プロセス１０は又、オーディオメディアアイテムの時間順序表示とビジュアルメデ
ィアアイテムの時間順序表示とを含むユーザインタフェースを提供（２０２）してよい。
例えば、更に図６を参照すると、通信プロセス１０は、ユーザインタフェース２５０を提
供（２０２）してよい。ユーザインタフェース２５０は、オーディオトラック表示２５２
を含んでよく、これは、オーディオメディアアイテムの時間順序表示を含んでよい。例え
ば、図示された実施形態では、オーディオトラック表示２５２は、オーディオ波形がその
上に描かれたオーディオテープの断片として描かれている。図示されたユーザインタフェ
ースでは、オーディオ波形は、通信プロセスによって受信（２００）された個々のオーデ
ィオセグメントと相互に関係してよい。一実施形態では、ユーザ３２は、１つ以上の現在
表示されているオーディオセグメントよりも遅い時間に発生したオーディオセグメント、
及び／又は、それより早い時間に発生したオーディオセグメントにアクセスする為に、オ
ーディオトラック表示２５２をトラバースしてよい。
【００７６】
　一実施形態では、ユーザ３２は、オーディオトラック表示２５２を横方向にスクロール
することによってトラバースしてよく、例えば、スマートフォン１２に関連付けられたタ
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ッチスクリーンディスプレイ上のオーディオトラック表示２５２の表現の端から端まで左
右方向のスワイプジェスチャを実行することによってトラバースしてよい。一実施形態で
は、左から右へのスワイプジェスチャが、オーディオトラック表示２５２を左にスクロー
ルして、ユーザ３２が、より早い時間に発生したオーディオセグメントを閲覧することを
可能にしてよい。ほぼ同様に、右から左へのスワイプジェスチャが、オーディオトラック
表示２５２を右にスクロールして、ユーザ３２が、より遅い時間に発生したオーディオセ
グメントを閲覧することを可能にしてよい。ユーザ３２は、オーディオトラック表示２５
２内に表示されたオーディオセグメントの表現を（例えば、タッチ、クリック等により）
選択することにより、オーディオセグメントにアクセス（例えば、オーディオセグメント
をリスン）してよい。更に、オーディオトラック表示２５２内の、関連付けられた作成時
刻がより早い時刻であるオーディオセグメントをユーザ３２が表示していてよいか、且つ
／又は、そのオーディオセグメントにアクセスしていてよい状況では、ユーザ３２は、「
停止（ｓｔｏｐ）」ボタン２５４を選択してよい。「停止（ｓｔｏｐ）」ボタン２５４を
選択すると、直近に受信（２００）されたオーディオメディアアイテムを表示するように
、オーディオトラック表示２５２がトラバースされてよい。ユーザ３２が「停止（ｓｔｏ
ｐ）」ボタン２５４を選択したときに通信プロセス１０がストリーミングオーディオメデ
ィアを受信（２００）していてよい状況では、通信プロセス１０は、ストリーミングオー
ディオメディアのリアルタイム再生を開始する。当然のことながら、オーディオメディア
アイテムの時間順序表示を提供する為に、様々な追加／代替の表示が実装されてよい。例
えば、ユーザ３２は、（オーディオトラック表示２５２で表された）記録済みオーディオ
メディアデータを再生しきる（例えば、選択されたオーディオメディアデータから最後に
受信されたオーディオメディアデータにかけての、選択された部分から全ての記録済みオ
ーディオメディアまでを再生する）ことを可能にすることだけで、オーディオメディアデ
ータの直近部分に戻ることも可能であり、且つ／又は、オーディオトラック表示２５２を
、直近に受信されたオーディオメディアデータまでトラバースすることが可能である。更
に、オーディオメディアアイテムの再生及び／又はオーディオメディアアイテムへのアク
セスに関する様々な追加／代替の制御機能（例えば、順方向又は逆方向のスキップ、早送
り、巻き戻し等の制御機能）が提供されてよい。
【００７７】
　一実施形態では、個々のオーディオセグメントは、オーディオトラック表示２５２にお
いて、時間順序で配列されてよく、その場合、個々のオーディオセグメントは、オーディ
オセグメントが作成された時刻に基づいて配列されてよい。オーディオセグメントのうち
の１つ以上が、オーディオセグメントの作成と同時に通信プロセス１０によって受信（２
００）されていなくてもよい一実施形態では、オーディオセグメントは、そのオーディオ
セグメントに関連付けられた作成時刻データに基づいて、オーディオトラック表示２５２
に表示されているその他のオーディオセグメントとともに時間の順に配列されてよい。オ
ーディオセグメントに関連付けられた作成時刻データは、オーディオセグメントに関連付
けられたメタデータを含んでよい。オーディオセグメントを他のオーディオセグメントを
基準に時間順序付けすることに、オーディオセグメントに関連付けられたメタデータを使
用することに加え、実施形態によっては、通信プロセス１０は、オーディオトラック表示
２５２において現在選択されているオーディオセグメントに関連付けられたメタデータを
表示してよい。例えば、通信プロセス１０は、タグ２５６を表示してよく、タグ２５６は
、例えば、オーディオセグメントの１人以上の作成者の識別情報、オーディオセグメント
の継続時間、及びオーディオセグメントの作成時刻を含んでよい。タグ２５６は、追加及
び／又は代替の情報を含んでよい。
【００７８】
　ほぼ同様に、通信プロセス１０は、ビジュアルメディアアイテムの時間順序表示を含む
ユーザインタフェースも提供（２０２）してよい。例えば、ユーザインタフェース２５０
は、ビジュアルトラック表示２５８を含んでよい。ビジュアルトラック表示２５８は、個
々のビジュアルメディアアイテムに基づく、且つ／又は、個々のビジュアルメディアアイ
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テムを表す、複数のイメージを含んでよい。例えば、ビジュアルトラック表示２５８にお
ける各イメージは、ビジュアルトラック表示２５８内に収まるサイズにスケーリングされ
たビジュアルメディアアイテムを含んでよい。ビジュアルメディアアイテムがビデオメデ
ィアアイテム及び／又はアニメーション化されたビジュアルメディアアイテムを含んでよ
い一実施形態では、ビジュアルトラック表示２５８におけるイメージは、ビデオメディア
アイテム又はアニメーション化されたビジュアルアイテムの最初のイメージのような代表
的なイメージを含んでよい。他の代表的なイメージも、同様に用いられてよい。更に、オ
ーディオメディアアイテムに関連付けられたユーザインタフェースに関する記載とほぼ同
様に、ビジュアルメディアアイテムは、個々のビジュアルメディアアイテムのそれぞれの
作成時刻に基づいて時間順序付けされた配列で、ビジュアルトラック表示２５８において
配列されてよい。図示されていないが、各ビジュアルメディアアイテムは、関連付けられ
た作成者（ら）、作成時刻等、メタデータを含んでよい。実施形態によっては、メタデー
タ及び／又はメタデータに少なくとも部分的に基づく情報の少なくとも一部分が、ユーザ
インタフェース２５０内に表示されてよい。更に、これも、オーディオメディアアイテム
に関する大まかな記載と同様に、ユーザ３２は、現在表示されているビジュアルメディア
アイテムより早い作成時刻及び／又は遅い作成時刻のビジュアルメディアアイテムにアク
セスしてよく、例えば、ビジュアルトラック表示２５８に対して実行される左右方向のス
ワイプジェスチャによってアクセスしてよい。
【００７９】
　通信プロセス１０は又、オーディオメディアアイテムの表示に基づいてビジュアルメデ
ィアアイテムの表示を順序付けすることを含めて、オーディオメディアアイテムにアクセ
ス（２０４）してよい。例えば、上述のように、ユーザ３２は、以前の時間のオーディオ
セグメントにアクセスする為にオーディオトラック表示２５２をトラバースしてよく、例
えば、図示された例示的実施形態におけるオーディオトラック表示２５２の端から端まで
、左から右のスワイプジェスチャを行うことにより、トラバースしてよい。更に、通信プ
ロセス１０は、例えば、以前の時間のオーディオメディアアイテムにアクセス（２０４）
することを、オーディオトラックディスプレイ２５２内から、以前のオーディオメディア
アイテムに関連付けられたオーディオ波形を選択することにより、行ってよい。一実施形
態では、オーディオメディアアイテムにアクセス（２０４）することは、オーディオメデ
ィアアイテムの表示に基づいてビジュアルメディアアイテムの表示を順序付けすることを
含んでよい。例えば、ユーザ３２が以前の時間のオーディオセグメントにアクセス（２０
４）したことに対する応答として、通信プロセス１０は、アクセス（２０４）されたオー
ディオメディアアイテムの作成時刻と少なくともほぼ一致しているであろう作成時刻を有
する１つ以上のビジュアルメディアアイテムを、例えば、ビジュアルトラック表示２５８
内に表示してよい。前述の例と合致するが、ユーザ３２が以前の時間のオーディオセグメ
ントをリスンすると、ほぼ一致する時間のビジュアルメディアアイテムが表示されてよい
。実施形態によっては、オーディオメディアアイテムにアクセスすることは、ビデオメデ
ィアアイテムとは無関係にオーディオメディアアイテムにアクセスすることを含んでよい
。即ち、実施形態によっては、ユーザ３２は、ビジュアルトラック表示２５８及び／又は
ビジュアルトラック表示２５８内のアイテムの対応する順序付けを行うことなく、オーデ
ィオトラック表示２５２をトラバースしてよい。
【００８０】
　上述のように、オーディオメディアアイテムは、実施形態によっては、進行中のマルチ
パーティ会話に関連付けられたオーディオセグメントを含んでよい。そのような実施形態
では、オーディオメディアアイテムにアクセス（２０４）することは、進行中のマルチパ
ーティ会話の以前の部分に関連付けられた１つ以上のオーディオセグメントにアクセスす
ることを含んでよい。更に、上述のように、通信プロセス１０は、ビジュアルメディアア
イテムの表示を順序付けする（例えば、ビジュアルトラック表示２５８を順序付けする）
ことにより、進行中のマルチパーティ会話の以前の部分とほぼ一致しているであろう（例
えば、任意のほぼ一致するビジュアルメディアアイテムが受信（２００）されていてよい
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程度まで一致しているであろう）作成時刻を有する１つ以上のビジュアルメディアアイテ
ムを表示してよい。
【００８１】
　一実施形態では、オーディオメディアアイテムにアクセス（２０４）することは、進行
中のマルチパーティ会話の現在の部分に関連付けられたストリーミングオーディオシーケ
ンスにアクセスすることを含んでよい。例えば、既に大まかに述べたように、ユーザ３２
は、以前の時間に関連付けられた１つ以上のオーディオセグメントにアクセスした後に、
現在進行中のマルチパーティ会話に戻りたいか、且つ／又は、現在ストリーミング中のオ
ーディオメディアアイテムにアクセスしたい場合がある。そのような状況では、ユーザ３
２は、「停止（ｓｔｏｐ）」ボタン２５４を選択してよい。ユーザ３２が「停止（ｓｔｏ
ｐ）」ボタン２５４を選択したことに対する応答として、通信プロセスは、現在ストリー
ミング中であって受信（２００）中であるオーディオメディアアイテムを再生してよい。
更に、既に大まかに述べたように、各オーディオセグメントは、オーディオセグメントの
作成者、又は複数の作成者らの関連付けられた識別子を含んでよく、例えば、識別子は、
タグ２５６、及び／又は他の好適なディスプレイによって表示されてよい。
【００８２】
　上述のように、実施形態によっては、以前の時間のオーディオメディアアイテムにアク
セス（２０４）することは、アクセスされているオーディオメディアアイテムとほぼ同じ
時間枠で作成されたであろうビジュアルメディアアイテムを表示するように、ビジュアル
メディアアイテムの表示を順序付けすることを含んでよい。従って、ユーザ３２は、アク
セス（２０４）されている（例えば、リスンされている）オーディオメディアアイテムと
時間的にほぼ一致するビジュアルメディアアイテムを閲覧することが可能である。実施形
態によっては、ユーザ３２は、オーディオメディアアイテムの再生を中断することなく、
且つ／又は、通信プロセス１０によって現在受信（２００）されているオーディオメディ
アアイテムのストリーミングを中断することなく、既に受信されたビジュアルメディアア
イテムを閲覧したい場合がある。一実施形態では、通信プロセス１０は、オーディオメデ
ィアアイテムの表示とは無関係にビジュアルメディアアイテムの表示を順序付けすること
を含めて、ビジュアルメディアアイテムにアクセス（２０６）してよい。例えば、ユーザ
３２は、ビジュアルメディアアイテムの表示の順序付けを、例えば、ビジュアルトラック
表示２５８の端から端まで実行される左右方向のスワイプジェスチャによって行ってよい
。ビジュアルトラック表示２５８の端から端まで左右方向のスワイプジェスチャを実行す
ることにより、（例えば、スワイプジェスチャの方向に応じて）より古い、又はより最近
のビジュアルメディアアイテムをビジュアルトラック表示２５８に連続的に表示すること
により、ビジュアルメディアアイテムの表示を順序付けすることを含めて、ビジュアルメ
ディアアイテムにアクセス（２０６）することを通信プロセス１０に行わせることが可能
である。一実施形態では、ビジュアルメディアアイテムにアクセス（２０６）することは
、オーディオメディアアイテムの表示とは無関係であってよい。従って、通信プロセス１
０は、ビジュアルトラック表示２５８の端から端までのスワイプジェスチャに対する応答
としてビジュアルメディアアイテムの表示を順序付けすることが可能である一方、オーデ
ィオトラック表示２５２に表示されるオーディオメディアアイテムは順序付けされなくて
よい。実施形態によっては、ビジュアルトラック表示２５８をトラバースすることにより
、オーディオトラック表示２５２（及び／又はオーディオトラック表示に表示されたオー
ディオメディアアイテム）の対応する順序付けが行われてよく、これによって、順序付け
されたビジュアルトラック表示２５２に表示されたビジュアルメディアアイテムに関連付
けられた少なくとも大まかな時間に対応するオーディオメディアアイテムが表示されてよ
く、且つ／又は、アクセス可能にされてよい。
【００８３】
　一例示的実施形態では、ビジュアルメディアアイテムを受信（２００）することは、受
信されたビジュアルメディアアイテムの最短表示時間に少なくとも部分的に基づいてビジ
ュアルメディアアイテムを表示（２０８）することを含んでよい。例えば、実施形態によ
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っては、通信プロセス１０は、複数のビジュアルメディアアイテムを比較的急速な連続で
受信（２００）してよい。例えば、通信システムのユーザが、何枚かのデジタルピクチャ
を短い時間枠で、例えばバーストで、撮影してよい。一実施形態では、デジタルイメージ
は、（例えば、イメージが撮影且つストリーミングされた速度に基づいて）通信システム
によってストリーミングされてよく、且つ、比較的急速な連続で受信されてよい。状況に
よっては、イメージの受信（２００）は、次のピクチャが（例えば、ビジュアルトラック
表示２５８に）受信されるまでにユーザ３２が個々のピクチャを閲覧する時間を持てない
ほど、高速で行われることがある。そのような状況では、ユーザ３２は、ビジュアルトラ
ック表示２５８を介してビジュアルメディアアイテムをトラバースすることが可能であっ
てよい一方、通信プロセス１０によって受信（２００）されたイメージの枚数がユーザに
認識されない可能性がある。これは、例えば、多数のピクチャが高速の連続で受信された
為である。一実施形態では、通信プロセス１０は、ビジュアルメディアアイテムが受信さ
れたレートに無関係に、受信された各ビジュアルメディアアイテムを、受信されたビジュ
アルメディアアイテムの最短表示時間に少なくとも部分的に基づいて、表示（２０８）し
てよい。例えば、最短表示時間は、２秒の表示時間（又は、例えば、他のシステム又はユ
ーザによって選択される表示時間）を含んでよい。従って、受信（２００）された各ビジ
ュアルメディアアイテムは、次のビジュアルメディアアイテムが表示されるまで、少なく
とも２秒間にわたって表示されてよい。これは、例えば、ビジュアルメディアアイテムが
受信されたレートに無関係であってよい。従って、ユーザ３２は、次のビジュアルメディ
アアイテムが表示されるまでに、各ビジュアルメディアアイテムを少なくとも手短に閲覧
することが可能であってよい。ユーザ３２は、更に、個々のビジュアルメディアアイテム
（例えば、デジタルピクチャ）が何枚受信（２００）されたかをよりよく把握することが
可能であってよく、且つ、ビジュアルトラック表示２５８を遡って更に様々なビジュアル
メディアアイテムを閲覧するかどうかの決断を下すことがよりよく可能であってよい。
【００８４】
　更に図７を参照すると、コンピューティング装置１８が図示されている。この図ではコ
ンピューティング装置１８が示されているが、これは、例示を目的としたものに過ぎず、
他の構成も可能である為、本開示の限定となることを意図したものではない。例えば、通
信プロセス１０の全体又は一部を実行することが可能な任意のコンピューティング装置が
、図７におけるスマートフォン１２の代わりに使用されてよく、このコンピューティング
装置の例として、コンピューティング装置１２、１４、１６が含まれてよく、これらに限
定されない。
【００８５】
　コンピューティング装置１８は、マイクロプロセッサ６００を含んでよく、マイクロプ
ロセッサ６００は、例えば、通信プロセス１０用のデータを処理し、通信プロセス１０用
の命令／コードを実行するように構成されている。マイクロプロセッサ６００は、記憶装
置２８と結合されてよい。上述のように、記憶装置２８の例は、ハードディスクドライブ
、テープドライブ、光学式ドライブ、ＲＡＩＤ装置、ＮＡＳ装置、ストレージエリアネッ
トワーク、ランダムアクセスメモリ（ＲＡＭ）、読み出し専用メモリ（ＲＯＭ）、及び全
ての形態のフラッシュメモリ記憶装置を含んでよく、これらに限定されない。Ｉ／Ｏ制御
装置６０２は、マイクロプロセッサ６００を様々な装置と結合するように構成されてよく
、例えば、キーボード６０４、マウス６０６、ＵＳＢポート（図示せず）、及びプリンタ
ポート（図示せず）と結合するように構成されてよい。ディスプレイアダプタ６０８は、
ディスプレイ６１０（例えば、ＣＲＴ又はＬＣＤモニタ）をマイクロプロセッサ６００と
結合するように構成されてよく、ネットワークアダプタ６１２（例えば、イーサネットア
ダプタ）は、マイクロプロセッサ６００をネットワーク２０（例えば、インターネット又
はローカルエリアネットワーク）と結合するように構成されてよい。
【００８６】
　当業者であれば理解されるように、本開示は、方法（例えば、全部又は一部がコンピュ
ーティング装置１８上で実行されるもの）、システム（例えば、コンピューティング装置
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１８）、又はコンピュータプログラム製品（例えば、記憶装置２８内でコード化されてい
るもの）として実施されてよい。従って、本開示は、全体がハードウェアである実施形態
、全体がソフトウェアである実施形態（ファームウェア、常駐ソフトウェア、マイクロコ
ード等を含む）、又は、ソフトウェア態様とハードウェア態様との組み合わせであって、
本明細書では全部まとめて「回路」、「モジュール」、又は「システム」と称されてよい
実施形態の形をとってよい。更に、本開示は、コンピュータで使用可能な記憶媒体（例え
ば、記憶装置２８）上にあって、媒体内で具現化されている、コンピュータで使用可能な
プログラムコードを有するコンピュータプログラム製品の形をとってよい。
【００８７】
　任意の好適な、コンピュータで使用可能な、又はコンピュータ可読な媒体（例えば、記
憶装置２８）が利用されてよい。コンピュータで使用可能な、又はコンピュータ可読な媒
体は、例えば、電子式、磁気式、光学式、電磁式、赤外線式、又は半導体式のシステム、
装置、機器、又は伝搬媒体であってよく、これらに限定されない。コンピュータ可読媒体
のより具体的な例（非包括的一覧）として、１本以上のワイヤを有する電気的接続、ポー
タブルコンピュータディスケット、ハードディスク、ランダムアクセスメモリ（ＲＡＭ）
、読み出し専用メモリ（ＲＯＭ）、消去可能プログラム可能読み出し専用メモリ（ＥＰＲ
ＯＭ又はフラッシュメモリ）、光ファイバ、ポータブルコンパクトディスク読み出し専用
メモリ（ＣＤ－ＲＯＭ）、光学式記憶装置、インターネットやイントラネットをサポート
しているような伝送媒体、又は磁気記憶装置などがあってよい。コンピュータで使用可能
な、又はコンピュータ可読な媒体は又、プログラムが印刷される紙又は別の好適な媒体で
あってよく、これは、プログラムが（例えば、紙又は他の媒体の光学式走査によって）電
子的に取り込まれ、コンパイルされ、解釈され、又は別の方法で好適に処理され、必要で
あればコンピュータメモリに記憶されることが可能な為である。本文書の文脈では、コン
ピュータで使用可能な、又はコンピュータ可読な媒体は、命令を実行するシステム、装置
、又は機器によって使用されるか、これらと関連があるプログラムを格納、記憶、伝達、
伝搬、又は搬送することが可能な任意の媒体であってよい。コンピュータで使用可能な媒
体は、コンピュータで使用可能なプログラムコードが埋め込まれた、ベースバンド又は搬
送波の一部としての伝搬データ信号を含んでよい。コンピュータで使用可能なプログラム
コードは、任意の適切な媒体を使用して送信されてよく、そのような媒体として、インタ
ーネット、有線、光ファイバケーブル、ＲＦ等が含まれ、これらに限定されない。
【００８８】
　本開示の動作を実行するコンピュータプログラムコードは、Ｊａｖａ（登録商標）、Ｓ
ｍａｌｌｔａｌｋ、Ｃ＋＋等のようなオブジェクト指向プログラミング言語で書かれてよ
い。しかしながら、本開示の動作を実行するコンピュータプログラムコードは、「Ｃ」プ
ログラミング言語や同様のプログラミング言語のような従来の手続き型プログラミング言
語で書かれてもよく、且つ／又は、ＪａｖａＳｃｒｉｐｔ（登録商標）プログラミング言
語やＧｒｏｏｖｙプログラミング言語のようなスクリプト言語で書かれてもよい。更に、
コンピュータプログラムを書く際には、様々なアプリケーションプログラミングインタフ
ェース（ＡＰＩ）、及び／又は、Ｄｏｊｏ又はＧｒａｉｌｓ開発フレームワークのような
アプリケーション開発フレームワークを使用してよい。プログラムコードは、全部がユー
ザのコンピュータ上で実行されてよく、或いは、一部がユーザのコンピュータ上でスタン
ドアロンソフトウェアパッケージとして実行されてもよく、或いは、一部がユーザのコン
ピュータ上で実行され、一部がリモートコンピュータ上で実行されてもよく、或いは、全
部がリモートコンピュータ上又はサーバ上で実行されてもよい。後の方のシナリオでは、
リモートコンピュータは、ローカルエリアネットワーク／ワイドエリアネットワーク／イ
ンターネット（例えば、ネットワーク２０）を通してユーザのコンピュータと接続されて
よい。
【００８９】
　本開示は、本開示の実施形態による方法、装置（システム）、及びコンピュータプログ
ラム製品のフローチャート図及び／又はブロック図を参照して説明されている。当然のこ
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とながら、フローチャート図及び／又はブロック図の各ブロック、並びに、フローチャー
ト図及び／又はブロック図のブロックの組み合わせは、コンピュータプログラム命令によ
って実施されてよい。これらのコンピュータプログラム命令は、汎用コンピュータ／特殊
用途コンピュータ／他のプログラマブルデータ処理装置（例えば、コンピューティング装
置１８）のプロセッサ（例えば、プロセッサ６００）に提供されてよく、これによって、
これらの命令は、コンピュータ又は他のプログラマブルデータ処理装置のプロセッサ（例
えば、プロセッサ６００）によって実行されて、フローチャート及び／又はブロック図の
１つ以上のブロックで指定された機能／動作を実施する手段を作成する。
【００９０】
　これらのコンピュータプログラム命令は又、特定の様式で機能することをコンピュータ
（例えば、コンピューティング装置１８）又は他のプログラマブルデータ処理装置に命令
してよいコンピュータ可読メモリ（例えば、記憶装置２８）に記憶されてよく、これによ
り、コンピュータ可読メモリに記憶された命令によって、フローチャート及び／又はブロ
ック図の１つ以上のブロックで指定された機能／動作を実施する命令手段を含む製品が生
産される。
【００９１】
　コンピュータプログラム命令は又、一連の動作ステップがコンピュータ（例えば、コン
ピューティング装置１８）又は他のプログラマブルデータ処理装置上で実行されて、コン
ピュータに実装されたプロセスが生成されるように、コンピュータ又は他のプログラマブ
ル装置にロードされてよく、これによって、コンピュータ又は他のプログラマブル装置で
実行される命令は、フローチャート及び／又はブロック図の１つ以上のブロックで指定さ
れた機能／動作を実施するステップを提供する。
【００９２】
　図中のフローチャート及びブロック図は、本開示の様々な実施形態によるシステム、方
法、及びコンピュータプログラム製品の可能な実施態様のアーキテクチャ、機能性、及び
動作を図示したものであってよい。この点において、フローチャート又はブロック図の各
ブロックは、指定された１つ以上の論理機能を実施する為の１つ以上の実行可能命令を構
成するモジュール、セグメント、又はコード部分を表すものであってよい。又、代替の実
施態様によっては、ブロックに示された機能は、図示された順序以外の順序で実施されて
もよいことに注意されたい。例えば、連続して図示されている２つのブロックは、実際に
は、関与する機能性に応じて、ほぼ同時に実行されてもよく、或いは、これらのブロック
は、場合によっては、逆の順序で実行されてもよい。又、ブロック図及び／又はフローチ
ャート図の各ブロック、並びに、ブロック図及び／又はフローチャート図のブロックの組
み合わせは、指定された機能又は動作を実行する特殊用途のハードウェアベースシステム
、又は、特殊用途ハードウェアとコンピュータ命令との組み合わせによって実施されてよ
いことに注意されたい。
【００９３】
　本明細書で使用されている用語は、特定の実施形態を説明することのみを目的としてお
り、本開示の限定を意図したものではない。本明細書においては、単数形「ａ」、「ａｎ
」、及び「ｔｈｅ」は、文脈と明らかに矛盾しているのでない限り、複数形も包含するも
のとする。更に、当然のことながら、本明細書で使用されている用語「備える（ｃｏｍｐ
ｒｉｓｅｓ）」及び／又は「備える（ｃｏｍｐｒｉｓｉｎｇ）」は、述べられた特徴、整
数、ステップ、動作、要素、及び／又は構成要素の存在を明記するものであるが、１つ以
上の他の特徴、整数、ステップ、動作、要素、構成要素、及び／又はこれらのものの集ま
りの存在又は追加を排除するものではない。
【００９４】
　以下の特許請求の範囲における全ての手段又はステップ並びに機能要素の対応する構造
物、材料、動作、及び等価物は、他の特許請求された要素との組み合わせで機能を実施す
る任意の構造物、材料、又は動作を、明確に特許請求されているものとして包含するもの
である。本開示の記載は、例示及び説明を目的として提示されており、包括的であること
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を意図しておらず、開示された形での開示に限定されるものでもない。当業者であれば、
本開示の範囲及び趣旨から逸脱しない様々な修正及び変形が明らかであろう。本実施形態
は、本開示の原理及び実際の応用を最もよく説明する為、並びに、他の当業者が、考えら
れる特定の用途に適合する様々な修正を有する様々な実施形態に関して本開示を理解でき
るようにする為に、選択及び説明されている。
【００９５】
　以上、本出願の開示を、詳細に、且つ、本開示の実施形態を参照しながら説明してきた
が、添付の特許請求の範囲で定義される、本開示の範囲から逸脱することなく修正及び変
形が可能であることは明らかであろう。
【符号の説明】
【００９６】
　１０　通信プロセス
　１２、１４、１６　クライアント電子装置
　１８　サーバコンピュータ
　２０　ネットワーク
　２２、２４、２６、２８　記憶装置
　３２、３４、３６　ユーザ

【図１】 【図２】
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