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(57)【要約】　　　（修正有）
【課題】統合された通信の方法及びシステムを提供する
。
【解決手段】呼を開始する要求を、チャネル経由で受信
する。チャネルに関連付けられた呼参加者集合を識別す
る。呼に関連付けられた通信のシーケンスを受信する。
通信のシーケンスは、少なくとも、リアルタイム媒体デ
ータ型及びポストデータ型を含む。
【選択図】図１０
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　プロセッサにおいて、チャネル経由で呼を開始する要求を受け取るステップと；
　前記プロセッサにおいて、前記チャネルに関連付けられる呼参加者集合を識別するステ
ップと；
　前記プロセッサにおいて、前記呼に関連付けられる通信のシーケンスを受信するステッ
プであって、前記通信のシーケンスは少なくとも、リアルタイム音声通信を含むリアルタ
イム媒体データ型と、前記呼参加者集合の間の通信交換として前記呼参加者集合のメンバ
により使用するためのコンテンツの１つ以上の定義済みの部分を含むポストデータ型を含
む、ステップと；
　前記プロセッサにおいて、前記通信のシーケンスを前記呼に送信するステップであって
、前記リアルタイム音声通信の少なくとも一部の途中に前記ポストデータ型を送信するこ
とを含む、ステップと；
　を具備する、方法。
【請求項２】
　前記チャネルに関連付けられる呼参加者集合を識別するステップは、前記チャネルに関
連付けられる事前定義済みチャネル参加者集合にアクセスするステップを含む、
　請求項１に記載の方法。
【請求項３】
　前記チャネルに関連付けられる呼参加者集合を識別するステップは、個人同士の暗黙的
な関連付けに少なくとも部分的に基づいて、チャネル参加者集合を定義するステップを含
む、
　請求項１に記載の方法。
【請求項４】
　前記通信のシーケンスを受信するステップは、前記通信のシーケンスをリアルタイムパ
ケット化データ送信として受信するステップを含む、
　請求項１に記載の方法。
【請求項５】
　前記リアルタイム媒体データ型は、リアルタイムオーディオデータを含む、
　請求項１に記載の方法。
【請求項６】
　前記リアルタイムオーディオデータは、ボイスオーバＩＰデータを含む、
　請求項５に記載の方法。
【請求項７】
　前記リアルタイムオーディオデータは、バーストオーディオ送信を含む、
　請求項５に記載の方法。
【請求項８】
　前記ポスト媒体データ型は、ビデオ、イメージ、テキスト、ウェブデータ、位置データ
のうちの１つ以上を含む、
　請求項１に記載の方法。
【請求項９】
　前記通信のシーケンスを呼に送信するステップは、前記通信のシーケンスを前記呼参加
者集合の各メンバに送信するステップを含む、
　請求項１に記載の方法。
【請求項１０】
　前記通信のシーケンスを前記呼参加者集合の各メンバに送信するステップは、前記呼参
加者集合の少なくとも一部に前記通信のシーケンスを同期送信するステップを含む、
　請求項９に記載の方法。
【請求項１１】
　前記通信のシーケンスを前記呼参加者集合の各メンバに送信するステップは、前記呼参
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加者集合の少なくとも一部に前記通信のシーケンスを非同期送信するステップを含む、
　請求項９に記載の方法。
【請求項１２】
　前記呼に関連付けられる前記通信のシーケンスを記録するステップを更に含む、
　請求項１に記載の方法。
【請求項１３】
　前記呼に関連付けられる前記通信のシーケンスを記録するステップは、前記通信のシー
ケンスにおける前記通信の各々と前記呼との間の関連付けを定義するステップを含む、
　請求項１２に記載の方法。
【請求項１４】
　前記呼に関連付けられる前記通信のシーケンスを記録するステップは、前記呼と前記チ
ャネルとの間の関連付けを定義するステップを含む、
　請求項１２に記載の方法。
【請求項１５】
　前記呼に関連付けられる前記通信のシーケンスを記録するステップは、前記呼参加者集
合の各メンバと前記チャネルとの間の関連付けを定義するステップを含む、
　請求項１２に記載の方法。
【請求項１６】
　前記呼に関連付けられる前記通信のシーケンスを記録するステップは、前記呼に関連付
けられるアクセス制御を定義するステップを含む、
　請求項１２に記載の方法。
【請求項１７】
　コンピュータプログラムであって、プロセッサによって実行されると、該プロセッサに
：
　チャネル経由で呼を開始する要求を受け取るステップと；
　前記チャネルに関連付けられる呼参加者集合を識別するステップと；
　前記呼に関連付けられる通信のシーケンスを受信するステップであって、前記通信のシ
ーケンスは少なくとも、リアルタイム音声通信を含むリアルタイム媒体データ型と、前記
呼参加者集合の間の通信交換として前記呼参加者集合のメンバにより使用するためのコン
テンツの１つ以上の定義済みの部分を含むポストデータ型を含む、ステップと；
　前記通信のシーケンスを前記呼に送信するステップであって、前記リアルタイム音声通
信の少なくとも一部の途中に前記ポストデータ型を送信することを含む、ステップと；
　を含む動作を実行させる、コンピュータプログラム。
【請求項１８】
　コンピュータシステムであって、プロセッサと、該プロセッサに結合されるメモリとを
備え、前記プロセッサ及びメモリは：
　チャネル経由で呼を開始する要求を受け取るステップと；
　前記チャネルに関連付けられる呼参加者集合を識別するステップと；
　前記呼に関連付けられる通信のシーケンスを受信するステップであって、前記通信のシ
ーケンスは少なくとも、リアルタイム音声通信を含むリアルタイム媒体データ型と、前記
呼参加者集合の間の通信交換として前記呼参加者集合のメンバにより使用するためのコン
テンツの１つ以上の定義済みの部分を含むポストデータ型を含む、ステップと；
　前記通信のシーケンスを前記呼に送信するステップであって、前記リアルタイム音声通
信の少なくとも一部の途中に前記ポストデータ型を送信することを含む、ステップと；
　を含む動作を実行するように構成される、コンピュータシステム。
【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、２０１１年５月１６日に出願された米国特許仮出願第６１／４８６，５３１
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号（発明の名称「通信システム（ＣＯＭＭＵＮＩＣＡＴＩＯＮＳ　ＳＹＳＴＥＭ）」）の
利益を主張するものであり、これらの出願の全ての開示全体が参照により本明細書に組み
込まれている。
【０００２】
　本開示は、通信システムに関し、特に、マルチデータ型通信システムに関する。
【背景技術】
【０００３】
　ビジネス関連インタラクション及び個人間インタラクションの両方において頻繁に用い
られる通信システムや通信メカニズムは様々である。空いている通信システムが人々の相
互のインタラクションの様式を形づくることになる場合がしばしばある。通信及び表現が
、効果的でない通信媒体を通して行われなければなら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与えられる制約（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、或いは、非同期のみなど）が、アイデアの表現に制限や制約を
もたらす可能性がある。その結果として、個人の、表現、通信、又はインタラクションに
関する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、方法が、ユーザの認証の要求を受信するステップを含んでよ
い。ユーザに関連付けられたサードパーティアプリケーションにより、認証通信が生成さ
れてよい。本方法は更に、認証通信を認証システムに送信するステップを含んでよい。
【０００５】
　以下の特徴のうちの１つ以上が含まれてよい。認証の要求は、サードパーティアプリケ
ーションに関連付けられた認証の要求を含んでよい。サードパーティアプリケーションは
、電子メール通信アプリケーション、ＳＭＳ通信アプリケーション、インスタントメッセ
ージングアプリケーション、及びソーシャルネットワーキングアプリケーションのうちの
１つ以上を含んでよい。
【０００６】
　認証通信を生成するステップは、認証要求をサードパーティアプリケーションに送信す
るステップを含んでよい。認証通信を生成するステップは、ユーザ識別情報を含む通信コ
ンテンツを事前入力するステップを含んでよい。認証通信を生成するステップは、認証コ
ードを含む通信コンテンツを事前入力するステップを含んでよい。認証通信を生成するス
テップは、通信受信者を事前入力するステップを含んでよい。認証通信を生成するステッ
プは、通信アプリケーションに関連付けられたユーザ認証情報を受信するステップを含ん
でよい。本方法は更に、ユーザを認証するステップを含んでよい。
【０００７】
　別の実施態様によれば、コンピュータプログラム製品が、複数の命令が記憶されたコン
ピュータ可読媒体を含む。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
ザの認証の要求を受信するステップを含む操作をプロセッサに実施させてよい。又、ユー
ザに関連付けられたサードパーティアプリケーションにより、認証通信を生成する命令も
含まれてよい。更に、認証通信を認証システムに送信する命令も含まれてよい。
【０００８】
　別の実施態様によれば、方法が、サードパーティとの通信を開始する要求を受信するス
テップを含んでよい。複数の通知選択肢が提供されてよい。複数の通知選択肢のうちの１
つが選択された結果が受信されてよい。複数の通知選択肢から選択されたものに少なくと
も部分的に基づいて、通知がサードパーティに送信されてよい。
【０００９】
　以下の特徴のうちの１つ以上が含まれてよい。本方法は又、サードパーティに関連付け
られたコンテキスト情報を受信するステップを含んでよい。複数の通知選択肢を提供する
ステップは更に、サードパーティに関連付けられたコンテキスト情報を提供するステップ
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を含んでよい。コンテキスト情報は、位置情報及び軌跡情報の一方又は両方を含んでよい
。コンテキスト情報は、サードパーティに関連付けられた通信装置に関連するアクティビ
ティ情報を含んでよい。
【００１０】
　複数の通知選択肢は、１つ以上の事前定義済みダイアログ選択肢を含んでよい。１つ以
上の事前定義済みダイアログ選択肢は、提案された通信モダリティを含んでよい。１つ以
上の事前定義済みダイアログ選択肢は、ステータス要求を含んでよい。
【００１１】
　本方法は又、通知に対するサードパーティからの応答を受信するステップを含んでよい
。本方法は又、通知に対する応答に少なくとも部分的に基づいて、サードパーティとの通
信を開始するステップを含んでよい。
【００１２】
　別の実施態様によれば、コンピュータプログラム製品が、複数の命令が記憶されたコン
ピュータ可読媒体を含む。これらの命令は、プロセッサによって実行された場合に、サー
ドパーティとの通信を開始する要求を受信するステップを含む操作をプロセッサに実施さ
せてよい。複数の通知選択肢が提供されてよい。複数の通知選択肢のうちの１つが選択さ
れた結果が受信されてよい。複数の通知選択肢から選択されたものに少なくとも部分的に
基づいて、通知がサードパーティに送信されてよい。
【００１３】
　別の実施態様によれば、方法が、呼を開始する要求をチャネル経由で受信するステップ
を含んでよい。チャネルに関連付けられた呼参加者集合が識別されてよい。呼に関連付け
られた通信のシーケンス（sequence　of　communications）が送信されてよい。通信のシ
ーケンスは、少なくとも、リアルタイム媒体データ型（real-time　media　data　type）
及びポストデータ型（posted　data　type）を含んでよい。通信のシーケンスは、呼に送
信されてよい。
【００１４】
　以下の特徴のうちの１つ以上が含まれてよい。チャネルに関連付けられた呼参加者集合
を識別するステップは、チャネルに関連付けられた事前定義済みチャネル参加者集合にア
クセスするステップを含んでよい。チャネルに関連付けられた呼参加者集合を識別するス
テップは、個人同士の暗黙的な関連付けに少なくとも部分的に基づいてチャネル参加者集
合を定義するステップを含んでよい。
【００１５】
　通信のシーケンスを受信するステップは、通信のシーケンスをリアルタイムパケット化
データ送信として受信するステップを含んでよい。リアルタイム媒体データ型は、リアル
タイムオーディオデータを含んでよい。リアルタイムオーディオデータは、ボイスオーバ
ＩＰデータを含んでよい。リアルタイムオーディオデータは、バーストオーディオ送信を
含んでよい。ポスト媒体データ型は、ビデオ、イメージ、テキスト、ウェブデータ、位置
データのうちの１つ以上を含んでよい。
【００１６】
　通信のシーケンスを呼に送信するステップは、通信のシーケンスを、呼参加者集合の各
メンバに送信するステップを含んでよい。呼参加者集合の各メンバに通信のシーケンスを
送信するステップは、呼参加者集合の少なくとも一部に通信のシーケンスを同期送信する
ステップを含んでよい。呼参加者集合の各メンバに通信のシーケンスを送信するステップ
は、呼参加者集合の少なくとも一部に通信のシーケンスを非同期送信するステップを含ん
でよい。
【００１７】
　本方法は又、呼に関連付けられた通信のシーケンスを記録するステップを含んでよい。
呼に関連付けられた通信のシーケンスを記録するステップは、通信のシーケンスにおける
各通信と呼との間の関連付けを定義するステップを含んでよい。呼に関連付けられた通信
のシーケンスを記録するステップは、呼とチャネルとの間の関連付けを定義するステップ
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を含んでよい。呼に関連付けられた通信のシーケンスを記録するステップは、呼参加者集
合の各メンバとチャネルとの間の関連付けを定義するステップを含んでよい。呼に関連付
けられた通信のシーケンスを記録するステップは、呼に関連付けられたアクセス制御を定
義するステップを含んでよい。
【００１８】
　別の実施態様によれば、コンピュータプログラム製品が、複数の命令が記憶されたコン
ピュータ可読媒体を含む。これらの命令は、プロセッサによって実行された場合に、呼を
開始する要求をチャネル経由で受信するステップを含む操作をプロセッサに実施させてよ
い。これらの命令は又、チャネルに関連付けられた呼参加者集合を識別するステップをプ
ロセッサに実施させてよい。これらの命令は又、呼に関連付けられた通信のシーケンスを
受信するステップをプロセッサに実施させてよい。通信のシーケンスは、少なくとも、リ
アルタイム媒体データ型及びポストデータ型を含んでよい。これらの命令は又、通信のシ
ーケンスを呼に送信するステップをプロセッサに実施させてよい。
【００１９】
　以下の特徴のうちの１つ以上が含まれてよい。チャネルに関連付けられた呼参加者集合
を識別するステップは、チャネルに関連付けられた事前定義済みチャネル参加者集合にア
クセスするステップを含んでよい。チャネルに関連付けられた呼参加者集合を識別するス
テップは、個人同士の暗黙的な関連付けに少なくとも部分的に基づいてチャネル参加者集
合を定義するステップを含んでよい。
【００２０】
　通信のシーケンスを受信するステップは、通信のシーケンスをリアルタイムパケット化
データ送信として受信するステップを含んでよい。リアルタイム媒体データ型は、リアル
タイムオーディオデータを含んでよい。リアルタイムオーディオデータは、ボイスオーバ
ＩＰデータを含んでよい。リアルタイムオーディオデータは、バーストオーディオ送信を
含んでよい。ポスト媒体データ型は、ビデオ、イメージ、テキスト、ウェブデータ、位置
データのうちの１つ以上を含んでよい。
【００２１】
　通信のシーケンスを呼に送信するステップは、通信のシーケンスを、呼参加者集合の各
メンバに送信するステップを含んでよい。呼参加者集合の各メンバに通信のシーケンスを
送信するステップは、呼参加者集合の少なくとも一部に通信のシーケンスを同期送信する
ステップを含んでよい。呼参加者集合の各メンバに通信のシーケンスを送信するステップ
は、呼参加者集合の少なくとも一部に通信のシーケンスを非同期送信するステップを含ん
でよい。
【００２２】
　又、呼に関連付けられた通信のシーケンスを記録する命令も含まれてよい。呼に関連付
けられた通信のシーケンスを記録するステップは、通信のシーケンスにおける各通信と呼
との間の関連付けを定義するステップを含んでよい。呼に関連付けられた通信のシーケン
スを記録するステップは、呼とチャネルとの間の関連付けを定義するステップを含んでよ
い。呼に関連付けられた通信のシーケンスを記録するステップは、呼参加者集合の各メン
バとチャネルとの間の関連付けを定義するステップを含んでよい。呼に関連付けられた通
信のシーケンスを記録するステップは、呼に関連付けられたアクセス制御を定義するステ
ップを含んでよい。
【００２３】
　別の実施態様によれば、コンピューティングシステムが、プロセッサと、プロセッサと
結合されたメモリとを含む。プロセッサ及びメモリは、呼を開始する要求をチャネル経由
で受信するステップを含む操作を実施するように構成されてよい。プロセッサ及びメモリ
は、チャネルに関連付けられた呼参加者集合を識別するように構成されてよい。プロセッ
サ及びメモリは又、呼に関連付けられた通信のシーケンスを受信するように構成されてよ
い。通信のシーケンスは、少なくとも、リアルタイム媒体データ型及びポストデータ型を
含んでよい。プロセッサ及びメモリは更に、通信のシーケンスを呼に送信するように構成
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されてよい。
【００２４】
　以下の特徴のうちの１つ以上が含まれてよい。チャネルに関連付けられた呼参加者集合
を識別するステップは、チャネルに関連付けられた事前定義済みチャネル参加者集合にア
クセスするステップを含んでよい。チャネルに関連付けられた呼参加者集合を識別するス
テップは、個人同士の暗黙的な関連付けに少なくとも部分的に基づいてチャネル参加者集
合を定義するステップを含んでよい。
【００２５】
　通信のシーケンスを受信するステップは、通信のシーケンスをリアルタイムパケット化
データ送信として受信するステップを含んでよい。リアルタイム媒体データ型は、リアル
タイムオーディオデータを含んでよい。リアルタイムオーディオデータは、ボイスオーバ
ＩＰデータを含んでよい。リアルタイムオーディオデータは、バーストオーディオ送信を
含んでよい。ポスト媒体データ型は、ビデオ、イメージ、テキスト、ウェブデータ、位置
データのうちの１つ以上を含んでよい。
【００２６】
　通信のシーケンスを呼に送信するステップは、通信のシーケンスを、呼参加者集合の各
メンバに送信するステップを含んでよい。呼参加者集合の各メンバに通信のシーケンスを
送信するステップは、呼参加者集合の少なくとも一部に通信のシーケンスを同期送信する
ステップを含んでよい。呼参加者集合の各メンバに通信のシーケンスを送信するステップ
は、呼参加者集合の少なくとも一部に通信のシーケンスを非同期送信するステップを含ん
でよい。
【００２７】
　プロセッサ及びメモリは更に、呼に関連付けられた通信のシーケンスを記録するように
構成されてよい。呼に関連付けられた通信のシーケンスを記録するステップは、通信のシ
ーケンスにおける各通信と呼との間の関連付けを定義するステップを含んでよい。呼に関
連付けられた通信のシーケンスを記録するステップは、呼とチャネルとの間の関連付けを
定義するステップを含んでよい。呼に関連付けられた通信のシーケンスを記録するステッ
プは、呼参加者集合の各メンバとチャネルとの間の関連付けを定義するステップを含んで
よい。呼に関連付けられた通信のシーケンスを記録するステップは、呼に関連付けられた
アクセス制御を定義するステップを含んでよい。
【００２８】
　添付図面及び以下の説明において、１つ以上の実施態様の詳細を示す。これらの説明、
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】少なくとも部分的に図１の通信プロセスによって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】少なくとも部分的に図１の通信プロセスによって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】少なくとも部分的に図１の通信プロセスによって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】少なくとも部分的に図１の通信プロセスによって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８】少なくとも部分的に図１の通信プロセスによって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９】少なくとも部分的に図１の通信プロセスによって生成されてよいユーザインタフ



(8) JP 2017-153141 A 2017.8.31

10

20

30

40

50

ェースをグラフィカルに示す図である。
【図１０】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１１】少なくとも部分的に図１の通信プロセスによって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。
【発明を実施するための形態】
【００３０】
　当業者であれば理解されるように、本発明は、方法、システム、又はコンピュータプロ
グラム製品として実施されてよい。従って、本発明は、全てがハードウェアである実施形
態、又は全て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
クロコードなどを含む）、又は本明細書では全てをまとめて「回路」、「モジュール」、
又は「システム」と称することがある、ソフトウェア側面とハードウェア側面とを組み合
わせた実施形態の形式をとるものであってよい。更に、本発明は、コンピュータで使用可
能なプログラムコードが、コンピュータで使用可能な記憶媒体において実施されている、
この媒体上のコンピュータプログラム製品の形式をとるものであってよい。
【００３１】
　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（本明細書で
は、コンピューティング装置又はクライアント電子装置に関連付けられたコンピュータ可
読媒体及び／又は記憶装置とも称される）を利用してよい。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、又は機器であってよいが、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（非網羅的リスト）として、１つ以上のワイヤを有す
る電気的接続、可搬型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（ＥＰＲＯＭ又はフラッシュメモリ）、光ファイバ、可搬型コンパクトディスク読
み出し専用メモリ（ＣＤ－ＲＯＭ）、光学式記憶装置などが考えられる。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（又はこれらと接続される）、プログラムの格納
、記憶、伝達、又は移送が可能な任意の永続的媒体であってよい。
【００３２】
　本発明の動作を実施するためのコンピュータプログラムコードは、Ｊａｖａ（登録商標
）、Ｓｍａｌｌｔａｌｋ、Ｃ＋＋など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、本発明の動作を実施するためのコンピュータプログラムコー
ドは、従来の手続き型プログラミング言語（例えば、「Ｃ」プログラミング言語や同様の
プログラミング言語）で書かれてもよく、かつ／又は、スクリプト言語（例えば、Ｊａｖ
ａ（登録商標）Ｓｃｒｉｐｔプログラミング言語やＧｒｏｏｖｙプログラミング言語）で
書かれてもよい。更に、コンピュータプログラムを書くにあたっては、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／又はアプリケーション開発フレ
ームワーク（例えば、Ｄｏｊｏ開発フレームワークやＧｒａｉｌｓ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、全てがユーザのコンピュータで実行されてよく、
或いは、一部がスタンドアロンソフトウェアパッケージとしてユーザのコンピュータで実
行され、一部がユーザのコンピュータで実行され、一部がリモートコンピュータで実行さ
れてよく、或いは、全てがリモートコンピュータ又はサーバで実行されてよい。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（ＬＡＮ）又はワ
イドエリアネットワーク（ＷＡＮ）経由でユーザのコンピュータと接続されてよく、或い
は、この接続は、外部コンピュータに対して（例えば、インターネットサービスプロバイ
ダを用いてインターネット経由で）行われてもよい。
【００３３】
　以下では、本発明の説明を、本発明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行う。当
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然のことながら、フローチャート図及び／又はブロック図における各ブロック、並びに、
フローチャート図及び／又はブロック図における複数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装可能である。これらのコンピュータプログラム命令は
、マシンを生成するために、汎用コンピュータ、専用コンピュータ、又は他のプログラム
可能なデータ処理装置のプロセッサに与えられてよく、それらの命令は、コンピュータ又
は他のプログラム可能なデータ処理装置のプロセッサで実行されて、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る機能／動作を実装する手段を形成す
る。
【００３４】
　これらのコンピュータプログラム命令は又、コンピュータ可読メモリに記憶されてよく
、コンピュータ又は他のプログラム可能なデータ処理装置に対して、特定の様式で機能す
るように指示することが可能であり、コンピュータ可読メモリに記憶された命令は、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る機能／動作を実装す
る命令を含む製造物を製造する。
【００３５】
　これらのコンピュータプログラム命令は又、コンピュータ又は他のプログラム可能なデ
ータ処理装置で一連の動作ステップを実施させて、コンピュータに実装されるプロセスを
生成するために、コンピュータ又は他のプログラム可能なデータ処理装置にロードされて
よく、これらの命令は、コンピュータ又は他のプログラム可能な装置で実行されて、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る機能／動作を実装す
るステップを与える。
【００３６】
　図１を参照すると、通信プロセス１０ａから１０ｄ（集合的に、かつ／又は、全体とし
て、通信プロセス１０と称されてよい）が示されており、通信プロセス１０ａから１０ｄ
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、かつ、こ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、企業官公庁ネットワーク、又は他のネットワーク）と接続されてよい。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、データ対応セルラ電話、ネットワーク接続さ
れた携帯情報端末など）、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、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あってよい。サーバコンピュータ
１８は、パーソナルコンピュータ、サーバコンピュータ、サーバコンピュータ群、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
含み得るクラウドコンピューティングサービスなどであってよいが、これらに限定されな
い。
【００３７】
　後で詳述するが、通信プロセス１０は、大まかには、複数のデータ型及び／又は媒体型
により、小規模ユーザグループ及び／又は大規模ユーザグループ間での同時インタラクシ
ョンを可能にできる統合通信システムを提供してよい。様々なタイプの情報、アイデア、
及び題材の最も良好な伝達及び共有を、様々なモダリティにおいて行うことが可能である
。従って、通信プロセス１０は、オーディオメッセージ及び会話、ビデオコンテンツ、テ
キスト情報、写真などを並行して交換、共有、及び／又は消費することによる、ユーザ間
の多彩なインタラクションを可能にしてよい。通信プロセス１０は、統合ユーザエクスペ
リエンスを提供することにより、異なる複数のデータ型及び媒体型をユーザ間で交換する
こと、並びにユーザらが消費することを可能にしてよい。
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【００３８】
　概念開発プロセス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、かつ、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、ソリッドステートドライブ、テープ
ドライブ、光ドライブ、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であってよいが、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　Ｓｙｓｔ
ｅｍｓ，　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、Ｗｉ
ｎｄｏｗｓ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性を備えて
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
、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、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性を備えてよい。更に、様
々なクライアント電子装置が追加／代替の機能性を提供してよく、この機能性は、センサ
機能性などであるが、これに限定されず、センサ機能性は、（例えば、ＧＰＳデータ取得
などによる）位置特定などであるが、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、例えば、ウェブブラウザアプリケーション（例えば、Ｓａｆ
ａｒｉ（登録商標）、Ｃｈｒｏｍｅ（登録商標）、Ｉｎｔｅｒｎｅｔ　Ｅｘｐｌｏｒｅｒ
（登録商標）であり、Ｓａｆａｒｉ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、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（Ｍｉｃｒｏｓｏｆｔ　Ｃｏｒｐｏｒａｔ
ｉｏｎ）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、Ｆａ
ｃｅｂｏｏｋアプリケーション、ＬｉｎｋｅｄＩｎアプリケーションなど）などを実行し
てよいが、これらに限定されない。同様に、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、かつ／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
ーションのうちのモジュール及び／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、１６によ
って実行される１つ以上のアプリケーションとのインタラクションを行ってよい。
【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
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テムを実行するインターネット接続サーバ（又はサーバ群）であってよく、ネットワーク
オペレーティングシステムは、例えば、Ｍｉｃｒｏｓｏｆｔ（登録商標）　Ｗｉｎｄｏｗ
ｓ（登録商標）　Ｓｅｒｖｅｒ、Ｎｏｖｅｌｌ（登録商標）　ＮｅｔＷａｒｅ（登録商標
）、又はＲｅｄ　Ｈａｔ（登録商標）　Ｌｉｎｕｘ（登録商標）（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、Ｎｏｖｅｌ
ｌ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　Ｃｏｒｐｏｒａｔｉｏｎ）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）
であってよいが、これらに限定されない。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は、
例えば、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）アクセスが可能なＭｉｃｒｏｓｏｆｔ　ＩＩＳ、Ｎｏｖｅｌ
ｌ　Ｗｅｂｓｅｒｖｅｒ（商標）、又はＡｐａｃｈｅ（登録商標）　ＨＴＴＰ　Ｓｅｒｖ
ｅｒ、Ａｐａｃｈｅ（登録商標）　Ｔｏｍｃａｔ（登録商標）アプリケーションサーバ（
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　Ｃｏｒｐｏｒａｔｉｏｎ）の商標であり、Ａｐａｃｈｅ及びＴｏｍｃａ
ｔ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ンデーション（
Ａｐａｃｈｅ　Ｓｏｆｔｗａｒｅ　Ｆｏｕｎｄａｔｉｏｎ）の登録商標である）であって
よいが、これらに限定されない。実施形態によっては、サーバコンピュータは、アマゾン
ウェブサービス（Ａｍａｚｏｎ　Ｗｅｂ　Ｓｅｒｖｉｃｅｓ）及び／又はＭｉｃｒｏｓｏ
ｆｔ　Ｗｉｎｄｏｗｓ　Ａｚｕｒｅなどのクラウドサービスとして実装されてもよい。ネ
ットワーク２０は、１つ以上の２次ネットワーク（例えば、ネットワーク３０）と接続さ
れてよく、２次ネットワークは、例えば、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であってよいが、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、これはデータベースシステムなどであるが、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（Ｖｏｉｃｅ　ｏｖｅｒ　ＩＰ
）システム及び／又はユニフ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
らは、ディ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】
　様々な実施形態によれば、通信プロセス１０は、クライアント電子装置１２、１４、１
６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、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からサー
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（このアプリケーショ
ンは、例えば、サーバ側通信プロセス１０ｄにアクセスすることに加えて機能性を提供す
ることが可能なアプリケーションであってよい）。更に、実施形態によっては、通信プロ
セス１０は、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
る、通信プロセス１０の機能性の一部と、サーバコンピュータ１８によって実行される、
通信プロセス１０の機能性の一部と、を有するハイブリッドサーバ－クライアントプロセ
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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、かつ／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、かつ／又は
、それら以外に（例えば、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性以外の機能性を提供することが可能な）１つ以上
の他のアプリケーションとの統合及び／又はインタラクションを行ってよい。
【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）か
ら通信プロセス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３２、３
４、３６のうちの１人以上が、様々なデータ型を同時に用いて相互にインタラクションを
行うことにより、ユーザ間でアイデア及び情報の多彩かつ動的な交換を行うことを可能に
してよい。
【００４５】
　様々なクライアント電子装置を、直接又は間接的にネットワーク２０（又はネットワー
ク３０）と結合してよい。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との間の無線通信チャネル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、有線接続によって
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（ネットワーク３０は、例えば
、ネットワーク２０と更に結合されてよいか、かつ／又は、接続４６経由でサーバコンピ
ュータ１８と更に結合されてよい）。
【００４６】
　当該技術分野において周知のとおり、ＩＥＥＥ　８０２．１１ｘ規格は全て、パス共有
のために、イーサネット（登録商標）プロトコル及び衝突回避機能付き搬送波感知多重ア
クセス方式（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周知のとおり、Ｂｌｕｅｔｏｏｔｈは、例
えば、携帯電話、コンピュータ、携帯情報端末などが短距離無線接続を使用して相互接続
されることを可能にする一電気通信業界規格である。
【００４７】
　以下、本開示の特定の機能及び／又は態様の例示となる、１つ以上の例示的実施形態を
説明していく。説明の便宜上、スマートフォン１２によって実行され、かつ／又は、ユー
ザ３２と関連する通信プロセス１０ａを参照するものとする。但し、当然のことながら、
そのような参照は説明のみを目的とするものであって、本開示に対する限定として解釈さ
れてはならない。通信プロセス、クライアント電子装置、及び／又はユーザの他の具体例
も、同様に使用してよい。
【００４８】
　更に図２を参照すると、一態様によれば、通信プロセス１０は、アプリケーション又は
システムへのユーザの登録又は登録（ｅｎｒｏｌｌｍｅｎｔ）を促進してよく、これには
、ユーザ識別情報の認証及び／又は検証を利用してよい。実施形態によっては、通信プロ
セス１０は、ユーザが登録（ｅｎｒｏｌｌｍｅｎｔ）ユーザインタフェースから離れるこ
とを必要とせずにユーザの識別情報を認証及び／又は検証する目的で、ユーザがアプリケ
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ーションへの登録又は登録（ｅｎｒｏｌｌ）を、ユーザに関連付けられた既存のサードパ
ーティアプリケーションを使用して行うことを可能にしてよい。例えば、一般に、通信プ
ロセス１０は、ユーザの認証の要求を受信（１００）してよい。通信プロセス１０は、ユ
ーザに関連付けられたサードパーティアプリケーションにより、認証通信を生成してよい
。通信プロセス１０は更に、認証通信を認証システムに送信（１０４）してよい。
【００４９】
　例えば、更に図３を参照すると、ユーザ３２は、サードパーティ通信システムに登録（
ｅｎｒｏｌｌ）又は登録したい場合がある（サードパーティ通信システムは、例えば、実
施形態によっては、少なくとも部分的に、通信プロセス１０によって提供されてよく、か
つ／又は、通信プロセス１０と関連して与えられてよい）。通信プロセス１０は、単独で
、かつ／又は、１つ以上の追加アプリケーションと連動して、登録ユーザインタフェース
１５０を提供してよい。登録ユーザインタフェース１５０は、例えば、ユーザ３２が登録
及び／又は別の方法での登録（ｅｎｒｏｌｌ）を、通信プロセス１０によって提供される
サードパーティシステムを通して行うことを可能にしてよい。当然のことながら、通信プ
ロセス１０によって提供される登録及び認証の機能性は、ユーザが自身の識別情報を既に
認証した際に用いたであろう（例えば、それによって認証プロセスが容易になるであろう
）アプリケーション及び／又はシステムとの組み合わせで実装されてよい。
【００５０】
　上述のように、通信プロセス１０は、ユーザの認証の要求を受信（１００）してよい。
認証の要求は、ユーザに関連付けられたサードパーティアプリケーションに関連する認証
の要求を含んでよい（即ち、ユーザは、認証されるにあたって自分がどのように識別され
たいかを指定してよい）。例えば、ユーザ３２は、本通信システムの新規ユーザとして登
録したい場合がある。図示されるように、登録ユーザインタフェース１５０は、アプリケ
ーションを登録する目的、及び、ユーザの認証及び／又はユーザの識別情報の検証を行う
目的で使用される認証のモードをユーザ３２が選択することを可能にしてよい。例えば、
ユーザ３２は、本通信システムに対して自分の識別情報を認証させる目的で、既存の電話
番号、電子メールアドレス、ソーシャルネットワーキング識別情報などを利用してよい。
【００５１】
　図示されるように、一例示的実施形態では、登録ユーザインタフェース１５０は、ユー
ザ３２が自身の識別情報を本システムに認証させるために使用したいサードパーティアプ
リケーションをユーザ３２が選択することを可能にできる選択肢（例えば、ボタン１５２
、１５４、１５６）を含んでよい。図示されるように、ボタン１５２、１５４、１５６は
、ユーザ３２を認証するために利用できる各種サードパーティアプリケーション（即ち、
電子メール、ＳＭＳ、ソーシャルネットワーク）を識別するものであってよい。ユーザイ
ンタフェース１５０は、３つの選択肢（即ち、「電子メール」、「ＳＭＳ」、及び「ソー
シャルネットワーク」）を含むように図示されているが、このような選択肢は、限定では
なく例示を目的としたものであり、他の選択肢（例えば、関連付けられたサードパーティ
アプリケーションがある選択肢）も同様に利用されてよく、例えば、他の認証システム、
メッセージングシステム（例えば、インスタントメッセージングシステム）などが利用さ
れてよいが、これらに限定されない。一実施形態では、（例えば、スマートフォン１２に
関連付けられたタッチスクリーンを介して通信プロセス１０が受信できるタッチ入力によ
る）ユーザ３２のボタン選択に対する応答として、通信プロセス１０は、ユーザの認証の
要求を受信（１００）してよい。ユーザの認証の要求は、ユーザ３２に関連付けられたサ
ードパーティアプリケーション（例えば、図示された例における「電子メール」）に関連
する認証の要求を含んでよい。
【００５２】
　通信プロセス１０は、（例えば、ユーザに関連付けられたサードパーティアプリケーシ
ョンの選択に、少なくとも部分的に基づいて）ユーザの認証の要求を受信（１００）する
と、選択された、ユーザに関連付けられたサードパーティアプリケーションを介して、認
証通信を生成（１０２）してよい。一実施形態では、通信プロセス１０は、認証通信を生
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成（１０２）する目的で、選択された、ユーザに関連付けられたサードパーティアプリケ
ーションとの（直接かつ／又は間接的な）インタラクションを行ってよい。
【００５３】
　更に図４を参照すると、通信プロセス１０は、ユーザに関連付けられたサードパーティ
アプリケーション（例えば、上述の例では電子メールアプリケーション）により、その通
信アプリケーション用の埋め込み送信フォーム１５８を使用して、認証通信を生成（１０
２）してよい。通信プロセス１０は、ユーザに関連付けられた通信アプリケーションを起
動する要求を発行することにより、その埋め込み送信フォーム（例えば、登録ユーザイン
タフェース１５０のポップアップウィンドウ）を使用して、認証通信を生成（１０２）し
てよい。
【００５４】
　図４に示されるように、実施形態によっては、認証通信を生成（１０２）するステップ
は、送信先アドレス及び認証コードを含む通信コンテンツを事前入力（１１０）するステ
ップを含んでよい。例えば、通信プロセス１０は、送信フォーム１５８内の通信の１つ以
上のフィールドに事前入力（１１０）してよい。図示された例では、通信プロセス１０は
、送信フォーム１５８の「送信先（ｔｏ）」フィールド１６０及び「件名（ｓｕｂｊｅｃ
ｔ）」フィールド１６２に事前入力（１１０）してよい。各種実施形態では、「送信先（
ｔｏ）」フィールド１６０は、あらかじめアドレスが指定されていてよく、例えば、通信
プロセス１０に関連付けられた認証システムに関連したアドレスに付随する電子メールア
ドレス又はＳＭＳ電話番号が設定されていてよい。例えば、サードパーティ通信アプリケ
ーションに関連付けられたサードパーティ通信サービスは、あらかじめアドレスが指定さ
れた「送信先（ｔｏ）」フィールドを使用して、通信プロセス１０にメッセージを送信（
そして、例えば、最終的には配信）してよい。
【００５５】
　各種実施形態では、「送信元（ｆｒｏｍ）」フィールド１６４は、ユーザに関連付けら
れた通信アプリケーション（即ち、本例示的実施形態では電子メールアプリケーション）
の１つ以上のアカウント設定に基づいて入力されてよい。実施形態によっては、選択され
た、ユーザに関連付けられたサードパーティアプリケーションは、複数のユーザアカウン
トを含んでよい。例えば、スマートフォン１２に関連付けられた電子メールアプリケーシ
ョンが、その電子メールアプリケーションによってアクセス可能な複数の電子メールアカ
ウントを含んでよい。一例示的実施形態によれば、「送信元（ｆｒｏｍ）」フィールド１
６４は、（例えば、スマートフォン１２及び／又はスマートフォン１２によって実行され
る電子メールアプリケーションに関連付けられた１つ以上の基本設定の中で定義されてよ
い）デフォルトのアカウントに基づいて、（例えば、オペレーティングシステム又は電子
メールアプリケーション、その他によって）事前入力されてよい。そのような実施形態で
は、通信アプリケーションは、識別されたデフォルトアカウントに基づき、選択されたサ
ードパーティアプリケーションによって、認証通信を生成（１０２）してよい（例えば、
「送信元（ｆｒｏｍ）」フィールド１６４は、（例えば、装置オペレーティングシステム
などからの）デフォルトアカウント情報に基づいて事前入力（１１０）されてよい）。実
施形態によっては、通信プロセス１０は、ユーザ３２が認証通信を生成（１０２）する目
的で所望のアカウントを選択することを可能にしてよい。図示されていないが、実施形態
によっては、ユーザ３２は、例えば、事前入力された「送信元（ｆｒｏｍ）」フィールド
１６４を選択してよく、その結果として、通信プロセス１０は（単独で、かつ／又は、電
子メールアプリケーション又は他のサードパーティアプリケーションと連動して）ユーザ
３２が所望の認証用アカウントを選択することを可能にしてよい各種ユーザインタフェー
ス（例えば、ポップアップメニューなど）をレンダリングしてよい。
【００５６】
　更に、通信プロセス１０は、送信フォーム１５８に含まれる通信の本文１６６に事前入
力（１１０）してよい。実施形態によっては、本文１６６に事前入力（１１０）するステ
ップは、（例えば、ユーザ３２を認証するために認証システムによって使用されてよい）
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認証コードを生成するステップを含んでよい。実施形態によっては、「件名（ｓｕｂｊｅ
ｃｔ）」フィールド１６２に事前入力するステップは、そのような認証コードを生成する
ステップを含んでよい。上述の例によれば、通信プロセス１０は、ユーザ３２が、必要な
認証に用いられる通信アプリケーションを選択することに基づいて、本通信システム（又
は他の、ユーザ３２が登録してよいシステム）にユーザ３２を認証するために必要な情報
を含む認証通信を生成（１０２）してよい。更に、ユーザ３２が、通信プロセス１０によ
って提供されるユーザインタフェース１５０から離れることは必須でなくてもよい。従っ
て、実施形態によっては、アプリケーション及び／又はシステムに登録するための登録及
び／又は認証のプロセスを簡略化してよく、かつ、より「ユーザフレンドリ」にしてよい
。
【００５７】
　通信プロセス１０は更に、認証通信を認証システムに送信（１０４）してよい。例えば
、（例えば、送信フォーム１５８に含まれてよい）生成（１０２）された認証通信に関連
して、通信プロセス１０は、ユーザ（例えば、上述の実施形態におけるユーザ３２）が自
身の登録の意思を（例えば、「今すぐ登録（ｒｅｇｉｓｔｅｒ　ｎｏｗ）」ボタン１６８
を選択することによって）主張することを可能にしてよい。ユーザ３２が「今すぐ登録（
ｒｅｇｉｓｔｅｒ　ｎｏｗ）」ボタン１６８を選択したことに対する応答として、通信プ
ロセス１０は、相互に信頼されるサードパーティ通信システムに対し、自身で、認証通信
を送信すること、並びに、認証通信の配信を試行することを命令してよい。「送信先（ｔ
ｏ）」フィールド１６０の事前アドレス指定（即ち、「送信先（ｔｏ）」フィールド１６
０の事前入力）は、メッセージが最終的に（例えば、ネットワーク接続されたサーバ１８
を介して）通信プロセス１０ｄ内に配信されるようにしてよい。このメッセージが受信さ
れると、認証コード１６８は、この受信された認証メッセージを検証すること、並びに相
関させることに使用されてよい。従って、メッセージ及びメッセージに含まれる受信され
た認証コードの相関の受信に対する応答として、通信プロセス１０（例えば、サーバコン
ピュータ１８によって実行される通信プロセス１０ｄ）は、ユーザを認証（１１４）して
よい。そして、当該技術分野において周知のとおり、（通信プロセス１０ｄ、及び／又は
別の認証システム及び／又はプロセスを含んでよい）認証システムは、（例えば、少なく
とも部分的には通信プロセス１０によって生成（１０２）された）着信通信が本物であっ
て、偽物の通信及び／又はアドレスではないことを検証できる様々な標準技術を利用して
よい。
【００５８】
　実施形態によっては、認証通信を生成（１０２）するステップは、サードパーティアプ
リケーションに関連付けられたユーザ認証情報を受信（１１２）するステップを含んでよ
い。例えば、図示されていないが、実施形態によっては、ユーザが、登録及び／又は認証
の目的でサードパーティ認証アプリケーションを使用したい場合がある。例えば、ユーザ
は、登録及び／又は認証の目的で、サードパーティソーシャルネットワーキングシステム
に関連付けられた認証システムを使用したい場合がある。そのような実施形態では、通信
プロセス１０は、サードパーティ認証システムの一群の中から、ユーザが登録及び／又は
認証に使用したい１つをユーザに表示してよく、そこでユーザに対し、当該ソーシャルネ
ットワーキングシステムに関連付けられたログイン認証情報（例えば、ユーザ名及びパス
ワード）を入力することを要求してよい。通信プロセス１０は、（例えば、適切なユーザ
インタフェースから入力されてよい）ユーザ認証情報を自身で受信するソーシャルネット
ワーキングシステムを（例えば、ソーシャルネットワーキングシステムに認証要求を送信
（１０８）することによって）呼び出してよく、当該サードパーティシステムによる成功
した認証に基づいて認証を付与（１１６）してよい。
【００５９】
　実施形態によっては、本開示による通信システム及び通信方法は、マルチパーティ通信
システム間、並びに、リアルタイムかつ非同期のモダリティのシームレスな統合及び促進
を行いうる多同期通信システム間での多彩かつ多面的なインタラクションを可能にしてよ
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いプラットフォームを提供するものであってよい。インタラクションは、音声又はイメー
ジのみに関するものでなくてよく、むしろ、多数のデータ型及びモダリティの統合を含ん
でよく、この統合が提供しうるユーザエクスペリエンスは、現代的なコンピューティング
装置（例えば、スマートフォンなど）の様々な能力及び機能性を全て活用しうる様式での
共有及び観察に関するものであってよい。多様なデータ型及びモダリティを多様なコンテ
キストにまたがって利用することにより、高度に有意義かつインタラクティブなエクスペ
リエンスを提供することが可能である。
【００６０】
　本開示の一態様では、通信システムが、相互接続している各個人に関連付けられたトラ
ンザクションコストを低減しうる、シグナリングの機能性及び機能を提供してよい。「シ
グナリング」は、本明細書においては、通信の実体の前兆として行われうるインタラクシ
ョンを大まかに包含するものであってよい。実施形態によっては、シグナリングは、個人
間で通信を開始及び／又は確立するためのインタラクション及びアクティビティを含んで
よい。一実施態様によれば、通信プロセス１０は、サードパーティ（即ち、１人以上の被
呼者）との通信を開始する要求を、ユーザ（即ち、発呼者）から受信（５００）してよい
。通信プロセス１０は、複数の通知選択肢を提供（５０２）してよい。通信プロセス１０
は、複数の通知選択肢のうちの１つが選択された結果を受信（５０４）してよい。通信プ
ロセス１０は更に、複数の通知選択肢から選択されたものに少なくとも部分的に基づいて
、サードパーティに通知を送信（５０６）してよい。
【００６１】
　例えば、一実施形態では、通信プロセス１０は、通信を開始する要求を受信（５００）
してよい。実施形態によっては、発呼者による、１人以上の被呼者との通信を開始する要
求は、少なくとも１つのレベルにおいては、発呼者が通信したいと考える可能性のある１
人以上の個人の識別と、発呼者が通信を開始したいと考える可能性のあることの意思表示
とを含んでよい。例えば、図６を参照すると、実施形態によっては、通信プロセス（例え
ば、ユーザ３２に関連するスマートフォン１２によって関連付けられて実行される通信プ
ロセス１０ａ）は、単独で、かつ／又は、１つ以上の追加アプリケーションと連動して、
連絡先リストユーザインタフェース６００を提供してよい。連絡先リストユーザインタフ
ェース６００は、協同通信システムを利用する可能性のある（例えば、協同通信システム
に登録される可能性のある）１人以上の個人のリストを含んでよい。そのような実施形態
では、通信プロセス１０は、発呼者（例えば、ユーザ３２）が連絡先リストユーザインタ
フェース６００の中から一個人（例えば、ユーザ３４。従って被呼者ということになる）
を選択したことに対する応答として、通信を開始する要求を受信（５００）してよい。各
種実施形態では、ユーザ３２は、（発呼者である）ユーザ３２が通信を開始したい個人を
（例えば、タッチスクリーンインタフェース又は他の好適な選択装置で）選択するだけで
よい。
【００６２】
　様々な追加／代替の実施形態によれば、通信プロセス１０は、１つ以上の追加アプリケ
ーションとインタラクションを行ったり、かつ／又は、１つ以上の追加／代替のインタフ
ェースを利用して、通信を開始する要求を受信（５００）したりしてよい。例えば、一実
施形態では、通信プロセス１０は、該通信プロセス１０を実行するコンピューティング装
置によって実行されるカレンダアプリケーション（例えば、通信アプリケーション１０ａ
を実行してよいスマートフォン１２によって実行されるカレンダアプリケーション）とイ
ンタラクションを行ってよい。一実施形態では、発呼者（例えば、ユーザ３２）は、カレ
ンダアプリケーション内に含まれるミーティングの被招待者としてリストされてよい個人
を選択してよい。好適なユーザ入力（例えば、タッチアンドスワイプ入力、又はロングタ
ッチ入力、又は他の好適なユーザ入力）に対する応答として、通信プロセス１０は、単独
で、かつ／又は、カレンダアプリケーションと連動して、選択された個人との通信を開始
するメニュー選択肢をレンダリングしてよい。ユーザ３２が、選択された個人との通信を
開始するメニュー選択肢を選択すると、通信プロセス１０は、選択された個人との通信を
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開始する要求を受信（５００）してよい。通信プロセス１０は、様々な追加及び／又は代
替のアプリケーション（例えば、ソーシャルネットワーキングアプリケーション、電子メ
ールアプリケーション、（例えば、様々な個人の居場所の表示を含んでよい）地図作成ア
プリケーション、又は他の好適なアプリケーション）とのユーザインタラクションに対す
る応答として、同様に、選択された個人との通信を開始する要求を受信（５００）してよ
い。
【００６３】
　実施形態によっては、一個人との通信を開始する要求の受信（５００）に対する応答と
して、通信プロセス１０は、ユーザが通信相手としたい個人に関連付けられたコンテキス
ト情報を受信（５０８）してよい。実施形態によっては、通信プロセス１０は、例えば、
連絡先リストユーザインタフェース６００（又は別の、被呼者の選択が可能なインタフェ
ース）が呼び出されることに対する応答として、コンテキスト情報を受信（５０８）して
よい。即ち、一実施形態では、通信プロセス１０は、呼び出されている、被呼者の選択が
可能なインタフェースに基づいて、１人以上の被呼者（及び／又は潜在的被呼者）に関連
付けられたコンテキスト情報を受信してよい。各種実施形態によれば、コンテキスト情報
は、被呼者（即ち、通信相手にしたいという意思が受信（５００）されている個人）に関
するステータス認識情報及び／又はキューを、様々な程度で提供してよい。例えば、コン
テキスト情報は、当該個人の空き状況ステータス及び予想能力に関するインジケータ及び
／又はキュー、及び／又は、通信に参加する意思、及び／又は、当該個人が参加すること
が可能であってよい通信の形式を提供できる情報を含んでよい。これらのコンテキストキ
ューは、被呼者によって（例えば、被呼者に関連するクライアント装置によって関連付け
られて実行される通信アプリケーションにおいて）明示的に設定されてよく、かつ／又は
、クライアント装置のオペレーティングシステム、クライアント装置のハードウェアセン
サ、及び／又は、被呼者に関連するクライアント装置に関連付けられたアプリケーション
プログラム、サービスなどから、通信アプリケーションによって自動的に導出されてよい
。コンテキストキューは、被呼者の、大まかな、又は具体的な、現在又は最近の位置、方
向、及び速度、或いは、被呼者の通信装置の、大まかな、又は具体的な、現在又は最近の
位置、方向、及び速度を含んでよい。
【００６４】
　例えば、コンテキスト情報は、当該個人（即ち、被呼者）の位置、及び当該個人に関連
付けられた軌跡情報の一方又は両方を含んでよく、これらは、例えば、当該個人に関連す
る装置（例えば、ユーザ３４に関連するスマートフォン１４）に関連付けられたＧＰＳ受
信器、コンパス、及び加速度計や、セルラ送受信機又はＷｉＦｉアクセスポイントからの
近接度などによって与えられてよい。位置情報は、絶対位置情報及び／又は相対位置情報
を含んでよい（例えば、「当該個人は自宅にいる」、「当該個人はあなたの近くにいる」
など）。同様に、軌跡情報は、例えば、当該個人の動き、並びに、動きの具体的な、又は
大まかな速度及び方向などの情報を示すものであってよい。位置及び／又は軌跡コンテキ
スト情報は、例えば、「当該個人が現在、自動車速度でほぼ北東方向に移動中」であるこ
となどを示すものであってよい。自動車速度で現在移動中の当該個人のコンテキストは、
例えば、当該個人との通信に使用されてよいデータ型に関連して活用されてよい。例えば
、運転中であると考えられる当該個人などにとっては、メール（テキスト）ベースの通信
は、望ましい通信形式ではないかもしれない。
【００６５】
　実施形態によっては、コンテキスト情報は、サードパーティ被呼者に関連するクライア
ント装置（例えば、ユーザ３４に関連するスマートフォン１４）に関連付けられたセンサ
情報を含んでよい。例えば、センサ情報は、「当該装置が最近７時間の間、暗闇の中にあ
って、プラグ接続されていて、動いていない状態である」ことを（例えば、加速度計、又
は他の、当該装置に関連付けられたセンサに基づいて）示してよい。アクティビティ情報
は、時刻情報などの追加情報との組み合わせで、「当該個人が通信装置を使用していない
可能性がある」ことや「当該個人が睡眠中である」ことなどを示唆するコンテキスト情報
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を提供してよい。
【００６６】
　実施形態によっては、コンテキスト情報は、当該個人の他のアプリケーションに関連付
けられた情報に基づいて受信（５０８）されてよい。例えば、当該個人に関連付けられた
電話アプリケーション（例えば、ユーザ３４によって利用されるスマートフォン１４に関
連付けられた電話機能）が、「当該個人が装置のマイク及びスピーカを使用してＰＳＴＮ
呼に現在参加している」などのコンテキスト情報を提供してよい。当該個人に関連付けら
れたカレンダアプリケーションにおいてスケジュールされているミーティングが、「当該
個人がミーティングに現在参加している」などのコンテキスト情報を提供してよい（又、
例えば、そのミーティングに関するコンテキスト情報（例えば、「ミーティングは電話会
議及び／又はウェブ会議などである」など）も提供してよい）。当該個人に関連付けられ
た様々な追加及び／又は代替のアプリケーションが、当該個人に関連付けられたコンテキ
スト情報を提供してもよい。
【００６７】
　各種実施形態では、コンテキスト情報は、統合的に処理及び／又は解釈されてよい。例
えば、当該個人に関連付けられたコンテキストをより多彩にするために、各種コンテキス
ト情報を、ばらばらな個別情報として存在させる代わりに、一括して解釈してよい。例え
ば、「当該個人が自動車速度で移動中である」こと、「当該個人が電話での会話に参加し
ている」こと、及び「当該個人がミーティング中であるように現在スケジュールされてい
る」ことを示すコンテキスト情報が、「当該個人が自動車で移動しながら遠隔会議に参加
している」こととして解釈されてよい。そのようなコンテキスト情報は、当該個人との通
信を開始したいユーザが、当該個人に対して通信を割り込ませるべきかどうかを評価する
こと（例えば、ユーザが通信の緊急度を評価すること）、及び／又は、当該個人に対して
通信を割り込ませる方法を評価することを可能にできる。
【００６８】
　各種実施形態によれば、コンテキスト情報は、コンテキスト情報が関連付けられている
個人のプライバシに配慮しうる形式及び／又は様式で受信（５０８）されてよい。例えば
、プライバシに配慮しうる、ある程度の精度又は具体性を有するコンテキスト情報を受信
（５０８）してよい。例えば、位置情報及び／又は軌跡情報は、当該個人の正確な速度及
び位置を識別するのではなく、当該個人が自動車速度で移動中であることを示せばよい。
他の様々なタイプのコンテキスト情報も、プライバシに配慮する形式で受信（５０８）さ
れてよい。
【００６９】
　各種実施形態によれば、コンテキスト情報におけるプライバシへの配慮は、例えば、シ
ステム規模及び／又は個人ユーザレベルの設定に基づいて、様々であってよい。例えば、
ユーザは、他の様々なユーザに関連付けられたプライバシ配慮を様々なレベルで確立して
よい。例えば、個人が、ちょっとした知り合いによって受信されてよい自分のコンテキス
ト情報において、高い度合いのプライバシを求める場合がある。その一方で、同じ個人が
、親密な友人や家族によって受信されてよい自分のコンテキスト情報においては、求める
プライバシの度合いがより低い場合がある。従って、実施形態によっては、個人は、コン
テキスト情報及びコンテキスト情報を受信してよいユーザに関連付けられたプライバシ設
定を設定してよい。実施形態によっては、コンテキスト情報に、デフォルトの高レベルの
プライバシ配慮が関連付けられてよい。デフォルトのプライバシ配慮は、様々な個人ユー
ザ及び／又はユーザ群に応じて、当該個人によって変更されてよい。コンテキスト情報に
関連付けられたプライバシ配慮を管理する様々な追加及び／又は代替のメカニズムも、同
様に実装されてよい。
【００７０】
　一実施形態では、通信プロセス１０は、当該個人に関連付けられた装置（例えば、ユー
ザ３４に関連付けられたスマートフォン１４など）からコンテキスト情報を直接受信（５
０８）してよい。実施形態によっては、通信プロセス１０は、当該個人に関連付けられた
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装置に送信したコンテキスト情報の要求に対する応答としての、当該個人に関するコンテ
キスト情報を受信（５０８）してよい。実施形態によっては、一個人に関連付けられた装
置が、コンテキスト情報をサーバ（例えば、サーバ１８）に断続的に送信してよく、サー
バは、そのコンテキスト情報を維持してよい。例えば、当該個人に関連付けられた装置は
、コンテキスト情報をサーバコンピュータ１８に、断続的に（例えば、事前定義された間
隔で）送信してよい。実施形態によっては、当該個人に関連付けられた装置は、例えば、
当該個人に関連付けられたコンテキストの変化（例えば、動き状態の変化、カレンダアプ
リケーションにおける当該個人に関連付けられた現在のミーティングの表示、その他）に
対する応答として、コンテキスト情報をサーバコンピュータ１８に送信してよい。そのよ
うな実施形態によれば、通信プロセス１０は、サーバ１８からコンテキスト情報を受信（
５０８）してよい。（例えば、エネルギの節約が望ましい）実施形態によっては、コンテ
キスト情報を実際に必要とすることを通信プロセス１０が（例えば、リアルタイムかつ／
又は近リアルタイムで）示すまで、各装置はコンテキスト情報を通信プロセス１０に送信
しなくてよい。例えば、通信プロセス１０は、特定の被呼者との通信を開始する要求を通
信プロセス１０が受信（５００）したことに対する応答として、その被呼者のコンテキス
トを受信（５０８）してよい。様々な追加／代替の実施態様も同様に実装されてよい。
【００７１】
　通信プロセス１０は、複数の被呼者通知選択肢を提供（５０２）してよい。実施形態に
よっては、この複数の通知選択肢は、例えば、（例えば、連絡先リストユーザインタフェ
ース６００の中から「アラート（ａｌｅｒｔ）」ボタン６０２を選択することにより）静
かに、又は無音で被呼者にアラートする選択肢を発呼者に与えてよく、或いは代替として
、（例えば、連絡先リストユーザインタフェース６００の中から「鳴動（ｒｉｎｇ）」ボ
タン６０４を選択することにより）被呼者の電話を大きな音で鳴らすか、特定の呼び出し
音を再生する選択肢を発呼者に与えてよい。実施形態によっては、複数の通知選択肢を提
供（５０２）するステップは、被呼者（即ち、ユーザが通信したい相手であるサードパー
ティ又は個人）に関連付けられたコンテキスト情報を提供（５１０）するステップを含ん
でよい。通信プロセス１０は、各種の好適な様式に従う個人に関連付けられたコンテキス
ト情報を提供（５１０）してよい。例えば、実施形態によっては、通信プロセス１０は、
１人以上の被呼者及び／又は潜在的被呼者（本明細書ではまとめて「被呼者」と称する）
に関連付けられたコンテキスト情報を、連絡先リストユーザインタフェース６００内の各
被呼者に関連付けられた１つ以上のアイコン（例えば、「自動車で移動中（ｄｒｉｖｉｎ
ｇ）」アイコン６０６及び／又は「歩行中（ｗａｌｋｉｎｇ）」アイコン６０８）の形式
で提供（５１０）してよい。他の例では、通信プロセス１０は、コンテキスト情報（例え
ば、「ユーザ３４は自動車速度で移動中である」）を、スマートフォン１２に関連付けら
れたディスプレイに表示するだけでよく、かつ／又は、（例えば、テキストを音声化する
エンジンなどにより）その情報を告知するだけでよい。更に、様々なタイプのコンテキス
ト情報を、上記以外の方法で提供（５１０）してよい。例えば、地図表示インタフェース
を用いて、位置コンテキスト情報を提供（５１０）してよい。例えば、ユーザ３４（例え
ば、ユーザ３２が通信を開始したい相手である個人）が自動車速度で移動中である例示的
実施形態では、通信プロセス１０は、（単独で、かつ／又は、別のアプリケーション（地
図作成アプリケーションなど）と連動して）ユーザ３４の現在及び／又は最近の位置を示
す地図を描画することが可能であり、更には、ユーザ３４が自動車で移動中であることを
示すことが可能である。コンテキスト情報を提供（５１０）する様々な追加及び／又は代
替のメカニズムも、同様に利用されてよい。上述のように、実施形態によっては、通信プ
ロセス１０は、複数の通知選択肢を提供するステップに先だって、コンテキスト情報を提
供してよい。
【００７２】
　一実施形態によれば、複数の通知選択肢は、発呼者と被呼者との間で軽量の発呼前ダイ
アログを実施することを可能にする、１つ以上の事前定義済み又はカスタマイズ済みダイ
アログ選択肢を含んでよい。例えば、これらのダイアログ選択肢は、例えば、当該個人が
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空いていて発呼者と関わり合うことが可能かどうかを判定すること（例えば、ステータス
要求）、及び／又は、当該個人が好ましい通信モダリティ又は形式を有するかどうかを（
例えば、当該個人のコンテキスト又は状況に基づいて）判定することに使用されてよい基
本的なやり取りを含んでよい。例えば、通信プロセス１０は、上記１つ以上のダイアログ
選択肢を、発呼者が選択可能な項目として含む、複数の通知選択肢を提供（５０２）して
よい。例えば、図６に示されるように、通信プロセス１０は、「この呼に参加する（ｊｏ
ｉｎ　ｍｅ　ｉｎ　ｔｈｉｓ　ｃａｌｌ）」ボタン６１０を提供してよい。発呼者がボタ
ン６１０を選択したことに対する応答として、通信プロセス１０ａは、（単独で、かつ／
又は、別のアプリケーションと連動して）図７に示されるダイアログユーザインタフェー
ス７００を生成してよい。ダイアログユーザインタフェース７００は、１つ以上の事前定
義済みダイアログ選択肢を含んでよく、これらの選択肢は、例えば、ダイアログユーザイ
ンタフェース７００の中の選択可能な選択肢（例えば、「挨拶のみ（ｊｕｓｔ　ｓａｙｉ
ｎｇ　ｈｉ）」選択肢７０２、「今空いていますか？（ｙｏｕ　ａｖａｉｌａｂｌｅ？）
」選択肢７０４、及び「今話をする必要があります（ｎｅｅｄ　ｔｏ　ｔａｌｋ　ｎｏｗ
）」選択肢７０６」）であってよい。３つのダイアログ選択肢を含むダイアログメニュー
が図示されているが、これは例示を目的としたものに過ぎず、ダイアログ選択肢の数及び
種類は、設計条件及びユーザニーズに応じて異なってよい。更に、ダイアログユーザイン
タフェースは、入力フィールド７０８を含んでよく、このフィールドは、例えば、ユーザ
３２が自由形式のダイアログを入力することを可能にするものであってよい。更に、実施
形態によっては、ダイアログメニュー６０２に含まれるダイアログ選択肢は、カスタマイ
ズされてよく、例えば、ユーザ、アプリケーション開発者、システム管理者、又は他の個
人によってカスタマイズされてよい。更に、図７は、ダイアログメニューを１つだけ含ん
で示されているが、複数のダイアログメニューが含まれてよい。実施形態によっては、様
々なシグナリング態様（例えば、当該個人のステータス及び／又は空き状況、好ましい通
信モダリティ、重要度、その他）に関連するダイアログ選択肢を有する様々なダイアログ
メニューが含まれてよい。
【００７３】
　通信プロセス１０は、複数の通知選択肢のうちの１つが選択された結果を受信（５０４
）してよい。例えば、発呼者（例えば、ユーザ３２）は、通知選択肢のうちの１つ以上（
例えば、ダイアログユーザインタフェース７００の中に含まれるダイアログ選択肢のうち
の１つ以上）を（例えば、タッチ選択ジェスチャ、又は他の好適な選択メカニズムを用い
て）選択してよい。更に、通信プロセス１０は、上記複数の通知選択肢のうちの選択され
た１つに少なくとも部分的に基づいて、サードパーティ（即ち、ユーザが通信したい相手
である被呼者又は個人）に通知を送信（５０６）してよい。
【００７４】
　通信プロセス１０は更に、通知に対するサードパーティからの応答を受信（５１２）し
てよい。例えば、ユーザ３２がダイアログユーザインタフェース７００の中から、あるダ
イアログ選択肢（例えば、「今空いていますか？（ｙｏｕ　ａｖａｉｌａｂｌｅ？）」７
０４）を選択したことに対する応答として、通信プロセス１０（例えば、通信プロセス１
０ａ及び／又は通信プロセス１０ｄ）は、被呼者（例えば、ユーザ３４）に通知を送信（
５０６）してよい。図８を参照すると、通知は、被呼者に関連付けられた装置（例えば、
ユーザ３４に関連付けられたスマートフォン１４）によって受信されてよい。ダイアログ
選択肢は、当該個人に関連付けられた装置（例えば、スマートフォン１４）（の、例えば
、ユーザインタフェース７５０）に表示されてよく、例えば、対応する通信プロセス（例
えば、スマートフォン１４によって実行される通信プロセス１０ｂ）及び／又は別の好適
なアプリケーションによって表示されてよい。一実施形態では、ユーザインタフェース７
５０は、１つ以上の応答ダイアログ選択肢を含んでよく、これらは、１つ以上の選択可能
な応答選択肢（例えば、「今は話せません（ｃａｎ'ｔ　ｔａｌｋ　ｎｏｗ）」７５２、
「しばらくお待ちください（ｇｉｖｅ　ｍｅ　ａ　ｍｉｎｕｔｅ）」７５４、「すぐ折り
返します（Ｉ'ｌｌ　ｃａｌｌ　ｙｏｕ　ｒｉｇｈｔ　ｂａｃｋ）」７５６、及び「メー
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ルを書いて送信してください（ｔｅｘｔ　ｍｅ）」７５８）を含んでよい。ユーザ３４は
、応答ユーザインタフェース７５０の中から適切な応答を選択してよく、例えば、所望の
応答にタッチすることなどにより選択してよい。応答ユーザインタフェース７５０は４つ
の選択肢を含んで図示されているが、応答ユーザインタフェース７５０に含まれる選択肢
の数及び種類は、例示を目的としたものに過ぎない。応答メニューに含まれる応答の数及
び種類は、設計条件及び／又はユーザニーズに応じて異なってよく、追加／代替として（
例えば、ユーザ、システム管理者、アプリケーション開発者、又は別の個人によって）カ
スタマイズ可能であってよい。更に、実施形態によっては、当該個人は、自由形式の応答
を（例えば、入力フィールド７６０から）入力できるようにされてよく、かつ／又は、別
の方法で、ユーザから受信されたダイアログ選択肢に応答できるようにされてよい。
【００７５】
　被呼者（例えば、ユーザ３４）が、通知の一環として通信プロセス１０によって送信（
５０６）されたダイアログ選択肢に対する応答を、選択及び／又は他の方法で入力したこ
とに対する応答として、通信プロセス１０は、当該個人からの応答を受信（５１２）して
よい。例えば、図９に示されるように、ユーザ３４が、応答ユーザインタフェース７５０
の中から応答選択肢「メールを書いて送信してください」を選択したとする。この場合、
（例えば、少なくとも部分的に通信プロセス１０ａによってスマートフォン１２上に描画
されてよい）ユーザインタフェース８００は、当該個人から受信（５１２）された応答を
表示してよい。
【００７６】
　通信プロセス１０は、当該個人との通信を開始（５１４）してよい。例えば、ユーザ３
２は、当該個人（例えば、ここでの例ではユーザ３４）からの応答を選択してよく、かつ
／又は、開始選択肢（例えば、「アラート（ａｌｅｒｔ）」ボタン８０２及び／又は「鳴
動（ｒｉｎｇ）」ボタン８０４）を選択してよい。ユーザ３２が、ユーザインタフェース
８００の中で応答及び／又は開始選択肢を（例えば、タッチ選択入力などにより）選択し
たことに対する応答として、通信プロセス１０は、通信を開始（５１４）してよい。図示
されている実施形態では、当該個人がメール（テキスト）ベースの通信を望んだことが応
答に示されており、この場合、通信プロセス１０は、少なくとも初期通信モダリティとし
て、メールベースの通信に都合がよいように構成されたユーザインタフェースデフォルト
により、ユーザ３４との通信を開始（５１４）してよい。もちろん、他の実施形態が、（
例えば、サードパーティへの応答、ユーザプリファレンスなどに少なくとも部分的に基づ
いて）別のモダリティの通信を含んでもよい。
【００７７】
　上述の例には、ユーザから、ユーザが通信したい相手である個人への１つのダイアログ
のやり取りと、当該個人からの１つの応答とが含まれているだけであるが、このやり取り
の例は、例示を目的としたものに過ぎず、限定を目的としたものではない。各種実施形態
では、通信の開始に先立って複数回のダイアログのやり取りが発生する場合がある。更に
、大まかに示されるように、ダイアログ及び／又は応答の１つ以上の後続のセットが、そ
の前のダイアログ及び／又は応答に少なくとも部分的に基づいてよい。例えば、応答ダイ
アログは、応答ダイアログ選択肢が、受信されたダイアログに対する応答としてふさわし
いものとなりうるように、受信されたダイアログに少なくとも部分的に基づいてよい。
【００７８】
　ここまで大まかに述べたように、態様によっては、本明細書に記載の通信プロセスは、
人々の間の通信を可能にするプラットフォーム又はシステムを提供するものであってよい
。一般に、通信プロセスは、実施形態によっては、単一呼での、多様なデータ型及び／又
は媒体型の、統合された同時のやり取りを可能にしてよい単一アプリケーションを提供す
るものであってよい。「呼」は、本明細書においては、主に、一般的な時間関連属性によ
って互いにリンクされてよい複数のインタラクションからなるシーケンスを意味してよく
、例えば、複数のインタラクションが時間的に順序付けられ、関連付けられている場合、
これらのインタラクションは、単一の会話、又は関連付けられたインタラクションのグル
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ープを構成してよい。更に、呼を構成するインタラクションのシーケンスは、その呼にお
ける参加者に関して大まかに関連付けられてよい。例えば、呼の途中で（例えば、呼の参
加者が新たに加わったり、かつ／又は、離れたりすることにより）参加者の一部が代わっ
てもよいが、呼は、参加者属性を含んでよい。即ち、呼は、少なくとも部分的には、呼に
誰が参加しているかに基づいて識別されてよい。従って、参加者は、呼の一属性であって
よい。実施形態によっては、本明細書に記載の通信プロセスは、呼参加者の集合の各人の
間にリアルタイム媒体チャネルを提供することが可能なアプリケーション及び／又はシス
テムを提供してよく、このリアルタイム媒体チャネルは、単一呼の途中での異なる複数の
データ型及び／又は媒体型の同時使用、並びに、これらの間でのシームレスな遷移を可能
にしてよい。
【００７９】
　更に図９を参照すると、一実施形態では、通信プロセス１０は、呼を開始する要求を、
チャネル経由で受信（９００）してよい。通信プロセス１０は又、そのチャネルに関連付
けられた呼参加者集合を識別９０２してよい。通信プロセス１０は、呼に関連付けられた
通信のシーケンスを受信（９０４）してよい。通信のシーケンスは、リアルタイム媒体デ
ータ型（例えば、同期データ型）及び非同期ポストデータ型を含んでよい。更に、通信プ
ロセス１０は、通信のシーケンスを呼に送信（９０６）してよい。
【００８０】
　通信プロセス１０は、呼を開始する要求をチャネル経由で受信（９００）してよく、そ
のチャネルに関連付けられた呼参加者集合を識別（９０２）してよい。本開示によれば、
一般に、呼は、通信プロセス１０によって推進される通信システムのメンバ間でのインタ
ラクションの集合を含んでよい。呼を発生させるインタラクションの集合は、チャネルの
コンテキストにおいて開始される呼を含んでよい。チャネルは、そのチャネル内で開始さ
れる全ての呼への参加を自動的に提案されてよい共通デフォルト参加者集合を有する１つ
以上の呼の集合を含んでよい。従って、インタラクションに参加しているメンバからなる
参加者集合は、呼の一属性であってよい。通信プロセス１０は、デフォルトの呼参加者集
合を、チャネルに関連付けられた参加者集合を含むものとして識別（９０２）してよい。
即ち、デフォルトでは、呼参加者集合は、チャネル参加者集合を含んでよい。実施形態に
よっては、後で詳述するように、チャネル参加者集合は、所与の呼の目的のために、呼に
個人を追加したり、呼から個人を除去したりすることによって修正されてよい。呼参加者
集合は、呼に実際に参加してよい個人を含んでよい。
【００８１】
　一例（実施形態）では、通信プロセスは、ユーザ（例えば、スマートフォン１２を操作
しているユーザ３２）からの入力に対する応答として、呼を開始する要求を受信（９００
）してよい。ユーザ３２からの入力は、例えば、通信プロセス１０に関連付けられた連絡
先リスト（例えば、スマートフォン１２で実行される通信プロセス１０ａがローカルに、
又はネットワーク２０のようなネットワークを経由してインタラクションを行ってよい連
絡先リスト）の中からの、チャネルの選択結果を含んでよい。実施形態によっては、チャ
ネルは、どのチャネルで呼が開始されているかに応じて、かつ、拡大解釈すれば、そのチ
ャネルのメンバ又は加入者のリストに応じて、暗黙的に選択されてよい。例えば、通信プ
ロセス１０は、チャネルのメンバシップがユーザによって手動で構成されることを可能に
してよく、或いは、外部管理されてよい個人の集合に自動的に同期するように構成されて
よく、そのような個人の集合として、例えば、フェイスブックグループ、（例えば、カレ
ンダアプリケーションなどで管理されてよい）共通ミーティングの参加者、オンラインワ
ークスペース又はフォルダへのアクセス権限を有する個人などがある。
【００８２】
　チャネルに関連付けられた呼参加者集合を識別（９０２）するステップは、その呼に招
待されてよい個人を識別するステップだけでなく、更に、既存のチャネルに関連付けられ
た呼参加者集合を識別（９０２）するステップも含んでよい。大まかに上述されたように
、一実施形態では、チャネルに関連付けられた呼参加者集合を識別（９０２）するステッ
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プは、チャネルに関連付けられた事前定義済みチャネル参加者集合にアクセス（９０８）
するステップを含んでよい。チャネルに関連付けられた事前定義済みチャネル参加者集合
は、例えば、過去の呼又は既存チャネル（例えば、過去における定義済みグループの個人
間の１つ以上の呼に利用されてきたと考えられるチャネル）に関連付けられてよい個人の
リストを含んでよい。従って、そのような実施形態では、通信プロセス１０は、既存チャ
ネル及び以前の呼に関連付けられた参加者集合にアクセス（９０８）することにより、呼
参加者集合を識別（９０２）してよい。即ち、チャネル参加者集合は、（例えば、何らか
の修正（例えば、呼の目的のためにチャネル参加者集合に個人を追加したり、かつ／又は
、チャネル参加者集合から個人を除去したりすることなど）がなされる）呼参加者集合の
ベースを、少なくとも部分的に形成してよい。
【００８３】
　別の実施形態では、チャネルに関連付けられた事前定義済みチャネル参加者集合にアク
セス（９０８）するステップは、通信プロセス１０からアクセス可能な、かつ／又は、通
信プロセス１０に統合された連絡先リストにアクセスするステップを含んでよい。例えば
、一実施形態では、ユーザ（例えば、ユーザ３２）が、通信プロセス１０に関連付けられ
た連絡先リストを定義してよい。通信プロセスに関連付けられた連絡先リストは、ユーザ
３２に関連付けられた１つ以上のチャネルの表示を含んでよく、この１つ以上のチャネル
のそれぞれは、チャネルにおける１人の（又は複数の）参加者を含んでよい。例えば、連
絡先リストにおける各個人連絡先は、ペアワイズチャネル（例えば、ユーザ３２と、連絡
先としてリストされている個人とを含むチャネル参加者集合）を発生させてよい。同様に
、連絡先リストにリストされている各連絡先グループは、複数の個人を含んでよく、グル
ープワイズチャネル（例えば、ユーザ３２と、その集合の個人とを含むチャネル参加者集
合）を発生させてよい。呼を開始する要求をチャネル経由で受信（９００）したことに対
する応答として、通信プロセス１０は更に、チャネルに関連付けられた呼参加者集合（例
えば、その呼に対して意図された参加者）を識別（９０２）してよく、これは、（例えば
、連絡先リストにおいて定義されている）チャネルに関連付けられた事前定義済みチャネ
ル参加者集合にアクセス（９０８）するステップを含んでよい。事前定義済み参加者集合
を含むチャネルは、明示されたチャネルを含んでよい。
【００８４】
　一実施形態では、チャネルに関連付けられた呼参加者集合を識別（９０２）するステッ
プは、個人同士の暗黙的な関連付けに少なくとも部分的に基づいてチャネルを定義（９１
０）するステップを含んでよい。例えば、やはり大まかに上述されたように、チャネルが
、暗黙的な個人のグループに関連付けられてよく、これは、例えば、個人同士の関連付け
が共通インタラクション又は交点によって示唆されてよいグループの各個人を含んでよい
。例えば、グループの各個人は、一般的なソーシャルネットワーキンググループ（例えば
、フェイスブックグループ、又は他の同様なグループ）のメンバであってよい。別の例で
は、グループの各個人は、カレンダシステム又はカレンダアプリケーションを使用してス
ケジュールされてよいミーティング又はアクティビティの出席者及び／又は被招待者であ
るように示されてよい。同様の個人同士の暗黙的な関連付けは、例えば、共用のオンライ
ンスペース又はフォルダにアクセスする権限を有する個人に基づいてよい。従って、通信
プロセス１０は、個人同士の暗黙的な関連付けに基づいてチャネルを定義することを含め
て、呼に対するデフォルト参加者集合を識別（９０２）してよい。そのような実施形態に
よれば、通信プロセス１０は、（例えば、ソーシャルネットワーキンググループ、カレン
ダイベント、その他を選択することにより）暗黙的に関連付けられた個人同士の交点に関
連するユーザ入力に基づいて、呼を開始する要求をチャネル経由で受信（９００）してよ
い。上述されたものと同様に、かつ、後で詳述されるように、呼参加者集合は、（例えば
、チャネル参加者集合に個人を追加したり、チャネル参加者集合から個人を除去したりす
ることにより）修正されたチャネル参加者集合に基づいてよい。
【００８５】
　各種実施形態によれば、呼参加は、拡張及び／又は制限されてよい。例えば、通信プロ
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セス１０は、（暗黙的又は明示的に）定義された参加者集合を有するチャネルが、呼を目
的として１人以上の追加参加者を含めるように拡張されることを可能にしてよい。この、
呼参加者集合の拡張は、（例えば、単一呼及び／又は単一呼の一部分を目的とする）一時
的なものであってよい。実施形態によっては、この、呼参加者集合の拡張は、永続的であ
ってよい（例えば、チャネルに関連付けられた全ての呼を目的としてよく、かつ、これに
より、基本となるチャネル参加者集合を明示的に修正してよい）。実施形態によっては、
チャネル参加者集合の永続的拡張が、新しいチャネルを発生させてよく、これは、拡張さ
れた参加者集合を含んでよい。概ね同様に、通信プロセス１０は、（暗黙的又は明示的に
）定義された参加者集合を有するチャネルが、呼を目的として参加者集合から１人（又は
複数）の参加者を除去して、チャネル参加者集合の部分集合である呼参加者集合を発生さ
せることにより、制限されることを可能にしてよい。呼に関連付けられた参加者集合のメ
ンバの制限は、（例えば、単一呼を目的として）一時的であってよく、かつ／又は、永続
的であってよく、これによって、基本となるチャネル参加者集合が修正される。実施形態
によっては、チャネルに関連付けられた参加者集合の永続的制限は、元の参加者集合を有
する元のチャネルを維持しながら、（例えば、既存チャネルを単に修正するのではなく）
制限された参加者集合を含む新しいチャネルの形成を引き起こしてよい。
【００８６】
　各種実施形態によれば、呼を開始する要求に関連する、好適なユーザインタフェースを
用いてよい。例えば、連絡先リスト内の連絡先及び／又は連絡先グループ、又は暗黙的に
関連付けられた個人同士の交点のロングタッチ又はマルチタップユーザ選択に対する応答
として、通信プロセス１０は、（単独で、かつ／又は、１つ以上の追加アプリケーション
と連動して）メニューなどのユーザインタフェースを描画してよい。通信プロセス１０に
よって描画されたユーザインタフェースは、ユーザ（例えば、上述の例ではユーザ３２）
が呼の開始を要求する選択肢を提供してよい。
【００８７】
　呼を開始することは、例えば、呼参加者集合のメンバに対してシグナリングを行って、
メンバの、チャネルを介して呼を実施する意思をメンバにアラートすることを含んでよい
。シグナリングは、呼参加者集合のメンバに関連付けられた１つ以上の装置に通知を送信
することを含む、従来型の通知の仕組みを含んでよい。追加／代替として、本明細書に大
まかに記載の高度なシグナリングも実装されてよい。そのようなシグナリングの一例では
、（例えば、空き状況及び好ましい呼モダリティを確認することが可能な）発呼前ダイア
ログを利用してよい。呼の開始に関連付けられた他のシグナリングも、同様に利用してよ
い。
【００８８】
　通信プロセス１０は、呼に関連付けられた通信のシーケンスを受信（９０４）してよい
。通信のシーケンスは、少なくとも、リアルタイム媒体データ型及び非同期ポストデータ
型を含んでよい。例えば、大まかに上述されたように、一態様によれば、通信プロセス１
０は、異なる複数のデータ型を含み、かつ／又は、異なる複数の媒体型を含む通信を可能
にしてよい。一実施形態では、通信のシーケンスを受信（９０４）するステップは、通信
のシーケンスをリアルタイムパケット化データ送信として受信するステップを含んでよい
。
【００８９】
　各種実施形態によれば、リアルタイム媒体データは、リアルタイムで送信及び消費され
るデータ、並びに、（例えば、リアルタイムで消費されてもされなくてもよいリアルタイ
ムストリーミングデータを含む）ストリーミング媒体データ型を含んでよい。「リアルタ
イム」という用語は、本明細書においては、送信されたデータが、１人以上の呼参加者に
よって、データの送信とほぼ同時に受信されてよい媒体データを主に意味してよい。一実
施形態では、リアルタイム媒体データ型は、音声データなどのリアルタイムオーディオデ
ータを含んでよく、かつ／又は、ビデオデータなどのリアルタイムデータを含んでよい。
一例では、リアルタイムオーディオデータは、ボイスオーバＩＰデータを含んでよく、か
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つ／又は、リアルタイムビデオデータは、ビデオオーバＩＰデータを含んでよいが、他の
形式のリアルタイム音声データも同様に利用されてよい。そのような態様によれば、呼に
含まれる通信のシーケンスの少なくとも一部分が、音声通信を含んでよい。音声通信は、
リアルタイム音声通信を含んでよく、これは、例えば、標準電話又はボイスオーバＩＰ呼
での音声通信と同様であってよい。一実施形態では、呼に関連付けられた音声通信のスイ
ッチング及びルーティングは、ＰＢＸ、ボイスオーバＩＰ、又はユニファイドテレフォニ
ーシステムによって推進されてよく、例えば、これらは、通信アプリケーション１０（例
えば、サーバコンピュータ１８によって実行される通信アプリケーション１０ｄ）とイン
タラクションを行ってよい。一実施形態では、ＰＢＸ、ボイスオーバＩＰ、又はユニファ
イドテレフォニーシステムは、公衆交換電話網と相互接続されてよい。
【００９０】
　一実施形態では、リアルタイムオーディオデータは、連続的にストリーミングされる音
声データを含んでよい。実施形態によっては、連続的にストリーミングされる音声データ
は、対称式で実装されてよく、例えば、呼参加者集合に含まれる全てのメンバが、呼参加
者集合に含まれる他のメンバに向けて、連続的にストリーミングされる音声データを生成
したり、かつ／又は、呼参加者集合に含まれる他のメンバからの、連続的にストリーミン
グされる音声データを消費したりしてよい。実施形態によっては、リアルタイムオーディ
オデータは、バーストオーディオ送信（例えば、バースト音声送信）を含んでよい。例え
ば、更に図１０を参照すると、通信プロセス１０は、トークボタン１０００を提供してよ
く、これは、例えば、タッチスクリーンインタフェースによって提供されるユーザインタ
フェース１００２の中の仮想ボタンを含んでよい。ユーザがトークボタン１０００を活性
化したことに対する応答として、通信プロセス１０は、音声データ（例えば、コンピュー
ティング装置に関連付けられたマイクにより受信されてよい任意のオーディオデータ）を
受信（９０４）してよい。トークボタン１０００が解除されると、通信プロセス１０は、
音声データを受信（９０４）することを停止してよい。一実施形態では、通信プロセス１
０は、ユーザが、バースト音声データを提供することと、連続音声データを提供すること
との間で遷移することを可能にしてよい。例えば、記載されているように、ユーザがトー
クボタン１０００を押したことに対する応答として、通信プロセス１０は、トークボタン
１０００が活性化されている限り、バースト音声データを受信（９０４）してよい。一実
施形態では、通信プロセス１０は、ユーザが連続音声データを提供することに遷移するこ
とを可能にしてよい。例えば、ユーザは、仮想ボタンを押すことにより、トークボタン１
０００を活性化してよい。そして、ユーザは、ロックジェスチャ（例えば、トークボタン
１０００を横方向にスライドさせるジェスチャ、又は他の好適なジェスチャ）を起動して
よい。ユーザがロックジェスチャを起動したことに対する応答として、通信プロセス１０
は、連続音声データを受信（９０４）してよい。
【００９１】
　同期かつリアルタイム、近リアルタイム、かつ／又はストリーミングのオーディオデー
タ（例えば、音声データ及び／又はビデオデータ）に加えて、通信プロセス１０は、様々
なタイプの同期ストリーミング媒体データ型及び非同期ポスト媒体データ型を受信（９０
４）してよい。通信プロセス１０によって受信された媒体データ型は、同期及び／又は非
同期で送信（９０６）されてよい。更に、媒体データ型が、コンテンツの定義済みピース
として受信（９０４）及び送信（９０６）されてよく、これは、例えば、媒体データがポ
ストされてから消費されてよく、或いは、媒体が転送されている間にリアルタイムで同期
して消費及び処理されてよい。一実施形態では、ポスト媒体データ型は、ビデオデータ（
例えば、ビデオクリップ）、イメージ、テキスト、ウェブデータ、位置データなどのうち
の１つ以上を含んでよい。
【００９２】
　データ型及び媒体型の例を説明してきたが、当然のことながら、それらの例は、限定で
はなく例示を目的としたものに過ぎない。様々な追加及び／又は代替のデータ型及び媒体
型も利用してよい。呼に関連付けられた通信の一部分として含まれてよいデータの例とし
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て、コンピューティング装置によって提供される機能性のデータ（センサから導出される
データ）があってよく、これらは、例えば、位置、移動経路、速度、方向などであり、こ
れらは、例えば、コンピューティング装置によって提供される、ナビゲーション又は地図
作成のアプリケーションや、ＧＰＳ又は他の機能性から与えられてよい。リアルタイムオ
ーディオ（例えば、音声）及び／又はビデオデータ、並びに、オーディオクリップ、ビデ
オクリップ、写真などを生成するために、コンピューティング装置に関連付けられたマイ
ク及びカメラの機能性が使用されてよい。スタイラススケッチ又はフィンガースケッチを
生成するために、タッチスクリーンインタフェースのような入力装置が利用されてよい。
ウェブコンテンツ、ウェブリンクなどの生成及び／又はキャプチャのために、ウェブブラ
ウザアプリケーションが利用されてよい。テキストデータ、文書などは、コンピューティ
ング装置により生成されてよく、かつ／又は、コンピューティング装置に関連付けられた
入力及び／又は記憶の機能性により、通信の形でアクセス及び／又は実装されてよい。従
って、各種実施形態では、通信される同期及び非同期のデータ型は、コンピューティング
装置、コンピューティング装置のオペレーティングシステム、アドオン又はアプリケーシ
ョン又はインターネットサービス、或いは、有線又は無線手段により接続されてよい周辺
装置から得られる、ビデオ、スチール又はアニメーションのイメージ、テキスト、ウェブ
リンク、位置及び経路のデータ、ジェスチャ、スケッチ、ファイルやフォルダや文書、音
声や音楽やオーディオ、ソフトウェアコード及びスクリプト、ＱＲやＮＦＣやバーコード
、信号強度や遅延や性能を含むサービス品質データ、センサデータ、及び他のそのような
データのうちの１つ以上を含んでよい。上述の説明では、呼内の通信として受信（９０４
）及び送信（９０６）されてよいデータの多くの例を示したが、これらの列挙は網羅的で
あることを意図しておらず、他のデータ型及び／又は媒体型も利用されてよい。
【００９３】
　通信プロセス１０は、通信のシーケンスを呼に送信（９０６）してよい。例えば、通信
プロセス１０は、受信（９０４）された通信を、呼参加者集合の全てのメンバに送信（９
０６）する。実施形態によっては、呼参加者集合の１人以上のメンバが、呼に関与しない
場合がある（例えば、呼に参加していない場合がある）。一実施形態では、呼参加者集合
の各メンバに通信のシーケンスを送信（９０６）するステップは、呼参加者集合の少なく
とも一部に通信のシーケンスを同期送信するステップを含んでよい。一実施形態では、通
信のシーケンスが同期送信される、呼参加者集合の一部は、呼に関与してよい、呼参加者
集合のメンバを含んでよい。通信のシーケンスを同期送信するステップは、呼参加者集合
の一部に通信のシーケンスをリアルタイム又は近リアルタイムで送信するステップを含ん
でよい。
【００９４】
　実施形態によっては、呼参加者集合の少なくとも一部が、呼に関与していない場合があ
り、かつ／又は、データ接続性が不良となる場合がある（これは、例えば、呼内のリアル
タイム参加者の邪魔になる場合がある）。そのような状況では、呼参加者集合の各メンバ
に通信のシーケンスを送信（９０６）するステップは、呼参加者集合の少なくとも一部に
通信のシーケンスを非同期送信するステップを含んでよい。通信のシーケンスを非同期送
信するステップは、例えば、呼参加者集合の１人以上のメンバによって後で取得されるよ
うに、かつ／又は、利用可能なときに取得されるように、通信のシーケンスをポストする
ステップを含んでよく、これは、例えば、少なくとも部分的に、参加者集合の１人以上の
メンバに関連付けられたデータ接続性によって決定づけられる場合がある。
【００９５】
　呼に関連付けられた様々な個別通信を受信したり、これらとのインタラクションを行っ
たりするために、各種の好適なユーザインタフェースが実装されてよい。実施形態によっ
ては、様々なユーザインタフェースが実装されてよく、これは、例えば、特定の通信の特
定のデータ型に適するものであってよい。実施形態によっては、複数のユーザインタフェ
ースに同時にアクセスできてよく、これは、例えば、様々なデータ型が生成されること、
及び／又は様々なデータ型とのインタラクションが行われることを可能にしてよい。例え
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ば、（例えば、コンピューティング装置に関連付けられたカメラ機能性による）イメージ
データ又はビデオデータのキャプチャに関連してビューファインダユーザインタフェース
が実装されてよく、その一方で、ウェブサイトに含まれるウェブリンク又はウェブデータ
のキャプチャに関連してウェブブラウザユーザインタフェースが実装されてよい。通信プ
ロセス１０は、各種の好適なユーザインタフェースによってキャプチャされたデータを受
信（９０４）してよい。同様に、通信プロセス１０によって送信された通信の消費に関連
して、各種のユーザインタフェースが利用されてよい。通信プロセス１０に関連して実装
されたユーザインタフェースは、通信のキャプチャ、及び他のユーザからの通信の消費を
可能にするだけでなく、通信とのインタラクション（例えば、通信の操作、転送、及び変
換）も可能にしてよい。実施形態によっては、各種のユーザインタフェースは、（例えば
、タッチスクリーンインタフェースを介してのスワイプ入力ジェスチャなどに基づいて）
異なるユーザインタフェース画面又はペインの間を横方向又は縦方向にスクロールするこ
とにより、アクセスされてよい。当然のことながら、異なる複数のデータ型かつ／又は異
なる複数の媒体型を含んでよい通信のシーケンスを含む呼に関連して、様々な追加及び／
又は代替のユーザインタフェースが同様に実装されてよい。
【００９６】
　一実施形態では、通信プロセス１０は、呼に関連付けられた通信のシーケンスを記録（
９１２）してよい。例えば、呼を記録するステップは、インタラクションを好適なデータ
記憶装置に記憶させるステップを含んでよく、これは、例えば、サーバコンピュータ１８
及び／又は別のコンピューティング装置に関連付けられてよい。一実施形態では、記録（
９１２）された、呼に関連付けられた通信のシーケンスは、例えば、チャネルに関連付け
られた参加者集合に含まれる１人以上の個人からのアクセスが可能であってよい。一実施
形態では、記録された呼は、例えば、ウェブブラウザにより、かつ／又は、カスタムアプ
リケーションを用いて、アクセスされてよい。
【００９７】
　一実施形態では、呼を記録（９１２）するステップは、通信のシーケンスに関連付けら
れたタグ及びメタデータの使用を含んでよい。例えば、呼に関連付けられた通信のシーケ
ンスを記録するステップは、通信のシーケンスにおける各通信と呼との間の関連付けを定
義（９１４）するステップを含んでよい。例えば、通信プロセス１０は、呼における通信
のシーケンスの各通信に関連付けられたタグを定義（９１４）してよい。定義（９１４）
されたタグは、各通信を（例えば、個別に、かつ／又は、まとめて）呼に関連付けられて
いるものとして識別してよい。従って、呼の記録は、特定の呼に属するものとしてタグ付
けされた通信に少なくとも部分的に基づいてよい。一実施形態では、各通信は更に、（例
えば、呼における当該通信の時系列上の位置を示すことが可能な）シーケンスタグ及び／
又はタイムスタンプを含んでよい。
【００９８】
　一実施形態では、呼に関連付けられた通信のシーケンスを記録（９１２）するステップ
は又、呼とチャネルとの間の関連付けを定義（９１６）するステップも含んでよい。例え
ば、呼とチャネルとの間の関連付けは、各呼に関連付けられた（かつ／又は所与の呼に関
連付けられているものとしてタグ付けされた各通信に関連付けられた）タグを含んでよく
、このタグは、呼（及び／又は呼に関連付けられているものとしてタグ付けされた各通信
）を所与のチャネルに関連付けられているものとして識別することが可能である。従って
、通信プロセス１０は、各呼を、特定のチャネルに関連付けられているものとしてタグ付
けしてよい。
【００９９】
　更に、一例示的実施形態では、呼に関連付けられた通信のシーケンスを記録（９１２）
するステップは、呼参加者集合の各メンバとチャネルとの間の関連付けを定義（９１８）
するステップを含んでよい。例えば、通信プロセス１０は、通信システムの全てのメンバ
のリストを含んでよい。通信プロセス１０は、チャネルの参加者集合に含まれている各メ
ンバとそのチャネル自体との間の関連付けを定義（９１８）してよい。例えば、通信プロ
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セス１０は、通信プロセス１０によって推進される通信システムの各メンバに関連付けら
れたタグを定義（９１８）してよく、このタグは、当該メンバが含まれている参加者集合
が属するチャネルを識別するものであってよい。通信システムのメンバが複数のチャネル
の参加者集合に含まれてよい状況では、通信プロセス１０は、メンバが参加者集合に含ま
れている各チャネルについて、そのメンバに関連付けられたタグを定義（９１８）してよ
い。
【０１００】
　一実施形態では、チャネル内の呼、及び／又は、呼内の通信が、時系列形式で提示され
てよい。例えば、通信プロセス１０によって推進される通信システムのメンバに関連付け
られたユーザインタフェースにより、通信プロセス１０は、そのメンバが関連付けられて
いるものとしてタグ付けされている１つ以上のチャネルを、そのメンバが識別することを
可能にしてよい。更に、個々のチャネルは、各チャネルに関連付けられた呼の時系列表現
を含んでよい。一実施形態では、チャネルに関連付けられた呼を選択することが、呼に関
連付けられているものとしてタグ付けされている通信の時系列表現を含むユーザインタフ
ェースを発生させてよい。一実施形態では、呼に関連付けられているものとしてタグ付け
されている通信の表現は、（例えば、テキスト、写真などのグラフィカル通信のための）
通信自体、及び／又は、（例えば、オーディオ記録又はビデオ記録の再生などを行うため
に）通信を消費するように選択されてよい通信の表現を含んでよい。呼及び／又は通信を
提示すること、及び／又は、これらにアクセスすることのための、各種の追加及び／又は
代替の仕組みも、同様に実装されてよい。
【０１０１】
　実施形態によっては、呼のコンテンツは、時間とともに老朽化してよい。例えば、デフ
ォルト及び／又はユーザプリファレンスにより、呼のコンテンツ（例えば、呼を構成する
個々の通信）が、定義された期間を過ぎると、満期になって、コンテンツが利用できなく
なってよい。一例示的実施形態では、呼のコンテンツの老朽化は、コンテンツの分解能又
は品質の漸進的低下を含んでよい。例えば、時間とともに、（例えば、デフォルト及び／
又はユーザプリファレンスに基づいて）通信の品質及び／又は分解能が低下してよい。品
質及び／又は分解能の低下の例として、イメージに関連付けられたイメージ分解能の低下
、オーディオ成分に関連付けられたビットレートの低下などがあってよい。一実施形態で
は、ユーザは、特定の呼が、老朽化又は劣化したり、アクセス不能になったりしないよう
に、無期限に保持されることを明示的に選択してよい。
【０１０２】
　一実施形態では、通信プロセス１０は、呼及び／又は呼に関連付けられた１つ以上の通
信（例えば、呼の一部分）が公開されることを可能にしてよい。例えば、呼及び／又は呼
の一部分を公開することは、呼及び／又は呼の一部分を、通信プロセス１０によって推進
される通信システムの外側にある場所にエクスポート（例えば、コンテンツを保存、コン
テンツをコピー、その他）することを含んでよい。実施形態によっては、呼及び／又は呼
の一部分を公開することは、呼及び／又は呼の一部分へのリンクが確立されることを可能
にすることを含んでよい。例えば、呼及び／又は呼の一部分へのリンクは、呼及び／又は
呼の一部分が、通信プロセス１０によって推進される通信システムの外側にある場所から
アクセスされることを可能にしてよい。例えば、一実施形態では、ソーシャルネットワー
キンググループを含んでよい交点を有する、個人同士の暗黙的関連付けを含むチャネルを
経由する呼が、（例えば、ソーシャルネットワーキングウェブサイトを介して）ソーシャ
ルネットワーキンググループに公開されてよい。
【０１０３】
　一実施形態では、呼に関連付けられた通信のシーケンスを記録（９１２）するステップ
は、呼に関連付けられたアクセス制御を定義（９２０）するステップを含んでよい。例え
ば、通信プロセス１０は、呼の参加者集合に含まれる１人（又は複数）のメンバが、アク
セス制御を実装することを可能にしてよく、これは、例えば、呼に関連付けられた通信の
公開及び／又は配布を制限してよい。実施形態によっては、１つ以上のデフォルトのアク
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【０１０４】
　更に、ここまで様々な実施形態及び特徴を記載してきたが、当業者であれば明らかであ
るように、これらの様々な実施形態及び特徴は、相互に組み合わせることが可能であって
よく、かつ／又は、様々な追加／代替の組み合わせが可能であってよい。本明細書に開示
の対象のそのような組み合わせは全て、本開示によって想定されているものとする。
【０１０５】
　図面中のフローチャート図及びブロック図は、本発明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装のアーキテクチャ、機能性、及び
動作を表している。この点において、フローチャート図又はブロック図内の各ブロックは
、指定された論理機能を実装するための１つ以上の実行可能命令を含む、モジュール、セ
グメント、又はコードの一部分を表すものであってよい。又、代替実装によっては、ブロ
ック内に記された各機能は、図面内に記された順序に従わずに実行されてよいことにも注
意されたい。例えば、連続して図示されている２つのブロックが、実際にはほぼ同時に実
行される場合があり、或いは、これらのブロックが、関連する機能性によっては、逆の順
序で実行される場合もある。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における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、専用のハードウェアベースのシステム、又は、専用のハ
ードウェア及びコンピュータ命令の組み合わせによって実装されてよいことにも注意され
たい。
【０１０６】
　本明細書で使用されている術語は、特定の実施形態を説明することのみを目的としてお
り、本発明を限定することを意図したものではない。単数形「ａ」、「ａｎ」、及び「ｔ
ｈｅ」は、本明細書においては、文脈上明らかに他の意味を示している場合を除き、複数
形も同様に含むものとする。更に、語句「含む（「ｃｏｍｐｒｉｓｅｓ」及び／又は「ｃ
ｏｍｐｒｉｓｉｎｇ」）」は、本明細書において使用された場合に、述べられた機能、整
数、ステップ、操作、要素、及び／又は構成要素の存在を明示するものであり、１つ以上
の他の機能、整数、ステップ、操作、要素、構成要素、及び／又はこれらの集合体の存在
又は追加を排除するものではないことを理解されたい。
【０１０７】
　後述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、材料、動作、及び等価物は、他の特許請求されている要素との組み合わせで機能を実
行するための任意の構造、材料、又は動作を、明確に特許請求されているものとして含む
ことを意図されている。本発明の記載は、例示及び説明を目的として与えられており、網
羅的であること、又は、開示された形態での発明に限定されることを意図したものではな
い。当業者であれば、本発明の範囲及び趣旨から逸脱することのない様々な修正や変形が
明らかであろう。本実施形態は、本発明の原理及び実際の適用を最もよく説明すること、
並びに、他の当業者が、本発明を、想定される具体的な用途に適する、様々な修正を有す
る様々な実施形態として理解することを可能にすることのために、選択され、記載されて
いる。
【０１０８】
　以上、本出願の発明を、詳細に、かつ、その実施形態を参照することにより、説明して
きたが、添付の特許請求の範囲において定義されている本発明の範囲から逸脱することの
ない修正及び変形が可能であることは明らかであろう。
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