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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　少なくとも１つのプロセッサと、
　前記プロセッサによって制御される少なくとも１つのディスプレイと、
　前記プロセッサと通信する少なくとも１つの無線送受信機と、
を備える装置であって、
　前記プロセッサは、人物を表す少なくとも１つの非英数字のｗｈｏアイコンと、イベン
ト及び／又はアクティビティを表す少なくとも１つの非英数字のｗｈａｔアイコンと、前
記イベント及び／又はアクティビティに関連する時間を表す少なくとも１つの非英数字の
ｗｈｅｎアイコンとを表すデータを含む、少なくとも１人の受信者がアクセス可能なメッ
セージを送信し、送信者からの入力に応答して、前記メッセージを変更可能である所定の
一又は二以上のユーザの情報を受け取るように構成され、
　前記メッセージ内に含まれるデータによって表される前記少なくとも１つのｗｈｏアイ
コン、前記少なくとも１つのｗｈａｔアイコン、及び前記少なくとも１つのｗｈｅｎアイ
コンのうちの少なくとも１つは、前記メッセージの受信者が前記所定の一又は二以上のユ
ーザの内の１人であることに応答して、前記受信者からの入力に基づいて変更可能である
ことを特徴とする装置。
【請求項２】
　前記少なくとも１つのｗｈｅｎアイコンを表す、前記メッセージ内に含まれるデータは
、少なくとも１人の受信者からの入力に基づいて変更可能である、請求項１に記載の装置



(2) JP 5765675 B2 2015.8.19

10

20

30

40

50

。
【請求項３】
　前記メッセージは、場所を表す少なくとも１つの非英数字のｗｈｅｒｅアイコンを表す
データを含む、請求項１に記載の装置。
【請求項４】
　前記少なくとも１つのｗｈｅｒｅアイコンを表すデータは、少なくとも１人の受信者か
らの入力に基づいて変更可能である、請求項３に記載の装置。
【請求項５】
　前記メッセージへの変更は、前記装置によってアクセス可能である、請求項２に記載の
装置。
【請求項６】
　前記メッセージへの変更は、前記装置によってアクセス可能である、請求項４に記載の
装置。
【請求項７】
　前記メッセージには、ソーシャルネットワークサービスを通じてアクセス可能であり、
前記ソーシャルネットワークサービス上の元のポストを構成し、元のポストのための前記
データは、付加的なコメントを通じて前記ポストに追加するのではなく、それ自体が変更
可能である、請求項１に記載の装置。
【請求項８】
　前記メッセージには、ソーシャルネットワークサービスを通じてアクセス可能であり、
前記ソーシャルネットワークサービス上の元のポストを構成し、元のポストのための前記
データは、前記ポストに返信するのではなく、それ自体が変更可能である、請求項１に記
載の装置。
【請求項９】
　前記メッセージは、投票調査の結果で前記メッセージを少なくとも部分的に変更するよ
うに前記投票調査に基づいて変更可能とすることができ、前記投票調査は、該投票調査に
参加するために少なくとも１人の受信者がアクセス可能である、請求項１に記載の装置。
【請求項１０】
　前記メッセージは、少なくとも１人の受信者によって選択可能な参加アイコンを表すデ
ータを含み、これによって、前記受信者が、前記受信者に関連するユーザが前記イベント
及び／又はアクティビティに参加したいという前記要望を示す返信メッセージを前記装置
に送信することになる、請求項１に記載の装置。
【請求項１１】
　前記プロセッサは、ソーシャルネットワークサービス上でアクティビティページを作成
することによって少なくとも部分的に前記メッセージを送信するように構成され、前記ア
クティビティページは、少なくとも１人の受信者がアクセス可能であり、前記イベント及
び／又はアクティビティに関する情報を反映する、請求項１に記載の装置。
【請求項１２】
　前記受信者が、前記装置によって送信されるメッセージの変更を承認された受信者のイ
ンデックスに含まれている場合にのみ、前記メッセージは、前記受信者からの入力に基づ
いて変更可能であり、前記インデックスは、前記装置に関連するユーザによって決定され
る、請求項２に記載の装置。
【請求項１３】
　少なくとも１つのプロセッサと、
　前記プロセッサによって制御される少なくとも１つのディスプレイと、
　前記プロセッサと通信する少なくとも１つの無線送受信機と、
を備える装置であって、
　前記プロセッサは、人物を表す少なくとも１つの非英数字のｗｈｏアイコンと、イベン
ト及び／又はアクティビティを表す少なくとも１つの非英数字のｗｈａｔアイコンと、前
記イベント及び／又はアクティビティに関連する時間を表す少なくとも１つの非英数字の
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ｗｈｅｎアイコンとを表すデータを含む、少なくとも１人の受信者がアクセス可能なメッ
セージを送信するように構成され、
　前記プロセッサは、少なくとも部分的に行動追跡に基づいて、少なくとも関連データ、
すなわち前記少なくとも１つのｗｈｏアイコン、前記少なくとも１つのｗｈａｔアイコン
、及び前記少なくとも１つのｗｈｅｎアイコンのうちの少なくとも１つを前記メッセージ
内に含めるように、前記装置に関連するユーザに推奨するように構成されることを特徴と
する装置。
【請求項１４】
　過去のメッセージに関して以前に少なくとも１回は選択された少なくとも１つのアイコ
ンを前記ユーザに推奨する、請求項１３に記載の装置。
【請求項１５】
　前記装置は、前記メッセージを作成するための前記アイコンを含むユーザインタフェー
スを表示するように構成され、過去のメッセージに関して前記ユーザによって以前に少な
くとも１回は選択された少なくとも１つのアイコンが、前記以前に選択されたアイコンの
少なくとも１回の以前の選択に基づいて、前記ユーザインタフェース上で他のアイコンと
視覚的に区別されることによって推奨される、請求項１３に記載の装置。
【請求項１６】
　所定の期間を経過後は、前記少なくとも１つの以前に選択されたアイコンは、もはや他
のアイコンと視覚的に区別されない、請求項１５に記載の装置。
【請求項１７】
　前記装置は、前記メッセージを作成するための前記アイコンを含むユーザインタフェー
スを表示するように構成され、過去のメッセージに関して前記ユーザによって以前に少な
くとも１回は選択された少なくとも１つのアイコンが、前記ユーザインタフェース上に表
示されるアイコンのリスト上で、前記以前に選択されたアイコンほどは多く選択されなか
った他のアイコンに対してこれをより上位に出現させることによって推奨される、請求項
１３に記載の装置。
【請求項１８】
　前記装置は、前記メッセージを作成するための前記アイコンを含むユーザインタフェー
スを表示するように構成され、少なくとも１つのアイコンが所定の回数以上選択されたア
イコンのアクティビティに関連し、前記所定の回数以上選択されたアイコンが、前記ユー
ザインタフェース上に表示されることによって推奨される、請求項１３に記載の装置。
【請求項１９】
　ソーシャルネットワークサービスにアクセスする段階と、
　人物を表す少なくとも１つの非英数字のｗｈｏアイコンと、イベント及び／又はアクテ
ィビティを表す少なくとも１つの非英数字のｗｈａｔアイコンと、前記イベント及び／又
はアクティビティに関連する時間を表す少なくとも１つの非英数字のｗｈｅｎアイコンと
を表すデータを含むメッセージを前記ソーシャルネットワークサービスを通じて送信する
段階と、
　少なくとも部分的に行動追跡に基づいて、少なくとも関連データ、すなわち前記少なく
とも１つのｗｈｏアイコン、前記少なくとも１つのｗｈａｔアイコン、及び前記少なくと
も１つのｗｈｅｎアイコンのうちの少なくとも１つを前記メッセージ内に含めるように、
関連するユーザに推奨する段階と、
を含むことを特徴とする方法。
【請求項２０】
　前記メッセージは、前記ソーシャルネットワークサービスのユーザに所定のページを表
示後に送信され、前記所定のページは、所定の回数以上選択された少なくとも１つのアイ
コンのアクティビティの少なくとも１つの表示を含み、前記所定の回数以上選択された少
なくとも１つのアイコンのアクティビティは、前記ユーザの場所、前記ソーシャルネット
ワークサービスにアクセスする時間、及び前記ユーザのソーシャルネットワークの友人の
うちの少なくとも１つに部分的に基づいて判断される、請求項１９に記載の方法。
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【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
（関連出願）
　本出願は、２０１２年１２月１８日出願の米国特許出願番号１３／７１７，９７１の一
部継続出願であり、その優先権を主張する。したがって、米国特許出願１３／７１７，９
７１の開示内容全体が引用により本明細書に組み込まれている。
【０００２】
（技術分野）
　本出願は、スマートフォン及びタブレットコンピュータのような家庭用電子デバイスを
用いて、ソーシャルネットワークコンテキストにおけるイベント及びアクティビティを共
有する技術に関する。
【背景技術】
【０００３】
　携帯式、ハンドヘルド式、及びタッチスクリーン式の家庭用電子（ＣＥ）デバイスの益
々の普及によって、ＣＥデバイスユーザが相互に通信する機能が向上している。しかしな
がら、これらのＣＥデバイスの多くは、メッセージを快適かつ正確に打ち込むための適切
な入力領域を有していない。例えば、タッチスクリーン式の「スマート」ウォッチは、い
かなる種類のキーボードも有することができない。たとえこれを有していたとしても、こ
のサイズのＣＥデバイス上で打ち込むことは困難でフラストレーションが溜まることが分
かるであろう。本原理は、このような観察結果を認識して、ＣＥデバイスユーザが相互に
通信するための改善された方法及びデバイスを提供する。
【発明の概要】
【課題を解決するための手段】
【０００４】
　したがって、本明細書で認識されるように、ユーザが参加している又は参加予定の種々
のアクティビティに関連するアイコン、並びにユーザが行っている又は行く予定の種々の
場所を、例えば、従来のキーボードを用いることなく、ユーザの連絡先に送信して情報を
伝達することができる。加えて、本出願は、例えば、過去のアイコン選択に基づく行動追
跡を用いて、未来のアクティビティに関していずれのアイコンが選択されるであろうかを
予測することができる。更に、本原理は、情報の伝達先の個人が、例えば、グループの人
々が変更されたアクティビティに参加できるように情報を変更することができる。
【０００５】
　本明細書で検討するＣＥデバイスは、必須ではないが、一般に携帯可能であり、スマー
トフォン、音楽プレーヤ、スマートウォッチ、タブレットコンピュータ、携帯情報端末（
ＰＤＡ）、ラップトップコンピュータ、電子書籍のような電子書籍リーダ（ｅ－ｒｅａｄ
ｅｒ）、車の電子システム及び／又はディスプレイ、インターネット対応及びスマートＴ
Ｖを含むテレビ、及び更に他のＣＥデバイス（及びこれらとの通信）によって制限なく実
施することができる。
【０００６】
　したがって、一実施形態において、装置は、少なくとも１つのプロセッサと、プロセッ
サによって制御される少なくとも１つのディスプレイと、プロセッサと通信する少なくと
も１つの無線送受信機と、を含む。プロセッサは、人物を表す少なくとも１つの非英数字
のｗｈｏ（誰が）アイコンと、イベント及び／又はアクティビティを表す少なくとも１つ
の非英数字のｗｈａｔ（何を）アイコンと、イベント及び／又はアクティビティに関連す
る時間を表す少なくとも１つの非英数字のｗｈｅｎ（いつ）アイコンと、を表すデータを
含む、少なくとも１人の受信者にとってアクセス可能なメッセージを送信するように構成
される。更に、メッセージ内に含まれるデータによって表される少なくとも１つのｗｈｏ
アイコン、少なくとも１つのｗｈａｔアイコン、及び少なくとも１つのｗｈｅｎアイコン
のうちの少なくとも１つは、少なくとも１人の受信者からの入力に基づいて変更可能であ
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る。加えて、必要に応じて、メッセージは、場所を表す少なくとも１つの非英数字のｗｈ
ｅｒｅ（どこで）アイコンを表すデータを含むことができる。
【０００７】
　特定の実施形態において、少なくとも１つのｗｈｅｎアイコンを表す、メッセージ内に
含まれるデータは、少なくとも１人の受信者からの入力に基づいて変更可能とすることが
でき、同様に少なくとも１つのｗｈｅｒｅアイコンを表すデータは、少なくとも１人の受
信者からの入力に基づいて変更可能とすることができる。変更に基づいて、その後、メッ
セージへの変更は、装置によってアクセス可能とすることができる。
【０００８】
　また、特定の実施形態において、メッセージは、ソーシャルネットワークサービスを通
じてアクセス可能とすることができる。メッセージは、ソーシャルネットワークサービス
上の元のポストを構成することができるので、データは、元のポスト用であり、したがっ
て、付加的なコメントを通じてポストに付加データを追加するのではなく、元のポスト自
体を変更可能とすることができる。上記に加えて又は代わりに、必要に応じて、元のポス
トに関するデータは、ポストに返信するのではなくそれ自体を変更可能とすることができ
る。また上記に加えて又は代わりに、必要に応じて、メッセージは、投票調査の結果でメ
ッセージを変更するように投票調査に基づいて変更可能とすることができ、投票調査は、
投票調査に参加するために少なくとも１人の受信者にとってアクセス可能とすることがで
きる。
【０００９】
　加えて、必要に応じて、受信者が、装置によって送信されるメッセージの変更を承認さ
れた受信者のインデックスに含まれている場合にのみ、メッセージは、この受信者からの
入力に基づいて本明細書に開示する方法のいずれでも変更可能とすることができる。更に
、インデックスは、未承認の個人（例えば、未承認のソーシャルネットワークの友人）が
元のポストを変更できないように、装置に関連するユーザによって決定することができる
。
【００１０】
　これも例示的な実施形態において、メッセージは、少なくとも１人の受信者によって選
択可能な参加アイコンを表すデータを含むことができ、これによって、受信者が、受信者
に関連するユーザがイベント及び／又はアクティビティに参加したいという要望を示す返
信メッセージを装置に送信することになる。更に、プロセッサは、ソーシャルネットワー
クサービス上でアクティビティページを作成することによって少なくとも部分的にメッセ
ージを送信するように構成することができ、アクティビティページは、少なくとも１人の
受信者にとってアクセス可能であり、イベント及び／又はアクティビティに関する情報を
反映する。
【００１１】
　別の態様において、装置は、少なくとも１つのプロセッサと、プロセッサによって制御
される少なくとも１つのディスプレイと、プロセッサと通信する少なくとも１つの無線送
受信機と、を含む。プロセッサは、人物を表す少なくとも１つの非英数字のｗｈｏ（誰が
）アイコンと、イベント及び／又はアクティビティを表す少なくとも１つの非英数字のｗ
ｈａｔ（何を）アイコンと、イベント及び／又はアクティビティに関連する時間を表す少
なくとも１つの非英数字のｗｈｅｎ（いつ）アイコンと、を表すデータを含む、少なくと
も１人の受信者にとってアクセス可能なメッセージを送信するように構成される。付加的
に、プロセッサは、少なくとも部分的に行動追跡に基づいて、少なくとも関連データ、す
なわち少なくとも１つのｗｈｏアイコン、少なくとも１つのｗｈａｔアイコン、及び少な
くとも１つのｗｈｅｎアイコンのうちの少なくとも１つをメッセージ内に含めるように、
装置に関連するユーザに推奨するように構成される。
【００１２】
　更に別の態様において、方法は、ソーシャルネットワークサービスにアクセスする段階
と、ソーシャルネットワークサービスを通じて、人物を表す少なくとも１つの非英数字の
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ｗｈｏ（誰が）アイコンと、イベント及び／又はアクティビティを表す少なくとも１つの
非英数字のｗｈａｔ（何を）アイコンと、イベント及び／又はアクティビティに関連する
時間を表す少なくとも１つの非英数字のｗｈｅｎ（いつ）アイコンと、を表すデータを含
むメッセージを送信する段階と、を含む。
【００１３】
　同様の参照数字が同様の部分を示す添付図面を参照すれば、本発明の詳細を、その構造
及び動作について最も良く理解することができる。
【図面の簡単な説明】
【００１４】
【図１】Ｍｅ　Ｔｏｏメッセージ及び情報をやりとりするための例示的なシステムのブロ
ック図である。
【図２】送信側ＣＥデバイスから「Ｍｅ　Ｔｏｏ」メッセージを送信するための例示的な
ロジックのフローチャートである。
【図３】受信者側ＣＥデバイスにおいて「Ｍｅ　Ｔｏｏ」メッセージを受信するための例
示的なロジックのフローチャートである。
【図４】ウェブページ上での「Ｍｅ　Ｔｏｏ」アイコンの選択に応答して、「Ｍｅ　Ｔｏ
ｏ」メッセージを送信するための例示的なロジックのフローチャートである。
【図５】ウェブページ上でのＭｅ　Ｔｏｏアイコンの選択に応答して送信された「Ｍｅ　
Ｔｏｏ」メッセージを受信側ＣＥデバイスで受信するための例示的なロジックのフローチ
ャートである。
【図６】例示的なＭｅ　Ｔｏｏアイコンを示す図である。
【図７】ｗｈｏアイコンを作成／選択するための例示的な図である。
【図８】ｗｈａｔ及びｗｈｅｎアイコンを作成／選択するための例示的な図である。
【図９】他のＣＥデバイスに送信されるＭｅ　Ｔｏｏアクティビティアイコンを示す例示
的な図である。
【図１０】本原理により使用される例示的なアイコンを示す図である。
【図１１】アクティビティアイコンを受信する複数のＣＥデバイスを示す図である。
【図１２】アクティビティに参加するユーザの数を示す例示的なアクティビティアイコン
を示す図である。
【図１３】アクティビティに参加するユーザの数を示す例示的なアクティビティアイコン
を示す図である。
【図１４】付加的な例示的なｗｈｏアイコンを示す図である。
【図１５】付加的な例示的なｗｈａｔアイコンを示す図である。
【図１６】付加的な例示的なｗｈｅｎアイコンを示す図である。
【図１７】Ｍｅ　Ｔｏｏメッセージが２人のＣＥデバイスユーザ間のコミュニケーション
を円滑にする方法を示す例示的な図である。
【図１８】Ｍｅ　Ｔｏｏメッセージが２人のＣＥデバイスユーザ間のコミュニケーション
を円滑にする方法を示す例示的な図である。
【図１９】Ｍｅ　Ｔｏｏメッセージが２人のＣＥデバイスユーザ間のコミュニケーション
を円滑にする方法を示す例示的な図である。
【図２０】タブレットコンピュータ上に表示された例示的なＭｅ　Ｔｏｏアクティビティ
アイコンを示す図である。
【図２１】オンラインストアの例示的なウェブページを、ウェブページ上のＭｅ　Ｔｏｏ
アイコンと共に示す図である。
【図２２】オンラインストアの例示的なウェブページを、ウェブページ上のＭｅ　Ｔｏｏ
アイコンと共に示す図である。
【図２３】付加的な例示的なＭｅ　Ｔｏｏアクティビティアイコンを示す図である。
【図２４】付加的な例示的なＭｅ　Ｔｏｏアクティビティアイコンを示す図である。
【図２５】行動追跡を用いて、送信側ＣＥデバイスから「Ｍｅ　Ｔｏｏ」メッセージを送
信するための例示的なロジックのフローチャートである。
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【図２６】他の人の元のＭｅ　Ｔｏｏメッセージのための少なくとも１つのアイコンを変
更するためのロジックの例示的なフローチャートである。
【図２７】元のポストへの変更を開始するために使用可能な例示的なユーザインタフェー
ス（ＵＩ）を示す図である。
【図２８】Ｍｅ　Ｔｏｏメッセージの種々の部分を変更するための例示的なＵＩを示す図
である。
【図２９】ｗｈｅｒｅアイコンを選択するための例示的なＵＩを示す図である。
【図３０】Ｍｅ　Ｔｏｏソーシャルネットワークサービスのためのメッセージフィードを
示す例示的なＵＩを示す図である。
【図３１】Ｍｅ　Ｔｏｏソーシャルネットワークサービスのためのメッセージフィードを
示す例示的なＵＩを示す図である。
【図３２】Ｍｅ　Ｔｏｏメッセージへの変更について採決するための例示的な投票調査を
示す図である。
【図３３】元のＭｅ　Ｔｏｏメッセージの変更を承認されたユーザのインデックスを示す
例示的なＵＩを示す図である。
【図３４】行動追跡及びトレンディングポストに基づいて、Ｍｅ　Ｔｏｏポスト作成の選
択のために表示するためのアイコンを決定するための例示的なロジックのフローチャート
である。
【図３５】過去のメッセージの行動追跡を用いるための所定の期間を経過したかどうかを
判断するための例示的なロジックのフローチャートである。
【図３６】視覚的に区別されたアイコンを有するＭｅ　Ｔｏｏメッセージを作成するため
の例示的なアイコン選択ＵＩを示す図である。
【図３７】ユーザにトレンドのアクティビティのページを表示するための例示的なロジッ
クのフローチャートである。
【図３８】トレンドのアクティビティの例示的なページを示す図である。
【発明を実施するための形態】
【００１５】
　以下の図は、一般に、本明細書に開示するデバイスと併せて方法段階を示していること
を理解されたい。
【００１６】
　最初に図１を参照すると、例示的なシステム１０が示されている。システム１０は、タ
ブレットコンピュータ１２と、スマートウォッチ１４と、リモートコントロール（ＲＣ）
１８と関連するテレビ１６とを含む。まずタブレットコンピュータ１２について説明すれ
ば、タッチ対応ディスプレイ２０と、警報のような音を出力するための１又はそれ以上の
スピーカ２２と、例えば、トラックパッド、又は音声コマンド及び入力を受け取るための
オーディオ受信機／マイクロフォンのような付加的な入力デバイス２４とを含む。タブレ
ットコンピュータ１２はまた、プロセッサ２８の制御の下でインターネット、ＷＡＮ、Ｌ
ＡＮ等の少なくとも１つのネットワーク１１上で通信するためのネットワークインタフェ
ース２６も含み、プロセッサ２８がタブレットコンピュータ１２を制御することを理解さ
れたい。ネットワークインタフェース２６は、例えば、有線又は無線モデム又はルータ、
或いは、例えば無線電話送受信機のような他の適切なインタフェースとすることができる
。加えて、タブレットコンピュータ１２は、例えばＵＳＢポートのような入力ポート３０
と、ディスクベース又は半導体ストレージのような有形のコンピュータ可読のストレージ
媒体３２とを含む。更に、タブレットコンピュータ１２上にはＧＰＳ受信機３４が含まれ
、これは、少なくとも１つの衛星から地理的位置情報を受信してプロセッサ２８に情報を
提供するように構成されるが、ＧＰＳ受信機以外の他の適切な位置受信機を本原理により
使用できることを理解されたい。
【００１７】
　図１には更にスマートウォッチ１４が示されている。ウォッチ１４は、タッチ対応ディ
スプレイ３６と、ウォッチ１４を制御するプロセッサ３８と、ディスクベース又は半導体
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ストレージのような有形のコンピュータ可読のストレージ媒体４０と、例えば、有線又は
無線モデム又はルータ、或いは、例えば無線電話送受信機のような他の適切なインタフェ
ースのようなネットワークインタフェース４２とを含み、ネットワークインタフェース４
２はネットワーク１１上で通信することを理解されたい。スマートウォッチ１４上にはま
た、音声コマンド及び入力を受け取るためのオーディオ受信機／マイクロフォンのような
付加的な入力デバイスも含むことができる点に留意されたい。スマートウォッチ１４はま
た、少なくとも１つの衛星から地理的位置情報を受信してプロセッサ３８に情報を提供す
るように構成されたＧＰＳ受信機４４も含むが、ＧＰＳ受信機以外の他の適切な位置受信
機を本原理により使用できることを理解されたい。警報のような音を出力するための少な
くとも１つのスピーカ４６も示されていることに留意されたい。
【００１８】
　前述のように、システム１０はまた、テレビ（ＴＶ）１６も含むことができる。ＴＶ１
６は、インターネット対応、スマートＴＶ、及び／又はタッチ対応ＴＶとすることができ
る。したがって、ＴＶ１６は、タッチ対応ディスプレイ４８を含む。ＴＶ１６はまた、Ｔ
Ｖ１６を制御するプロセッサ５０と、ディスクベース又は半導体ストレージのような有形
のコンピュータ可読のストレージ媒体５２と、ＴＶチューナー５４とを含む。付加的に、
ＴＶ１６は、電気的／通信可能にＴＶ１６に接続された、例えば、セットトップボックス
、ＤＶＤプレーヤ、又はビデオゲーム機のような他のデバイスと、例えばＨＤＭＩ接続で
通信するためのオーディオ／ビデオインタフェース５６を含む。ＴＶはまた、有線又は無
線モデム又はルータ、或いは、例えば無線電話送受信機のような他の適切なインタフェー
スのようなネットワークインタフェース５８を含み、ネットワークインタフェース５８は
ネットワーク１１上で通信することを理解されたい。更に、ＴＶ１６は、少なくとも１つ
のスピーカ６０と、例えば、キーパッド、又は音声コマンド及び入力を受け取るためのオ
ーディオ受信機／マイクロフォンのような入力デバイス６２とを含む。カメラ７２も示さ
れており、例えば、サーマルイメージングカメラ、ウェブカムのようなデジタルカメラ、
及び／又は、ＴＶ１６に内蔵されＴＶ１６の視聴者／ユーザの写真／画像及びビデオを収
集するためにプロセッサ５０によって制御可能なカメラとすることができる。図示してい
ないが、特定の実施形態において、ＴＶ１６はまた、本原理によるＧＰＳ受信機を含むこ
とができる。
【００１９】
　ＴＶ１６はまた、ＴＶ１６と関連するＴＶリモートコントロール１８と通信するための
送信機／受信機６３を有し、これによりＲＣ１８を用いてコマンドを入力してＴＶ１６を
制御する。したがって、ＲＣ１８もまた、ＴＶ１６と送信機／受信機６３を通じて通信す
るための送信機／受信機６４を有する。ＲＣ１８はまた、キーパッド又はタッチスクリー
ンディスプレイのような入力デバイス６６、並びにＲＣ１８を制御するためのプロセッサ
６８、及びディスクベース又は半導体ストレージのような有形のコンピュータ可読のスト
レージ媒体７０を含む。
【００２０】
　更に図１を参照すると、サーバ７４が示されている。サーバ７４は、少なくとも１つの
プロセッサ７６と、ディスクベース又は半導体ストレージのような少なくとも１つの有形
のコンピュータ可読のストレージ媒体７８と、プロセッサ７８の制御の下でネットワーク
１１上でのデバイス１２、１４、及び１６との通信を可能にする少なくとも１つのネット
ワークインタフェース８０とを含む。ネットワークインタフェース８０は、例えば、有線
又は無線モデム又はルータ、或いは、例えば無線電話送受信機のような他の適切なインタ
フェースとすることができることに留意されたい。したがって、特定の実施形態において
、サーバ７４は、インターネットサーバとすることができ、デバイス１２、１４、及び１
６がサーバ７４を介して「クラウド」環境にアクセスするような「クラウド」機能を含み
実行することができる。
【００２１】
　図２を説明する前に、デバイス１２、１４、１６、及び７４、並びに本原理により使用
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される他のいずれのデバイスは、他のデバイスのいずれかを参照しながら説明する構成要
素の一部又はすべてを、本原理を実施するために含むことができることを本原理が認識し
ている点に留意されたい。更になお、上述のそれぞれのプロセッサは、本原理を実施する
ために以下で議論するロジックのすべて又は一部分を実行する能力がある点を理解された
い。更に、それぞれのプロセッサによって実行可能な本ロジックを実施するソフトウェア
コードは、本原理を実施するために各デバイスのそれぞれの媒体上に保存できることに留
意されたい。完全を期して、図１に示したデバイスのそれぞれのディスプレイ及びスピー
カは、それぞれのプロセッサの制御の下で本原理により情報を表示できることにも留意さ
れたい。
【００２２】
　最後に、図１に示した以外の他のＣＥデバイス、例えば、スマートフォン、音楽プレー
ヤ、携帯情報端末（ＰＤＡ）、ラップトップ及びデスクトップコンピュータ、電子書籍の
ようなｅ－ｒｅａｄｅｒ、及び車の電子システム及び／又はディスプレイを本原理により
使用できることに留意されたい。
【００２３】
　ここで図２を参照すれば、例えば、本原理による「Ｍｅ　Ｔｏｏ」アプリケーション又
はサービスを用いて、送信側ＣＥデバイスから「Ｍｅ　Ｔｏｏ」メッセージを送信するた
めの例示的なロジックのフローチャートが示されており、本原理は、状態ロジック並びに
決定性ロジックフローによって実施できる点を理解されたい。決定のひし形８２から開始
され、ロジックは、「Ｍｅ　Ｔｏｏ」アイコンのユーザの選択、及び／又は「Ｍｅ　Ｔｏ
ｏ」アプリケーション及び／又は処理を開始するための入力を受け取ったかどうかを判断
する。ロジックが、そのようなものは受け取らなかったと判断すると、ロジックはループ
バックして、肯定的判断が為されるようなときまで、ひし形８２で判断し続けることがで
きる。
【００２４】
　ひし形８２において肯定的判断を行った後、ロジックはブロック８４に進み、ここでロ
ジックは、ｗｈｏ（誰が）ユーザインタフェース（ＵＩ）を表示して、そこからユーザが
、例えば自己を表すアイコン（写真のような）を選択することができる。したがって、特
定の実施形態において、ブロック８４で選択されるアイコンは、ユーザの写真を含むこと
ができる。ブロック８６において「ｗｈｏ」アイコン選択を受け取った後、次にロジック
はブロック８８に進み、ここでロジックは「ｗｈａｔ（何を）」ユーザインタフェース（
ＵＩ）を表示して、そこからユーザは、ユーザが参加したいと望むイベント、アクティビ
ティ、その他を選択することができる。次に、ブロック９０で「ｗｈａｔ」選択を受け取
る。
【００２５】
　その後、ロジックはブロック９２に進み、ここでロジックは、「ｗｈｅｎ（いつ）」Ｕ
Ｉを表示して、そこからユーザは、イベント又はアクティビティにいつ参加するつもりか
に関して大まかな及び／又はおおよその時間を選択することができる。例えば、「ｗｈｅ
ｎ」ＵＩ上に表示することができる１つのオプションは、ユーザが今日、後でこのイベン
ト又はアクティビティに参加したいことを示す、選択可能な「今日の午後」要素とするこ
とができる。次にロジックは、ブロック９４において「ｗｈｅｎ」選択を受け取り、ブロ
ック９６に進む。ブロック９６において、ロジックは、ユーザ選択を処理して、アイコン
及び／又はユーザによって入力された情報を含むメッセージを作成して、メッセージをユ
ーザの連絡先の１人又はそれ以上に送信する。メッセージを受信する連絡先は、例えば、
ユーザによって事前に指定されている場合がある。例えば、ユーザは、「Ｍｅ　Ｔｏｏ」
メッセージを受信することになっている友人を「Ｍｅ　Ｔｏｏ」アプリケーションで事前
に指定している場合があり、或いは、ユーザが「Ｍｅ　Ｔｏｏ」アプリケーションに連絡
先リストを事前にリンクさせて、そこからメッセージを受信する友人を選択できるように
することができる。更になお、ユーザは、メッセージを作成してから送信する前に、特定
の連絡先を選択することができる。
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【００２６】
　これに関わらず、送信されるメッセージは、メッセージの受信者がユーザと共にイベン
ト又はアクティビティに参加又は加わりたいことを示すために受信者によって選択するこ
とができる、選択可能な「Ｍｅ　Ｔｏｏ」アイコン及び／又は招待を含むことを理解され
たい。したがって、「Ｍｅ　Ｔｏｏ」アイコン及び／又は招待が受信者のデバイスで選択
されることで、受信者が受諾メッセージを装置に返送するように、メッセージを構成する
ことができる。
【００２７】
　ここでも図２を参照すれば、ロジックは、ブロック９６からブロック９８に進み、ここ
でロジックは、上述の「Ｍｅ　Ｔｏｏ」アイコン及び／又は情報を、例えば、ソーシャル
ネットワークサービスのような他のアプリケーション、サービス、又はプラットフォーム
を通じて他の人々に表示すべきかどうかをユーザに選択するように促す。ブロック９８に
おいて、ロジックは、「Ｍｅ　Ｔｏｏ」アイコン／情報を表示するためにユーザによって
選択可能な他のプラットフォーム又はサービスのリスト、例えばＴｗｉｔｔｅｒセレクタ
及びＦａｃｅｂｏｏｋセレクタを表示することもできる。次に決定のひし形１００におい
て、ロジックは、ブロック９８で表示したプロンプトへの肯定又は否定応答を受け取った
かどうかを判断する。ロジックが肯定応答を受け取ったと判断すると、ロジックはブロッ
ク１０２に進み、ここでロジックは、「Ｍｅ　Ｔｏｏ」アイコン／情報に関するイベント
ページを、選択されたアプリケーション、サービス、及び／又はプラットフォームに／そ
れらの上で公開、表示、送信、作成する。次にロジックはブロック１０４に進む。しかし
ながら、ひし形１００において、否定応答を受け取ったと判断すると、ロジックは、ブロ
ック１０２を飛ばしてブロック１０４に直接進む。
【００２８】
　ブロック１０４において、ロジックは、例えばＧｏｏｇｌｅカレンダーのような、ユー
ザと関連するカレンダーにイベントを付加するかどうかをユーザに選択するように促す。
ユーザが、自己のカレンダーにイベントを付加したいと望むことを示すことによってプロ
ンプトに応答すると仮定すれば、次にロジックはブロック１０６に進み、ここで応答を受
け取って、自動的にイベント及びいずれかの関連情報をカレンダーに付加する。それ以外
の場合には、ロジックは終了することができる。
【００２９】
　図３について説明する前に、種々の実施形態において、メッセージは、選択されたアイ
コンのうちの少なくとも１つの英数字記述子を表すデータを、この１つのアイコン上に記
述子をオーバーレイ表示するために含むことも又は含まないこともある。更に、例えば、
本明細書で説明するプロンプトによって促されたとき、音声コマンドを本原理により使用
して、本明細書で説明する選択のうちのいずれかを入力することができ、この音声コマン
ドは、同様に付加的情報を入力及び／又は指定するために使用することができる。
【００３０】
　ここで図３を参照すれば、受信側ＣＥデバイスにおいて「Ｍｅ　Ｔｏｏ」メッセージを
受信するための本原理による例示的なロジックのフローチャートが示されている。ブロッ
ク１０８から開始され、ロジックは、例えば、「Ｍｅ　Ｔｏｏ」サービス上で友人又は家
族から、友人が特定の時間にアクティビティに参加するつもりであることを示す「Ｍｅ　
Ｔｏｏ」メッセージを受信したかどうかを判断する。ロジックが、このようなメッセージ
は受信しなかったと判断すると、ロジックはループバックして、肯定的判断が為されるま
で、ひし形１０８で判断し続けることができる。
【００３１】
　ひし形１０８において肯定的判断を行った後、ロジックはブロック１１０に進み、ここ
でロジックはユーザのＣＥデバイス上に「Ｍｅ　Ｔｏｏ」メッセージを表示する。次にロ
ジックは決定のひし形１１２に進み、ここでロジックは、メッセージに含まれた「Ｍｅ　
Ｔｏｏ」アイコン／招待がユーザによって選択されたかどうかを判断する。ロジックが、
「Ｍｅ　Ｔｏｏ」アイコン／招待が選択されなかったと判断すると、ロジックはブロック
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１１４に進み、ここでロジックは終了する。しかしながら、ロジックが、「Ｍｅ　Ｔｏｏ
」アイコン／招待が選択されたと判断すると、代わりにロジックはブロック１１６に進み
、ここでロジックは、送信者によって送信された「Ｍｅ　Ｔｏｏ」メッセージ内に指定さ
れたアクティビティに加わりたいというユーザの要望を示す応答メッセージを送信者に送
信／返送する。
【００３２】
　必要に応じて、応答メッセージはまた、例えば、この場合も「Ｍｅ　Ｔｏｏ」アプリケ
ーションを用いて他の連絡先にも送信することができる。他の人々は、例えば連絡先一覧
から選択し、又はユーザによって入力することができる。また必要に応じて、ユーザは、
応答メッセージに含める顔文字を促されて選択することができる。
【００３３】
　さらに図３を参照すれば、ブロック１１６の後、ロジックはブロック１１８に進み、こ
こで、例えばＧｏｏｇｌｅカレンダーのような、ユーザと関連するカレンダーにアクティ
ビティを付加するかどうかをユーザに尋ねるプロンプトをＣＥデバイス上に表示する。次
にロジックは決定のひし形１２０に移動して、ここでロジックは、ユーザが自己のカレン
ダーにアクティビティを付加したいことを示す入力をユーザから受け取ったかどうかを判
断する。ユーザが、自己のカレンダーにアクティビティを付加したいと望むことを示すこ
とによってプロンプトに応答する場合、次にロジックはブロック１２２に進み、ここで応
答を受け取って、自動的にイベントをカレンダーに付加する。応答を受け取らなかった場
合、或いはユーザが、アクティビティ及びいずれの関連情報もユーザのカレンダーのうち
の１又はそれ以上に付加したくないことを示す入力を与える場合、代わりにロジックはブ
ロック１２４に進み、ここで終了する。例示的な実施形態において、図２及び３を参照し
ながら上述したカレンダーは（又は本原理により使用される他のいずれのカレンダーも）
、グループ又はコミュニティ（例えば、Ｙａｈｏｏグループ）のメンバによって閲覧可能
なグループ又はコミュニティカレンダーとすることができる点に留意されたい。
【００３４】
　図４を参照すれば、ウェブページ上での「Ｍｅ　Ｔｏｏ」アイコンの選択に応答して、
「Ｍｅ　Ｔｏｏ」メッセージを送信するための例示的なロジックのフローチャートが示さ
れている。例えば、図４のロジックは、ＣＥデバイスのユーザがショッピング・ウェブサ
イトをナビゲートして、後で購入したいと望む品物に遭遇したときに実行することができ
る。本明細書で説明するような選択可能な「Ｍｅ　Ｔｏｏ」アイコンは、ウェブページの
一部分の上にオーバーレイ表示することができる。したがって、選択されると、「Ｍｅ　
Ｔｏｏ」アイコンが下記のロジックを開始することができる。
【００３５】
　したがって、ロジックはブロック１２６から開始され、ここでロジックは、特定の本に
関する、例えばＡｍａｚｏｎ．ｃｏｍページのようなウェブページを表示する。ロジック
はまた、ブロック１２６において、選択可能な「Ｍｅ　Ｔｏｏ」アイコンをページ上にオ
ーバーレイ表示又は他の方法で表示するが、別の実施形態では、コンテンツプロバイダ（
例えば、Ａｍａｚｏｎ．ｃｏｍ）又は他のサードパーティがウェブページ自体に「Ｍｅ　
Ｔｏｏ」アイコンを含み（例えば、図４のロジックが「Ｍｅ　Ｔｏｏ」アイコンをオーバ
ーレイ表示する必要がないように）、本原理による「Ｍｅ　Ｔｏｏ」アプリケーションを
実行できることを理解されたい。言い換えれば、ウェブサイトのようなサードパーティが
動作に参加して、本明細書で説明するロジックのすべて又は一部分を行うことができる。
【００３６】
　これに関わらず、ブロック１２６の後、ロジックは決定のひし形１２８に進み、ここで
ロジックは、「Ｍｅ　Ｔｏｏ」アイコンの選択を受け取ったかどうかを判断する。ロジッ
クが、このような選択を受け取らなかったと判断すると、ロジックは、ひし形１２８にル
ープバックして、「Ｍｅ　Ｔｏｏ」アイコンが選択されるようなときまでこれを継続する
ことができる。例えば、ウェブページから「Ｍｅ　Ｔｏｏ」アイコンが選択されると、次
にロジックはブロック１３０に進み、ここでロジックは、ウェブページを閲覧しているＣ
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Ｅデバイス上で「Ｍｅ　Ｔｏｏ」アプリケーション／処理を起動して、本明細書で説明す
るような「ｗｈｏ（誰が）」ＵＩを表示する。次にブロック１３２において、ロジックは
ユーザの「ｗｈｏ」アイコン選択を受け取り、ブロック１３４に進み、ここでロジックは
、本明細書で説明するような「ｗｈａｔ（何を）」ＵＩを表示する。次にロジックはブロ
ック１３６に進み、ここでロジックは、ユーザの「ｗｈａｔ」アイコン選択を受け取る。
【００３７】
　その後、ロジックはブロック１３８に進み、ここでロジックは、本原理により、ユーザ
の選択を処理して、アイコン選択及び／又はユーザによって入力された情報を含むメッセ
ージを作成して、ユーザの友人の１人又はそれ以上にメッセージを送信する。ブロック１
３８で送信されるメッセージは、メッセージの受信者がリンクをクリックすることによっ
てウェブサイトを閲覧できるように、選択された「Ｍｅ　Ｔｏｏ」アイコンがオーバーレ
イ表示されたウェブサイトへのリンクを含むことができる。したがって、例えば、ユーザ
が後で本を購入したい場合、ユーザは、本のオンラインストアのウェブページ上にオーバ
ーレイ表示された「Ｍｅ　Ｔｏｏ」アイコンを選択することができ、これにより、ユーザ
のＣＥデバイスが、このウェブページへのリンク、及びユーザが本を後で購入したいとい
う表示を含むメッセージを送信することになり、これはその後、ユーザの連絡先によって
閲覧可能とすることができる。
【００３８】
　さらに図４を参照すれば、ロジックは、ブロック１３８からブロック１４０に進み、こ
こでロジックは、上述の「Ｍｅ　Ｔｏｏ」アイコン及び／又は情報を、例えば、ソーシャ
ルネットワークサービスのような他のアプリケーション又はサービスを通じて他の人々に
表示するかどうかをユーザに選択するように促す。ブロック１４０において、ロジックは
、「Ｍｅ　Ｔｏｏ」アイコン／情報を表示するためにユーザによって選択可能な他のサー
ビスのリスト、例えばＴｗｉｔｔｅｒセレクタ及びＦａｃｅｂｏｏｋセレクタを表示する
こともきる。次に決定のひし形１４２において、ロジックは、ブロック１４０で表示した
プロンプトへの肯定又は否定応答を受け取ったかどうかを判断する。ロジックが肯定応答
を受け取ったと判断すると、ロジックはブロック１４４に進み、ここでロジックは、「Ｍ
ｅ　Ｔｏｏ」アイコン／情報に関するイベントページ（例えば、ウェブページへのリンク
、ウェブページ又は購入する品物のスクリーンショット、購入する品物を反映するアイコ
ンを含む）を、選択されたアプリケーション及び／又はサービスに／それらの上で公開、
表示、送信、作成する。しかしながら、ひし形１４２において、否定応答を受け取ったと
判断すると、代わりにロジックは、ブロック１４６に飛んで、ここでロジックは終了する
。
【００３９】
　ここで図５を参照すれば、図４を参照しながら説明したように一旦送信された「Ｍｅ　
Ｔｏｏ」メッセージを受信側ＣＥデバイスで受信するための例示的なロジックのフローチ
ャートが示されている（例えば、メッセージは、ウェブページへのリンクを含む）。決定
のひし形１４８から開始され、ロジックは、例えば、「Ｍｅ　Ｔｏｏ」プラットフォーム
／サービス上で友人から、友人がこの品物を購入したいことを示す「Ｍｅ　Ｔｏｏ」メッ
セージを受信したかどうかを判断する。ロジックが、このようなメッセージは受信しなか
ったと判断すると、ロジックはループバックして、肯定的判断が為されるまで、ひし形１
４８で判断し続けることができる。
【００４０】
　ひし形１４８において肯定的判断を行った後、ロジックはブロック１５０に進み、ここ
でロジックはユーザのＣＥデバイス上に「Ｍｅ　Ｔｏｏ」メッセージを表示する。しかし
ながら、別の実施形態において及び／又は受信者のＣＥデバイス上で実行中の「Ｍｅ　Ｔ
ｏｏ」アプリケーションの１又はそれ以上の設定を変更することによって、ロジックは、
ＣＥデバイス上にＭｅ　Ｔｏｏメッセージではなくウェブページ自体を表示させることも
できる点を理解されたい。
【００４１】
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　これに関わらず、Ｍｅ　Ｔｏｏメッセージを表示後、ロジックは決定のひし形１５２に
進み、ここでロジックは、メッセージに含まれた「Ｍｅ　Ｔｏｏ」アイコンがユーザによ
って選択されたかどうかを判断する。ロジックが、「Ｍｅ　Ｔｏｏ」アイコンが選択され
なかったと判断すると、ロジックはブロック１５４に進み、ここでロジックは終了する。
しかしながら、ロジックが、ブロック１５２において「Ｍｅ　Ｔｏｏ」アイコンが選択さ
れたと判断すると、代わりにロジックはブロック１５６に進み、ここでロジックは、例え
ば、メッセージ内に指定された品物を自身も購入したい、又はそれ以外の場合ではメッセ
ージ内に指定されたオンラインアクティビティに参加したいというユーザの要望を示す応
答メッセージを送信者に送信／返送することができる。
【００４２】
　現在説明する例示的な実施形態において、Ｍｅ　Ｔｏｏアイコンの選択は、この選択に
応答して他の事象を発生させることがある点を理解されたい。例えば、受信者は、Ｍｅ　
Ｔｏｏメッセージ内に指定されたＡｍａｚｏｎ．ｃｏｍのようなオンラインストアから品
物を購入したいと望む場合がある。したがって、この状況におけるＭｅ　Ｔｏｏアイコン
の選択が、例えば、受信者のＣＥデバイス上にＡｍａｚｏｎ．ｃｏｍ購入ウェブページを
自動的に表示させて、受信者がメッセージの送信者のためにこの品物を購入できるように
することができる。したがって、受信者に送信されたＭｅ　Ｔｏｏメッセージはまた、送
信者の住所、電話番号、その他のような送信者に関する他の情報も含み、受信者による品
物の迅速かつ簡単な購入を容易にすることができる。
【００４３】
　別の実施例として、受信者によるＭｅ　Ｔｏｏアイコンの選択が、Ｍｅ　Ｔｏｏプラッ
トフォーム／サービス（又は他のソーシャルネットワークアプリケーション）上にＭｅ　
Ｔｏｏメッセージ及びポストを自動的に表示させて、これにより、送信者及び受信者以外
の多くの人々によって閲覧可能とすることができ、受信者が送信者のために後でこの品物
を購入したいことを示し、さもなければ品物を購入したいという送信者の要望に賛同する
。
【００４４】
　したがって、必要に応じて、ブロック１５６において、受信者のＣＥデバイスから送信
されるメッセージはまた、例えば、本原理によるＭｅ　Ｔｏｏアプリケーションを用いて
他の人々にも送信することができる。また必要に応じて、ユーザは、応答メッセージに含
める顔文字を促されて選択することができる。
【００４５】
　余談として、Ｍｅ　Ｔｏｏアイコン及び本明細書で説明する原理はまた、Ｆａｃｅｂｏ
ｏｋ及びＴｗｉｔｔｅｒのようなソーシャルネットワークサイト上にＭｅ　Ｔｏｏ情報を
表示するように本願で説明するのと同様の方法で、ビデオゲーム・コンテキストで使用さ
れてビデオゲーム画面上に表示することもできる点に留意されたい。
【００４６】
　ここで図６を参照すれば、本原理により使用可能な例示的なＭｅ　Ｔｏｏアイコン１５
８を示している。アイコン１５８は、本宣言に基づいてＳｏｎｙ　Ｃｏｒｐｏｒａｔｉｏ
ｎ　２０１２の著作権である。随意的にＭｅ　Ｔｏｏアイコン１５８はテキスト１６０を
含む。アイコン１５８はまた、本原理によりＭｅ　Ｔｏｏアイコンが選択されたことを示
す入力をＣＥデバイスのプロセッサに与えるために選択可能なチェックボックス１６２も
含む。したがって、選択されると、チェックマーク１６４は、ボックス１６２内に現れる
ことができる。
【００４７】
　ここで図７を参照すれば、本原理により選択されることになるｗｈｏアイコンを作成す
るための例示的な図が示されている。ｗｈｏアイコン並びに本明細書で説明するような他
のアイコンのいずれかの作成及び／又は変更は、本明細書に記載するロジックにより行う
ことができる点を理解されたい。例えば、以下に説明するようなｗｈｏアイコンの作成は
、図２のブロック８４で実行されるロジックの一部分を成すことができる。
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【００４８】
　したがって、図７は、ＣＥデバイス１６６を示している。ここに示す例示的な実施形態
において、ＣＥデバイス１６６はスマートフォンである。ＣＥデバイス１６６は、ｗｈｏ
アイコンを作成／選択／変更するためにユーザによって操作可能なＵＩ１６８を表示する
。したがって、ＵＩ１６８上にユーザ名入力ボックス１７０を表示して、ｗｈｏアイコン
に付随する及び／又はその上にオーバーレイ表示される所望のユーザ名又はスクリーンネ
ームをユーザが入力できるようにする。ＵＩ１６８はまた、デバイス１６６上に例えば、
別のＵＩ又はポップアップボックスを表示させて、そこから写真／画像１７４を選択する
ことができる写真選択セレクタ１７２も含む。
【００４９】
　ＵＩ１６８上にはまた、送信セレクタ１７６も示しており、写真／画像を選択してＵＩ
１６８が再びデバイス１６６上に表示されると、クラウド１７８によって示されるように
、デバイス１６６のプロセッサによってユーザ名及び写真が組み合わされて、図示するよ
うなｗｈｏアイコン１８０を生成することができる。また「加工処理」要素１８２が示さ
れており、これはユーザが指定できる特定の画像効果を用いてアイコン１８０の作成が可
能であることを意味する。例えば、フェード効果又は他の写真館タイプの操作をユーザに
よって指定することができる。最後に、ユーザ名要素１８４が示されており、ボックス１
７０で入力したユーザ名が組み合わされてアイコン１８０を作成する。ここで説明したｗ
ｈｏアイコン作成（又は本明細書で説明する他のいずれかのアイコン選択／作成／変更）
は、ＣＥデバイス１６６で作成／変更／選択されて、その後、受信者に転送するためにサ
ーバに送信することができると開示されるが、このようなアイコンを作成するためのロジ
ックのすべて又は一部分は、Ｍｅ　Ｔｏｏプラットフォーム／サービスをホストするＭｅ
　Ｔｏｏサーバを含むサーバによっても同様に実行可能であることに留意されたい。
【００５０】
　次に、ここで図８を参照する。図８もまた、デバイス１６６を示しており、この場合は
その上にｗｈａｔ（何を）ＵＩ１８６を示している。ＵＩ１８６は、本原理によるｗｈａ
ｔアイコンの作成を円滑にするものであり、上述のようにｗｈｏアイコンを作成した後に
デバイス１６６上に表示することができる。したがって、ＵＩ１８６は、画像、及び画像
に対応する英数字言語を任意に含む複数のアクティビティアイコン１８８を含む。ＵＩ１
８６はまた、「新規作成」セレクタ１９０を含み、これが選択されると、図示するように
ＵＩ１９２をデバイス１６６上に表示させる。
【００５１】
　ＵＩ１９２は、選択可能な及び／又は相互に組み合わせ可能な複数の画像１９４を含み
、作成されることになるｗｈａｔアイコンの一部分を構成する。ＵＩ１９２はまた、アイ
コンアップロードセレクタ１９６を示しており、これは、アイコンを作成するために少な
くとも１つの画像がデバイス１６６のプロセッサによって使用されるように、画像１９４
のうちの少なくとも１つを選択後に選択することができる。その後、図８に示されている
ＵＩ１９８を、続いてデバイス１６６上に表示することができる。ＵＩ１９８は、ＵＩ１
９２から選択されたアクティビティのための画像に対応する所望のタイトルをユーザが入
力できるアクティビティタイトルボックス２００を含む。アクティビティテキストボック
ス２０２が示されており、これによりユーザは、作成されるｗｈａｔアイコンに含める、
アクティビティに関する付加的なテキストを入力することができる。必要に応じて、ＵＩ
１９８はまた、アイコン表示パラメータセレクタ２０４も含むことができ、これにより、
ユーザは、例えば、デバイス１６６上に別のＵＩを表示させないことによって、アイコン
のための特定の表示パラメータを選択することができる。パラメータは、色、フェード、
３Ｄ等を含むことができる。ＵＩ１９８はまた、本原理によりユーザの選択をデバイス１
６６のプロセッサに送信して、これによりｗｈａｔアイコンを作成するための送信セレク
タ２０６も示していることに留意されたい。
【００５２】
　ここでも図８を参照すれば、送信セレクタ２０６が選択されて、したがって、新規のｗ
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ｈａｔアイコンが作成されたことに応答して、或いはＵＩ１８６からｗｈａｔアイコンの
うちの１つが選択されたことに応答して、ＵＩ２０８をデバイス１６６上に表示すること
ができる。ＵＩ２０８は、以前に選択したｗｈａｔアイコンによって反映されるアクティ
ビティ又はイベントにユーザがいつ参加するつもりかに関する時間をユーザに選択するよ
うに促す。図示するように、ＵＩ２０８は、例えば、午前１０：１９のような正確な時刻
を含むわけではないことに留意されたい。代わりに、ＵＩ２０８は、その日の及び／又は
未来の日のより大まかな時間のためのセレクタを含むが、ただし、より大まかな時間とは
排他的に又は組み合わせて、正確な時刻をＵＩ２０８上に表示することもできる点を理解
されたい。したがって、ＵＩ２０８は、「３０分以内」セレクタ２１０、「今日、後で」
セレクタ２１２、「今夜」セレクタ２１４、「明日」セレクタ２１６、及び「今週末」セ
レクタ２１８を含む。例えば、「来週」、「来週末」、「来月」、「２ヶ月以内」、「来
年」等の更に他の時間も含むことができる点を理解されたい。
【００５３】
　更になお、本原理は、ユーザが過去に行ったことを自身の友人／家族に単に知らせたい
場合は、Ｍｅ　Ｔｏｏアプリケーションを使用して、ユーザの友人に過去のイベントを表
示できることを認識している。したがって、例えば、デバイス１６６のユーザは、ユーザ
が最近行ったコンサートのためのＭｅ　Ｔｏｏエントリを作成することができ、したがっ
て、特定の実施形態において、ＵＩ２０８は、コンサートのｗｈａｔアイコンと共に使用
される大まかな過去の時間を含むことができる。例えば、「昨日」又は「先週」セレクタ
を、未来の大まかな時間と組み合わせて、或いは過去のイベントを特に作成するための別
個のＵＩ及び／又はロジックフロー／処理において、ＵＩ２０８上に表示することができ
る。更に、このような過去のイベントを作成すると、友人のデバイス上に、彼らのＭｅ　
Ｔｏｏアプリケーションを用いてＭｅ　Ｔｏｏアイコンを表示することができ、その結果
、例えば、デバイス１６６のユーザの友人がＭｅ　Ｔｏｏアイコンを選択して、彼ら双方
が昨日、コンサートに行ったことを彼らの友人コミュニティに示すことができる。
【００５４】
　図８の説明を続けると、セレクタ２１０－２１８のうちの１つが選択された後、「送信
」セレクタ（図示せず）を選択して、ＵＩ２２０を表示させるか、或いはセレクタ２１０
－２１８のうちの１つが選択されたことに応答して自動的にＵＩ２２０を表示することが
できる。いずれにしても、図８は、次にデバイス１６６がＵＩ２２０を表示することを示
しており、これは、作成されてユーザの友人及び家族に公開／配信／ポストされることに
なっているＭｅ　Ｔｏｏイベント及び／又はアイコンのプレビューである。ＵＩ２２０の
最上位に、ｗｈｏアイコン、ｗｈａｔアイコン、及びｗｈｅｎアイコンを組み合わせてま
とめたバナー調のアイコン２２２が作成されているのに留意されたいが、ただし、これら
は相互に離間されるように表示することもできる点を理解されたい。また、ＵＩ２２０は
、他のソーシャルネットワーク及び／又はアプリケーションを一覧表示していることにも
留意されたいが、この場合、例えば、ユーザのＭｅ　ＴｏｏアカウントをユーザのＦａｃ
ｅｂｏｏｋ及びＴｗｉｔｔｅｒアカウントとリンクさせることを通じて、これらのネット
ワーク上にアクティビティを公開／ポストするようにＭｅ　Ｔｏｏアプリケーションが構
成される。したがって、セレクタ２２４は、アクティビティのＦａｃｅｂｏｏｋ共有をオ
ン又はオフにするように選択することができ、同様に、セレクタ２２６は、アクティビテ
ィのＴｗｉｔｔｅｒ共有をオン又はオフにするように選択することができる。
【００５５】
　アクティビティが、例えばＦａｃｅｂｏｏｋ及び／又はＴｗｉｔｔｅｒ上で公開、共有
等が行われると、ＵＩ２２０上に現れると同時に、アイコン２２２をこれらのサービス上
に表示することができる点に留意されたい。しかしながら、アイコン２２２内に反映され
るコンテンツ及び／又はデータはまた、他のソーシャルネットワークサービスでは、例え
ばプレーンテキストのような別の方法で公開することもできる。アイコン２２２上に表示
されるデータを操作して別の形式でこれを表すことは、データを他のサービスに送信する
前にＭｅ　Ｔｏｏアプリケーションによって行うことができ、及び／又はアイコン２２２
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の受信時にサービス自体によって行うことができる。
【００５６】
　ここでもＵＩ２２０を参照すれば、ＵＩ２２０もまた、送信ボタン２２８を含み、これ
が選択されると、アイコン／メッセージ２２２をユーザの連絡先に公開及び／又は別の方
法で送信するが、この場合、これらの連絡先は、上述のように選択及び／又は予め定める
ことができる点に留意されたい。セレクタ２２４又は２２６のうちのいずれかがオン位置
にセットされている場合、送信ボタン２２８の選択はまた、アイコン２２２及び／又はア
イコン２２２によって反映されるデータをこれらのサービスでも同様に公開させることに
なる。図８で示すように、デバイス１６６は、図８のクラウド２３０によって表されたサ
ーバにこのようなアイコン／情報／メッセージを送信することによってこれらを伝送する
ことができ、クラウドは、例えば、インターネットのような広域ネットワーク上でアクセ
ス可能なＭｅ　Ｔｏｏソーシャルネットワークサービスをサポートするための指定された
Ｍｅ　Ｔｏｏサーバとすることができる。しかしながら、本明細書に開示するメッセージ
のいずれも、例えばインターネットサーバを通じて伝送させることなく、例えば、無線電
話ネットワーク上で一方のデバイスから別のデバイスに送信することもできる点を理解さ
れたい。
【００５７】
　前記に加えて、図７及び８を参照しながら説明したＵＩはまた、例えば、アイコンに関
連するタイトル又はキャプションを変更するために選択可能なクエスチョンマーク・セレ
クタを含むことができる点に留意されたい。したがって、例えば、ユーザはｗｈａｔアイ
コンの作成／使用時に、１８６上に表示された特定の画像の使用を望むことができるが、
そこに含まれるキャプションのみの変更を望むことができる。
【００５８】
　ここで図９を参照すれば、この図は、Ｍｅ　Ｔｏｏサーバ２３０がデバイス１６６から
受信した後に、サーバ２３０から（例えば、ユーザの友人の）少なくとも別のＣＥデバイ
ス２３２に送信されるＭｅ　Ｔｏｏメッセージ／アイコン２２２を示している。しかしな
がら、メッセージは、アクティビティの作成者に接続された人々に関連するいずれかの及
び／又はすべてのデバイスに、例えば、上述のようなＭｅ　Ｔｏｏソーシャルネットワー
クサービスを通じてプッシュ送信することができることを理解されたい。したがって、ア
クティビティの作成者に接続された誰でも、自己のデバイス上でポスト（例えば、アイコ
ン２２２）を閲覧することができ、及び／又はしたがって彼らに通知することができる。
【００５９】
　矢印２３４によって示すように、メッセージ／アイコン２２２がデバイス２３２に送信
されて、デバイスがメッセージをＵＩ２３８上に表示する。これは、デバイス２３２での
受信時に、ユーザの介入なく自動的に表示することができ、及び／又はＭｅ　Ｔｏｏメッ
セージが閲覧待機中であることをデバイス２３２のユーザに知らせる通知をデバイス２３
２上に表示することができる。表示２３６は、アクティビティの作成者以外の誰も、作成
者と共にアクティビティに加わる予定を示していないことをデバイス２３２のユーザに通
知することに留意されたい。ＵＩ２３８はまた、デバイス２３２に受諾及び／又は加入メ
ッセージをサーバ２３０に対して返送させるために選択可能な、本原理によるＭｅ　Ｔｏ
ｏアイコンも含み、その結果、矢印２４２によって示すように、次にサーバ２３０が、ア
イコン２２２の送信先の連絡先がアクティビティに参加予定であることを示す受諾／加入
メッセージをデバイス１６６に返送することができる。また、図９にも示すように、デバ
イス２３２のユーザがアクティビティに参加予定であることを反映するチェックマーク２
４４を含めるようにアイコン２４０が変化する。少なくとも１人の友人、この場合はデバ
イス２３２のユーザがイベントに参加予定であることを反映するために、表示２３６もま
た変化する。本図は、アイコン２４０が選択されたことに応答してＵＩ２３８が情報を反
映するように変化するように表しているが、別の実施形態では、上述のものを同様に反映
する別個のＵＩを代わりに表示することができる点に留意されたい。
【００６０】
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　これに関わらず、Ｍｅ　Ｔｏｏアイコン２４０が選択されたことに応答して、セレクタ
２４６もまた表示されることに留意されたい。セレクタ２４６を選択して、デバイス２３
２に、アクティビティの作成者に関連するデバイス１６６に電話をかけさせて、その結果
、例えば、２人のユーザがアクティビティのための待ち合わせをより適切に調整すること
ができる（例えば、公園又は建造物の特定の箇所で会うために）。したがって、特定の実
施形態において、メッセージ／アイコン２２２は、セレクタ２４６の選択に応答して通話
を容易にするために、送信者の電話番号を含むことができる。
【００６１】
　さらに図９を参照すると、サーバ２３０は、Ｍｅ　Ｔｏｏアイコン２４０の選択に応答
して、デバイス１６６に新規のメッセージ及び／又は上述の受諾メッセージを転送して、
これにより、友人がアクティビティに参加予定であることをデバイス１６６のユーザに通
知することができる点に留意されたい。したがって、図示するように、デバイス１６６は
、１人の友人がデバイス１６６のユーザと共にアクティビティに参加予定であることを示
すポップアップ・アラート２４８を表示することができる。「ｏｋ」セレクタ２５０も示
しており、これは選択されると、デバイス１６６上でのアラート２４８の表示を停止させ
る。
【００６２】
　図１０に移ると、本原理により使用される例示的なアイコンが示されている。したがっ
て、アイコン２５２は、Ｍｅ　Ｔｏｏユーザ名のチャーリーが今日、後でスケートボード
に行くことを示している。Ｍｅ　Ｔｏｏアイコン２５４は、クレアのような他のＭｅ　Ｔ
ｏｏユーザが選択することができる。チャーリーのアクティビティを閲覧時にクレアがＭ
ｅ　Ｔｏｏアイコン２５４が選択したことに応答して、クレアも今日、後でスケートボー
ドに行く予定であることを示すクレアに関するアイコン２５６も作成されて、例えば、ク
レアの友人にプッシュ送信し、及び／又はソーシャルネットワーク上で公開／ポストする
ことができる。特定の実施形態において、アイコン２５６の作成は、クレアによるそれ以
上のユーザ行動がなくても、彼女のＣＥデバイス上でのアイコン２５４の選択に応答して
自動的に行うことができる。
【００６３】
　図１１は、チャーリーによってアイコン２５２が作成されると、これを複数のＣＥデバ
イスにプッシュ送信できることを示しており、各ＣＥデバイスは、チャーリーのさまざま
な連絡先と関連する。したがって、クレアのＣＥデバイス２５８は、メッセージ／アイコ
ン２５２を受け取って、これをデバイス上に表示するが、リチャードのＣＥデバイス２６
０、ジャックのＣＥデバイス２６２、及びソーヤーのＣＥデバイス２６４も同様である。
クレア、リチャード、ジャック、及びソーヤーの４人全員がチャーリーのアクティビティ
に参加したいと望むと仮定すれば、チャーリーのＣＥデバイス上に表示されるようなアイ
コン２５２（又は代替的にアイコン２５２の情報を同様に反映する新しいアイコン）は、
今では、４人の友人がイベントに参加予定であることを示すことになる。必要に応じて、
参加予定の特定の連絡先をチャーリーのＣＥデバイスに表示させるように（例えば、クレ
ア、リチャード、ジャック、及びソーヤーに関連するｗｈｏアイコンを表示することによ
って）、４人の友人が参加予定であることを示すアイコン２５２の一部は選択可能とする
ことができる。
【００６４】
　４人の友人がチャーリーに加わる予定であることを反映するために、図１２に示すよう
にアイコン２５２を変更するのではなく、図１３に示すような新規のアイコン／メッセー
ジ２６６を作成して、チャーリーのＣＥデバイス上に表示するために本原理により表示す
ることができる（例えば、チャーリー他からのＭｅ　Ｔｏｏアイコン選択をサーバ２３０
が受け取ることによって）。したがって、図１３から理解できるように、アイコン２６６
は、上述のＭｅ　Ｔｏｏアイコンに類似するチェックマークのついた表現「ｍｅ　ｔｏｏ
」、並びに５人の友人がチャーリーのアクティビティに加わる予定であることを示す表示
を含む。
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【００６５】
　図１４－１６を参照して詳細な説明を続けると、図１４には例示的なｗｈｏアイコンが
示されており、図１５には例示的なｗｈａｔアイコンが示されており、図１６には例示的
なｗｈｅｎアイコンが示されている。図１４－１６に示すアイコンのすべてが、本原理に
より選択可能であることを理解されたい。例えば、結婚式、誕生日、卒業、休暇等のため
のアクティビティアイコンのような、図１５に示したもの以外の他のｗｈａｔアイコンを
本原理により使用できることに留意されたい。図１６は、Ｍｅ　Ｔｏｏユーザが、未定の
、恐らくは未知の未来時にアクティビティに参加したいと望むことを示すために選択可能
な「いつか（ｓｏｍｅｄａｙ）」ｗｈａｔアイコン２６８を示している。
【００６６】
　ここで図１７を参照すれば、例示的なＭｅ　Ｔｏｏメッセージ／アイコン２７０が示さ
れている。これは、リチャードというユーザが食料品の買い物に行く予定であることを示
している。図１７にはまた、メッセージ／アイコン２７０を作成するためにリチャードに
よって操作可能なＳｏｎｙ株式会社製のスマートウォッチ２７２が示されている。図示す
るように、メッセージ／アイコン２７０は今までのところｗｈｏアイコン及びｗｈａｔア
イコンのみを含むこと、スマートウォッチ２７２は、リチャードが完全なＭｅ　Ｔｏｏア
クティビティメッセージ／アイコン内に含めるｗｈｅｎアイコンを選択するためのＵＩ２
７４を表示していることに留意されたい。したがって、図１８は、リチャードがＵＩ２７
４からｗｈｅｎアイコンを選択すると作成することができる、リチャードのアクティビテ
ィに関する完成したアイコン２７６を示している。
【００６７】
　図１９から理解できるように、次に、アイコン２７６は、ｗｈｏアイコン２７８と関連
する、例えばユーザ名のケイトに送信することができる。ケイトのスマートＴＶ２８０は
、このようにアイコン２７６を表示することができる。図１９に示すように、ＴＶ２８０
上でアイコン２７８を閲覧時に、ケイトは電話アイコン２８２によって示されるようにリ
チャードに電話をかけて、例えば（リチャードが参加予定のアクティビティである）食料
品店にいる間に、ケイトのために何か買ってくれるようにリチャードに依頼する。
【００６８】
　ここで図２０を参照すれば、更に別のＭｅ　Ｔｏｏアクティビティアイコン／メッセー
ジが示されている。Ｍｅ　Ｔｏｏアクティビティアイコン２８４が、このようにタブレッ
トコンピュータ２８６上に表示される。アイコン２８４は、ユーザ名のソーヤーが、「二
十日鼠と人間」という本を今週末に読む予定であることを示している。
【００６９】
　図２１には更に別のＭｅ　Ｔｏｏアクティビティアイコン／メッセージが示されている
。図２１は、ユーザ名のケイトが、Ｓｏｎｙ　Ｖａｉｏコンピュータを未来の「いつか」
に購入したいことを示すアクティビティアイコン２８８を示している。図２１はまた、ケ
イトが希望するセール中のＳｏｎｙ　Ｖａｉｏコンピュータを表示するＡｍａｚｏｎ．ｃ
ｏｍウェブページ２９０を示している。したがって、ケイトの連絡先のうちの１人によっ
てこの連絡先のＣＥデバイス上でケイトのアクティビティアイコン２８８が選択されると
、この連絡先のＣＥデバイスにより、ウェブページ２９０が表示されて、連絡先がケイト
の希望するコンピュータを閲覧できるようにする。ウェブページ２９０上には、Ｍｅ　Ｔ
ｏｏアイコン２９２も示されていることに留意されたい。アイコン２９２は、アイコン２
８８を作成するための処理を開始するためにケイトが選択することができ、及び、例えば
、ケイトの連絡先のＣＥデバイス上で閲覧される場合に連絡先が選択することができ、連
絡先が同様に同じ製品を希望することを反映するためのアイコンが作成されることになる
。
【００７０】
　更に、図２２から理解されるように、ケイトの連絡先ソーヤーは、ウェブページ２９０
を閲覧して、ケイトが希望するコンピュータをケイトのために購入したいと決めることが
できる。したがって、ソーヤーは、自身のデバイス上に表示されるようなＭｅ　Ｔｏｏア
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イコン２９２を選択して、ケイトが今週、Ｓｏｎｙ　Ｖａｉｏコンピュータを購入するア
クティビティにソーヤーが参加予定であることを示すアクティビティアイコン２９４を作
成することができる。
【００７１】
　別の実施例として、図２３には、別の例示的なアクティビティアイコンが示されている
。アイコン２９６は、Ｍｅ　Ｔｏｏユーザのジャックが、癌をいつか治療するつもりであ
ることを示している。次に、図２４に示すように、ジャックのアクティビティには、アイ
コン２９８によって反映されるように１０億人のユーザが加わる。
【００７２】
　図２５を参照すると、本原理により、例えば「Ｍｅ　Ｔｏｏ」アプリケーション又は「
Ｍｅ　Ｔｏｏ」ソーシャルネットワークサービスを用いて、送信側ＣＥデバイスから「Ｍ
ｅ　Ｔｏｏ」メッセージを送信するための例示的なロジックのフローチャートが示されて
おり、この場合はロジックが行動追跡を利用する。決定のひし形３００から開始され、ロ
ジックは、「Ｍｅ　Ｔｏｏ」アイコンのユーザの選択、及び／又は「Ｍｅ　Ｔｏｏ」アプ
リケーション及び／又は処理を起動するための入力を受け取ったどうかを判断する。ロジ
ックが、このような選択は受け取らなかったと判断すると、ロジックはループバックして
、肯定的判断が為されるまで、ひし形３００で判断し続けることができる。
【００７３】
　ひし形３００において肯定的判断を行った後、ロジックはブロック３０２に進み、ここ
でロジックは、例えば以下で更に議論するような行動追跡を用いて、ユーザが本原理によ
る関連アイコンを選択することができる「ｗｈｏ」ユーザインタフェース（ＵＩ）を表示
する。ブロック３０４において「ｗｈｏ」アイコン選択を受け取った後、次にロジックは
ブロック３０６に進み、ここでロジックは、例えば行動追跡を用いて、本原理による「ｗ
ｈａｔ」ユーザインタフェース（ＵＩ）を表示して、そこからユーザは、ユーザが参加し
たいと望むイベント、アクティビティ、その他を選択することができる。次に、ブロック
３０８でｗｈａｔ選択を受け取る。
【００７４】
　その後、ロジックはブロック３１０に進み、ここでロジックは、例えば行動追跡を用い
て「ｗｈｅｎ」ＵＩを表示して、そこからユーザは、例えば、本原理によりイベント又は
アクティビティにいつ参加するつもりかに関して大まかな及び／又はおおよその時間を選
択することができる。次にロジックは、ブロック３１２において「ｗｈｅｎ」選択を受け
取って、ブロック３１４に進む。
【００７５】
　ブロック３１４において、ロジックは、例えば行動追跡を用いて「ｗｈｅｒｅ」ＵＩを
表示して、そこからユーザは例えば、ユーザがどこでイベント又はアクティビティに参加
するつもりかの場所又は位置を選択することができる。例えば、場所は、特定の市又は州
（例えば、サンディエゴ又はカリフォルニア）のような比較的より大まかなどこか、或い
は、特定の所在地住所、ショッピングセンター、レストラン等の比較的詳細などこかとす
ることができる。次にロジックは、ブロック３１６において「ｗｈｅｒｅ」選択を受け取
って、ブロック３１８に進む。
【００７６】
　ブロック３１８において、ロジックは本原理により、ユーザ選択を処理して、アイコン
及び／又はユーザによって入力された情報を含むメッセージを作成して、メッセージをユ
ーザの連絡先又は友人の１人又はそれ以上に送信し、また、メッセージは、例えば、選択
可能な「Ｍｅ　Ｔｏｏ」アイコンをメッセージ内に含むことができる。次にロジックはブ
ロック３２０に進み、ここでロジックは、以下に詳細に説明するように、例えば、ユーザ
の友人によって変更されたアクティビティに関するメッセージを折り返し受け取って表示
することができる（例えば、前記に加えて又は代わりに、このようなメッセージは、例え
ば、ソーシャルネットワークサービスにログインすれば、個人によって閲覧可能なポスト
のフィードに表示されるソーシャルネットワークポストの形式で表示することができる点
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を理解されたい）。
【００７７】
　したがって、例えば、図２５のロジックにより作成することができた他の誰かの元のＭ
ｅ　Ｔｏｏメッセージ及び／又はポスト（例えば、友人のポスト）に関する少なくとも１
つのアイコンを変更するためのロジックの例示的なフローチャートである図２６を以下に
参照する。つまり、本原理は、本明細書に開示するアイコンが、「元の」メッセージ（例
えば、ソーシャルネットワークポスト）を送信したユーザの少なくとも１人の友人（例え
ば、メッセージの受信者）からの入力に基づいて変更可能であることを認識する。本原理
はまた、元のメッセージ／ポスト自体変更可能であり、１人のユーザによって作成された
メッセージのコンテンツ／アイコンは、例えば、コメント又は返信機能を用いてポストに
コメントすること及び／又は返信することによって、単にポストに追加のデータを付加す
るのではなく、他のユーザによって変更又は修正可能であることも認識する。したがって
、ポストのアイコンの少なくとも一部、及び／又はこれに関連するデータ及び情報は、ポ
ストを最初に作成したわけではないユーザによって置き換え可能である。
【００７８】
　図２６のロジックは、ブロック３２２から開始され、別の人物（例えば、「送信者」）
によって作成された元のＭｅ　Ｔｏｏポストを受信及び／又は表示する。次に決定のひし
形３２４において、ロジックは、受信／表示されたｗｈｅｎアイコンを変更するための要
求を受け取ったかどうかを判断する。ロジックが、ｗｈｅｎアイコンの変更要求を受け取
ったと判断すると、ロジックはブロック３２６に進み、ここでロジックは、受け取った入
力にしたがってｗｈｅｎアイコンを変更する（例えば、決定のひし形３２４における肯定
的判断に応答して、ロジックは、本原理によりメッセージ／ポストを変更するために選択
可能なアイコンを表示するユーザインタフェースを表示して、次にＵＩからの選択を受け
取って、これによりｗｈｅｎアイコンを変更する）。次にロジックは決定のひし形３２８
に進むが、ひし形３２４で否定的判断が為された場合は、ロジックはブロック３２６を飛
ばして、ひし形３２８に直接進むことを理解されたい。
【００７９】
　いずれにしても、ひし形３２８において、ロジックは、受信／表示された場所を表すｗ
ｈｅｒｅアイコンを変更するための要求を受け取ったかどうかを判断する。ロジックが、
ｗｈｅｒｅアイコンの変更要求を受け取ったと判断すると、ロジックはブロック３３０に
進み、ここでロジックは、受け取った入力にしたがってｗｈｅｒｅアイコンを変更する（
例えば、決定のひし形３２８における肯定的判断に応答して、ロジックは、本原理により
メッセージ／ポストを変更するために選択可能なアイコンを表示するユーザインタフェー
スを表示して、次にＵＩからの選択を受け取って、これによりｗｈｅｒｅアイコンを変更
する）。次にロジックはブロック３３２に進むが、ひし形３２８で否定的判断が為された
場合は、ロジックはブロック３３０を飛ばして、ひし形３３２に直接進むことを理解され
たい。
【００８０】
　ブロック３３２において、ロジックは、変更されたメッセージを、メッセージを最初に
作成した人物に返送して、変更を反映するために、メッセージを含むフィードを変更する
、及び／又は変更を反映するためにメッセージを再ポストする。図２７の説明に進む前に
、本明細書で説明する他のアイコン（例えば、ｗｈｏ及びｗｈａｔアイコン）も同様に変
更できることを理解されたい。
【００８１】
　図２７には、本原理により元のポストへの変更を開始するために使用可能な例示的なユ
ーザインタフェース（ＵＩ）３３４が示されている。ＵＩ３３４は、本願に開示するＵＩ
のいずれにおいても表示可能な例示的なバナー３３６を含む。バナー３３６は、「Ｍｅ　
Ｔｏｏ」ソーシャルネットワークアプリケーション／サービスの情報、スローガン、キャ
ッチフレーズ、ロゴ等を含むことができる。ＵＩ３３４はまた、Ｍｅ　Ｔｏｏサービスの
ユーザに、メッセージが受信されて、及び／又はそれ以外の場合にはユーザのソーシャル
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ネットワークアカウント及び／又はプロフィールを通じて閲覧可能であることを通知する
インジケータ３３８も含む。
【００８２】
　したがって、ｗｈｏ、ｗｈａｔ、及びｗｈｅｎアイコンを含む例示的なメッセージ３４
０がＵＩ３３４上に表示される。図２７から理解できるように、メッセージ３４０は、ユ
ーザのソーシャルネットワークの友人チャーリーが、今日、後でスケートボードに行く予
定であることを示す。ＵＩ３３４はまた、チャーリーによって作成された元のメッセージ
にユーザが変更を加えることにチャーリーが賛同したことを示す例示的なテキスト３４２
をメッセージ３４０の下に含む（テキスト３４２は、ＵＩのどの場所にも表示可能である
ことを理解されたい）。上述のように、メッセージ３４０のような元のメッセージ／ポス
トに変更を加えることは、例えば、返信ポスト、コメントポスト、又は他の付加情報を通
じてチャーリーのメッセージに付加的情報又はデータを追加して、結果的にチャーリーが
作成したメッセージ部分を変更されないままにするのではなく、チャーリーが作成したポ
ストに関連するコンテンツ、アイコン、及び情報の変更又は置き換えを包含することがで
きる。
【００８３】
　ユーザの友人（例えば、チャーリー）が、友人の元のメッセージにユーザが変更を加え
ることを承認するのは、例えば、元のメッセージの変更承認を許可するために友人によっ
て決定されたユーザのインデックス、レジストリ、及び／又はリストに、ユーザが含まれ
る場合だけであることを理解されたい。このようなインデックスについて、以下で図３３
を参照しながら更に説明する。しかしながら、本原理はまた、承認は、特定のポスト又は
ポストグループ（例えば、特定の日に作成されたすべてのポスト）に関してのみ一般の人
々又は特定のユーザに許可できることも認識し、更に、本原理は、最初にポストを作成し
た人物に、要請側の個人が、例えばポスト単位でポストを変更できるように、或いはユー
ザに送信されるポストを変更するための要請の許可に基づいて、本明細書で説明するイン
デックスに要請側の個人を自動的に付加することができるように、個別の要請を行うこと
ができることを認識する。
【００８４】
　さらに図２７を参照すれば、テキスト３４２の隣には、ユーザがプロンプト／テキスト
３４２に基づいてチャーリーのポストに変更を加えるかどうかに関して選択を入力するた
めのｙｅｓ（はい）及びｎｏ（いいえ）ラジオボタン３４４及び送信ボタン３４６がある
。ｙｅｓ（はい）ラジオボタンが選択されて次に送信ボタン３４６が選択されると、図２
８に示すＵＩ３４８（例えば、ユーザがソーシャルネットワークサービスを使用している
ＣＥデバイス上のプロセッサ（本原理によるロジックを実行中の）によって、及び送信ボ
タンの選択に応答して）又はラジオボタン自体を表示することができる。
【００８５】
　したがって、図２８のＵＩ３４８は、チャーリーの元のメッセージを変更するようにユ
ーザに指示するインジケータ３５０を含む。ＵＩ３４８は、チャーリーのメッセージに関
連する、例えばｗｈｏ、ｗｈａｔ、ｗｈｅｎ、及びｗｈｅｒｅアイコンの各々のためのカ
テゴリ列３５２を含む。ＵＩ３４８はまた、ユーザがｗｈｏ、ｗｈａｔ、ｗｈｅｎ、及び
ｗｈｅｒｅアイコンの各々を変更したいかどうかに応じて、ユーザが選択するための各カ
テゴリごとのｙｅｓ及びｎｏラジオボタン３５４も含む。それぞれの送信ボタン３５６も
また表示されており、これらのそれぞれの行にあるカテゴリ及びラジオボタンに関連付け
られる。
【００８６】
　したがって、ＵＩ３４８から理解できるように、アイコンの各々は、各アイコンに関連
するそれぞれの「ｙｅｓ」ラジオボタンを選択することによって、別々に及び／又は個別
に変更することができ、それぞれの送信ボタン又はラジオボタン自体の選択に応答して、
別のＵＩを次に表示することができる点を理解されたい。しかしながら、別の実施形態で
は、ユーザが２つ又はそれ以上のアイコン／カテゴリのためのｙｅｓラジオボタンを選択



(22) JP 5765675 B2 2015.8.19

10

20

30

40

50

して、次に送信ボタンのいずれか１つ及び／又は「すべて送信」ボタンを選択して、例え
ば、（１）ＵＩ３４８で受け取る入力に基づいて、選択されたアイコンの各々を変更する
ために、後続のＵＩを順に表示させる（例えば、関連するｙｅｓラジオボタンの選択に基
づいて、ｗｈｏアイコン変更ＵＩを表示することができ、このようなＵＩ上でｗｈｏアイ
コンが変更された後、ｗｈａｔアイコンを変更するために、ｗｈａｔアイコン変更ＵＩの
ような別のＵＩを直後に表示することができる）、或いは、（２）単一のＵＩ上で２つ又
はそれ以上のアイコンを変更するために単一のＵＩを表示することができる。
【００８７】
　ここで図２９を参照すると、ＵＩ３５８が、ｗｈｅｒｅアイコンを選択するために例示
的なＣＥデバイスのスマートフォン上に表示されている。例えば、ＵＩ３５８は、ｗｈｅ
ｒｅアイコンを変更するために、上述のＵＩ３４８上のｙｅｓラジオボタンの選択に応答
して表示することができる。したがって、ＵＩ３５８は、チャーリーが決定した「元の」
ｗｈｅｒｅアイコンを変更するために、リスト３６０から場所を選択するようユーザに促
すか、或いは、チャーリーのポストが「元の」ｗｈｅｒｅアイコンを含んでいなかった場
合にはこれを付加するように促すインジケータ３５８を含む。リスト３６０に示された場
所の各々は、少なくともチャーリーのポストを変更するためのアイコンを含めることがで
きるように、これに関連するアイコンを有し、この場合のアイコンは、場所を表すものと
することができることに留意されたい（例えば、スケートボードのための「学校横の階段
」という場所は、階段を示すアイコンに関連付けられる）。ＵＩ３５８はまた、リスト３
６０から場所の１つを選択すると、ユーザの選択を送信するために使用することができる
送信ボタン３６２も含むが、特定の実施形態では、リスト３６０から場所を選択するだけ
で、選択を自動的に送信させることができ、ユーザがＵＩ３５８上で送信ボタン３６２を
選択するといった更なる操作を行うことがない点を理解されたい。
【００８８】
　図３０を参照して詳細な説明を続けると、Ｍｅ　Ｔｏｏソーシャルネットワークサービ
スのユーザが、例えば、自己のＭｅ　Ｔｏｏソーシャルネットワークアカウントにログイ
ンする際にアクセス可能な、例示的なメッセージ／ポストフィードＵＩ３６４が示されて
いる。フィードは、ユーザのＭｅ　Ｔｏｏ友人によって作成されてＭｅ　Ｔｏｏソーシャ
ルネットワークサービス上で（例えば、一般の人々に対して又は友人に対して）公開され
た、１つ又はそれ以上のポストを示すことができる。したがって、ＵＩ３６４は、ユーザ
のソーシャルネットワークの友人からの元のポスト３６６を含む（ユーザの友人の１人に
よって作成されてユーザ及び／又はユーザの別の友人によって変更されたポストのような
、変更されたポストも含むことができる点を理解されたい）。ポスト３６６の各々の隣に
は、ユーザが、例えば、ソーシャルネットワークサービスを通じて、ポストに関連するア
クティビティに参加するつもりであることを示すために選択するための、本原理によるそ
れぞれのＭｅ　Ｔｏｏアイコン３６８があることに留意されたい。
【００８９】
　更に、ＵＩ３６４は、それぞれのポスト３６６の隣に選択可能なリンク３７０を含む。
各ポストは、自己に関連する複数のリンクを有することができる。したがって、ポスト３
６６の各々は、例えば、コメント入力のためのテキスト入力ボックスをＵＩ３６４上に出
現させることによって、ユーザが友人のポストにコメントするために選択可能な「コメン
ト」リンクを有し、コメントはその後、ユーザの友人及び／又はポストを元々作成した個
人の友人に対して、ポストと一緒に公開することができる。
【００９０】
　加えて、選択可能な変更リンクもまた、各それぞれのポストの隣に含めることができ、
これは本原理により元のポストを変更（又は既に変更されたポストを更に変更）するよう
に選択するためである。したがって、例示的な実施形態において、ＵＩ３６４から変更リ
ンクを選択すると、図２８のＵＩ３４８を出現させ、これによりポストを変更することが
できる。ＵＩ３６４上に示されるようなクレアのポストは、ユーザによって、例えばユー
ザのソーシャルネットワークアカウントから変更可能ではなく、これは、例えば、クレア



(23) JP 5765675 B2 2015.8.19

10

20

30

40

50

が自身のポストの変更をユーザに承認しておらず、閲覧のみとしたからである。
【００９１】
　したがって、図３１を参照すれば、ポスト変更後、ポストのフィードのためのＵＩ３６
４が、複数の変更されたポストを含むものとして示されているが、ポストは、例えば、少
なくとも部分的に各ポストのそれぞれの変更リンクの選択に基づいて、結果的に上述のよ
うに各ポストの少なくとも１つのアイコンを変更することによって、ユーザによって変更
できることを理解されたい。図３０及び３１を比較すると、チャーリーのポスト、具体的
にはｗｈｅｎアイコンが、アクティビティが「今日、後で」ではなく「明日」行われるこ
とを反映するために、図３１に示すようにユーザが変更したことを理解できる。同様に図
３１から理解できるように、チャーリーのポストに関連するＭｅ　Ｔｏｏアイコンはまた
、ユーザがアクティビティに参加予定であることを示している。ユーザが実際にＭｅ　Ｔ
ｏｏアイコンを選択することなくＭｅ　Ｔｏｏアイコンのボックス内にチェックが現れる
ように、例えば、ユーザがチャーリーのポストを変更するのに応答して自動的にＭｅ　Ｔ
ｏｏアイコンに「チェックを入れて」、ユーザがアクティビティに参加予定であることを
示し、及び／又はユーザが実際にＭｅ　Ｔｏｏアイコンを選択して、ユーザがアクティビ
ティに参加予定であることを示すことによって、これを行うことができる。
【００９２】
　別の実施例として、やはり図３０及び３１を比較すると、ここでは図３１に示すリチャ
ードのポストは、リチャードに関連するアクティビティ（買い物）が、「今夜」ではなく
「午前中」に行われるであろうことを示し、したがって、「今夜」のアイコンに対して「
午前中」のための別のアイコンを含む。また、リチャードのポストに関連するＭｅ　Ｔｏ
ｏアイコンは、ユーザがこのアクティビティでリチャードに加わる予定であることも示し
ていることに留意されたい。最後に、フィード内に現れているクレアのポストは、ユーザ
がクレアのポストの変更を承認されないので、図３０と比較して不変である。
【００９３】
　前記に加えて、本原理は、元のポストを、投票調査に基づくような更に別の方法で変更
できることを認識する。投票調査は、例えば、上述のようなフィード内で公開し、又はソ
ーシャルネットワークサービスを通じて別の方法で（例えば、別のページ上で）ユーザに
表示することができる。次に、投票調査の結果が、元のメッセージを少なくとも部分的に
変更することができる。更に、特定の実施において、投票調査には、元のポストを作成し
た個人の少なくとも１人の友人がアクセス可能であるが、例えば、著名人のファンが投票
調査に参加して、ソーシャルネットワークサービスを通じて投票できるように、投票調査
を広く一般に利用可能とすることができる点を理解されたい。
【００９４】
　したがって、図３２には例示的な投票調査ＵＩ３７２が示されており、これは、ソーシ
ャルネットワークサービスを通じて表示することができる。ＵＩ３７２は、この場合は、
ユーザがいつスケートボードのアクティビティでチャーリーに加わりたいかをユーザに尋
ねる少なくとも１つの投票調査質問３７４を含む。一般にユーザがチャーリーに加わりた
いかどうか、ユーザがチャーリーと別のアクティビティに参加したいかどうか、ユーザが
他の友人をアクティビティに参加するよう招待したいかどうか、ユーザが１よりも多くの
場所で及び／又は１回よりも多くの回数（例えば、継続的に）でアクティビティに参加し
たいかどうかといった、他の質問を尋ねることができる。
【００９５】
　これに関わらず、ＵＩ３７２は、質問３７４のための選択可能な複数のラジオボタン３
７６を含み、ラジオボタン３７６の各々に関連する選択は、質問に対する所望の回答に関
連しており、（例えば、送信ボタン３７８を選択後に）投票調査の票となると理解される
。本原理によるＵＩ３７２上には１つよりも多くの質問及び／又は投票調査を同時に表示
することができる点に留意されたい。更に、投票調査は、同じ元のポストに関連すること
又は関連しないこともあるが、図３２に示す例示的なケースでは、２つの投票調査が、チ
ャーリーによって作成された同じポストに関連する。したがって、ＵＩ３７２が、ユーザ
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がいつチャーリーに加わりたいかをユーザに尋ねるのに加えて、ＵＩ３７２は、ユーザが
どこでチャーリーとスケートボードをしたいかを尋ねる質問３８０を含む。質問への異な
る回答に関連するラジオボタン３８２が、ユーザによって選択されてユーザの投票調査へ
の票を入力するために示されている。
【００９６】
　完全を期して、図示したＵＩ３７２のような単一の投票調査ＵＩ上に１つよりも多くの
投票調査及び／又は質問が表示される場合には、すべての質問に必ずしも回答する必要は
ないことに留意されたい。したがって、ユーザは、ラジオボタン３８２のいずれも選択す
ることなく、ラジオボタン３７６のうちの１つを選択することができる。しかしながら、
別の実施形態では、ユーザがラジオボタン３７６のうちの１つを選択するがラジオボタン
３８２のうちの１つを選択しない場合、ユーザが自己の票を送信して投票調査結果に含め
るには、全質問に回答しなければならないことを示すポップアップ・プロンプトを表示す
ることができる。これに関わらず、ユーザの投票がソーシャルネットワークサービスに送
信されると、票は、例えば、投票集計に付加することができ、その結果、最も多くの票を
受けたｗｈｅｎ及び／又はｗｈｅｒｅ選択／アイコンによって、ソーシャルネットワーク
サービスは、チャーリーの元のポストを自動的に、したがって、例えば追加のユーザ入力
を行うことなく変更することができる。
【００９７】
　ここで図３３を参照すると、本原理により元のメッセージ／ポストの変更を承認された
ユーザのインデックスが示されている。したがって、図３３は、ユーザのソーシャルネッ
トワークアカウントに関連する少なくとも１人の友人を一覧表示するＵＩ３８４を示して
いる。図示するように、３人のユーザであるクレア、リチャード、及びロイ、並びに関連
するｗｈｏアイコン３８６がＵＩ３８２上に表示される。特定の実施形態において、各人
物のテキスト及びｗｈｏアイコン３８６は、例えば、友人に関連するプロフィールを閲覧
するために選択可能とすることができる点に留意されたい（本明細書で説明するＵＩのい
ずれにおいてもｗｈｏアイコン及び関連テキストは、友人のプロフィールを閲覧するため
に同様に選択可能とすることができる点を理解されたい）。
【００９８】
　ＵＩ３８４上には、複数のボックス３８８が示されている。ボックス３８８は、ユーザ
が、それぞれのボックスに関連する友人がユーザのポストを変更できるようにユーザが望
むかどうかに基づいて、ユーザによって選択可能であると理解される。したがって、ボッ
クス内に「Ｘ」が含まれる場合、これは、この友人が、ユーザによってユーザのポストの
変更を承認されている（例えば、ボックスをクリックして又は他の方法で選択して「Ｘ」
を出現させることによって）ことを示している。図３３に示すように、ボックス３８８の
３つすべてが「Ｘ」を含み、したがって、クレア、リチャード、及びロイが全員、ユーザ
の元のポストの変更を承認されている。
【００９９】
　特定の実施形態において、ユーザがボックス３８８のうちの１つを非選択にして、非選
択にされたボックスに関連する友人が、もはや承認されずに、ユーザのポストが変更され
る場合、空の承認ボックスが伴っているにもかかわらず、ユーザが承認されず、ユーザの
ポストが変更され、友人は依然としてＵＩ３８４上に現れることができる。しかしながら
、別の実施形態では、友人のためのボックスが非選択の場合、この友人に関連するＵＩ３
８４上のエントリがＵＩ３８４から削除される場合がある。
【０１００】
　さらに図３３を参照すると、ユーザがインデックスに付加して、ユーザのポストの変更
を承認したい別の友人の名前を入力できるように、追加ボックス３９０がＵＩ３８４上に
含まれる。次に送信ボタン３９２を選択して、ＵＩ３８４上に表示されたインデックスに
このユーザを追加することができる。ユーザがテキストボックス３９０及び送信ボタン３
９２を用いて追加される場合、ユーザに関連することになるボックス３８８は、ユーザが
ポストの変更を承認されたという表示（例えば、「Ｘ」）を自動的に含むことができ、そ
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の結果、ユーザのポストの変更を承認される友人のインデックスに友人が追加されると、
ユーザによるそれ以上の操作は必要ないことを理解されたい。
【０１０１】
　最後に、ユーザがボックス３９０に名前を入力する間に、ボックス３９０への部分入力
に基づいて、可能性のある友人の選択肢のドロップダウンリストを何時でもＵＩ３８４上
に動的に表示することができる。例えば、文字「Ｊ」だけがテキストボックス３９０に入
力された時点で、ソーシャルネットワークサービスは、名前全体を手動で入力するよりも
、ボックス３９０への入力を完成させるためにユーザによって選択可能な友人のリスト、
この場合は文字Ｊから始まる名前（例えば、ユーザの友人、ジョン（Ｊｏｈｎ）、ジェイ
ソン（Ｊａｓｏｎ）、及びジェームス（Ｊａｍｅｓ）を含むリスト）を表示することがで
きる。
【０１０２】
　次に、ここで図３４を参照する。図３４は、行動追跡及びトレンディングポストに基づ
いて、Ｍｅ　Ｔｏｏポスト作成のための選択のために表示するアイコンを決定するための
例示的なロジックを示している。決定のひし形３９４から開始され、ロジックは、Ｍｅ　
Ｔｏｏソーシャルネットワークサービスを開始するための、及び／又はＭｅ　Ｔｏｏポス
トの作成を開始するためのアイコンの選択を受け取る。次にブロック３９６において、ロ
ジックは、ユーザによって作成された過去のポストに関するデータ（例えば、ポスト自体
のデータ、及び／又はポスト内に含まれる個々のアイコンに関連するデータ）を収集する
。次にロジックは決定のひし形３９８に進み、ここでロジックは、ポスト及び／又は個々
のアイコン（例えば、ｗｈｏ、ｗｈａｔ、ｗｈｅｎ、ｗｈｅｒｅアイコン）のいずれかが
、例えば、３又はそれ以上の回数、選択されたかどうかを判断するが、ブロック３９８で
為される判断は、１回を含む過去のいずれの選択回数にも基づくことができ、更に、回数
は、予め定めることができ及び／又はユーザ入力に基づいて決定することができる点を理
解されたい。
【０１０３】
　ひし形３９８で否定的判断が為されると、ロジックは、ブロック４０２に直接進む。し
かしながら、ひし形３９８で肯定的判断が為されると、ロジックは、ブロック４０２に進
む前にブロック４００に進む。ブロック４００において、ロジックは、ひし形３９８で３
回選択されたと判断された少なくとも１つのアイコンを、例えば、本原理によるＭｅ　Ｔ
ｏｏポストの作成のためのＵＩ上に表示されるアイコンリストの最上位に表示するが、少
なくとも１つのアイコンをリストの最上位に表示するのに加えて又は代わりに、アイコン
はまた、以前に選択されたことをユーザに示すために、視覚的に区別できること及び／又
は強調表示できることを理解されたい。
【０１０４】
　次にロジックはブロック４０２に進み、ここでロジックは、例えば、複数の人々によっ
てＭｅ　Ｔｏｏソーシャルネットワークサービスにポストされているトレンドのアクティ
ビティ、メッセージ、及び／又はポストを分析して、少なくとも１つのトレンドのアクテ
ィビティに関連するアイコン（例えば、ｗｈｏ、ｗｈａｔ、ｗｈｅｎ、ｗｈｅｒｅアイコ
ン）を判断する。次にロジックはブロック４０４に進み、ここでロジックは、ブロック４
０２においてトレンドとして分析された少なくとも１つのアイコンを、例えば、本原理に
よるＭｅ　Ｔｏｏポストの作成のための上述のアイコンリストの最上位に表示するが、少
なくとも１つのアイコンをリストの最上位に表示するのに加えて又は代わりに、トレンド
のアイコンは同様に、これがトレンドであることをユーザに示すために、視覚的に区別で
きること及び／又は強調表示できることを理解されたい。
【０１０５】
　図３４の例示的なロジックを用いて、ソーシャルネットワークサービス及び／又はユー
ザに関連するＣＥデバイスは、行動追跡、並びにユーザの友人たちの間でトレンドになっ
ているアクティビティ、又はＭｅ　Ｔｏｏソーシャルネットワークサービス上で一般の人
々の間でトレンドになっているアクティビティの分析のいずれか又は両方を用いて、メッ
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セージ内及び／又はソーシャルネットワークポスト内にこれらのアイコン及び／又は情報
を含めるように、アイコン及びアイコンに関する情報をユーザに推奨することを理解され
たい。したがって、過去のメッセージに関して以前に少なくとも１回は選択された少なく
とも１つのアイコンをユーザに推奨することができる。
【０１０６】
　また、特定の実施形態において、アクティビティがトレンドであるかどうかに基づいて
及び／又は行動追跡に基づいて、新規の元のポストを作成するためにリストの最上位に表
示される及び／又は視覚的に区別される１つ又はそれ以上の以前に選択されたアイコンは
、（例えば、所定の）期間を経過後は、他のアイコンと視覚的に区別する又はリストの最
上位に配置する必要はない。トレンド又は以前に選択されたものでもないように、まった
く表示しないこと、又は単にリスト内に表示することができる。次に、図３５に示す例示
的なロジックは、このような所定の期間を経過したかどうかを判断するためのフローチャ
ートを示している。
【０１０７】
　ロジックは、決定のひし形４０６から開始され、例えば行動追跡に基づいて、選択され
たことがあると判断されたアイコンが、ロジックの実行時から２週間以内に選択されてい
たかどうかを判断する。ロジックが、このアイコンが過去２週間以内に選択されていたと
判断すると、次にロジックは、ブロック４０８において、本原理により、このアイコンを
リストの最上位に表示すること及び／又は他のアイコンと視覚的に区別することができる
。しかしながら、ひし形４０６で否定的な判断が為されると、代わりにロジックはブロッ
ク４１０に進み、ここでロジックは、ポストの作成に用いられるアイコンのリスト上でこ
のアイコンを区別するような及び／又はより上位に配置するような方法ではこのアイコン
を表示しない。
【０１０８】
　前記に加えて、本原理は、例えば行動追跡又は何がトレンドであるかに基づいて、例え
ば、ｗｈａｔアイコンカテゴリのような特定のカテゴリに関する１つよりも多くのアイコ
ンが選択されたことがあると判断すると、以前に選択された又はトレンドであるすべての
アイコンが、視覚的に区別された方法で及び／又はリストの最上位に表示されるが、他の
アイコンに比べてより頻繁に選択されるアイコンが、リストの最初に現れるように、及び
／又は選択回数がより少ない又はそれほどトレンドではない他の以前に選択されたアイコ
ン又はトレンドのアイコンとは更に視覚的に区別されるように、これらのアイコンに優先
順位を付けること及び／又はランク付けすることができる。しかしながら、更に別の実施
形態において、トレンドであった及び／又は以前に選択されたことがあると判断されたア
イコンを、アイコンのリスト上に無作為に表示することができる。
【０１０９】
　更に、特定の実施形態において、例えば、ユーザが特定の時間（例えば、毎週水曜日の
午後、又は午後６：００から午後８：００の間）に特定のアイコンを選択すると判断する
場合、この時間のみ（例えば、ポストが作成されるときの水曜日の午後、又は午後６：０
０から午後８：００の間）、このアイコンをリストの最上位に表示すること及び／又は強
調表示することができるように、必要に応じて、行動追跡を更に特別にすることができる
。同様の原理は、ユーザが以前に特定の場所でアイコンを選択した場合に適用することが
でき、ユーザが再びこの場所にいる場合にこの同じアイコンをアイコンのリスト上で区別
することができるようにすることができ、同様にユーザが、Ｍｅ　Ｔｏｏソーシャルネッ
トワークサービスを通じて接続された友人の近くに物理的にいる場合にも（例えば、ユー
ザ及び友人に関連するそれぞれのＣＥデバイスのＧＰＳ受信機を用いて）適用することが
でき、この場合、例えば、一緒にいる友人は一般に同じアクティビティを行うので、彼ら
が一緒にいるときには同じタイプのアクティビティポストを作成する。
【０１１０】
　図３６には、例えば、Ｍｅ　Ｔｏｏソーシャルネットワークサービスを通じてＣＥデバ
イス上に表示可能なＭｅ　Ｔｏｏメッセージ／ポストを作成するための例示的なアイコン
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選択ＵＩ４１２が示されている。ここに示す例示的なケースでは、アイコンはｗｈａｔア
イコンである。図示するように、スケートボードのｗｈａｔアイコン４１４は、太い境界
線を含むが、アイコンの他の何らかの部分又はアイコン全体を太くすることができる。ま
た、ビーチｗｈａｔアイコン４１６も太くされている。
【０１１１】
　したがって、例えば、スケートボード及びビーチのｗｈａｔアイコンは、トレンドのア
クティビティに関連したことがあると、及び／又はユーザによって予め定められた期間内
に以前に選択されたことがあると判断することができるので、例えば、コンサートのアイ
コン４２０の境界線と比較すると、これらの境界線を太くすることによって視覚的に区別
されている。また、スケートボードのｗｈａｔアイコンのほうが、ビーチのｗｈａｔアイ
コンよりもトレンドであるか又はより頻繁に選択されたと仮定すれば、スケートボードの
ｗｈａｔアイコンにはビーチのｗｈａｔアイコンよりも高い優先順位が与えられるので、
スケートボードのｗｈａｔアイコンがビーチのｗｈａｔアイコンよりも早く左右に、コン
サートのｗｈａｔアイコンよりも早く及び／又はより上位に、上下に現れることに留意さ
れたい。
【０１１２】
　またＵＩ４１２に示すように、映画のｗｈａｔアイコンは、その周囲にある波形線で、
残りのアイコンから視覚的に区別され、例えば、ハロー効果を与えている。このように、
アイコンはさまざまな方法で視覚的に区別することができる点を理解されたい。したがっ
て、必要に応じて、トレンドのアイコンは１つの方法で（例えば、波形線を用いて）、以
前に選択されたアイコンは別の方法で（例えば、太くすることで）区別することができ、
その結果、ＵＩ４１２を用いてｗｈａｔアイコンを選択するユーザは、トレンドのアイコ
ンと以前に選択されたアイコンとの間の違いを認識することができる。更に、特定の実施
形態において、アイコンがトレンドであり且つ以前に選択されていた場合は、これを２つ
の視覚的に区別する特徴で表示することができる（例えば、太くして且つ波形線で囲むこ
とができる）。最後に、上述のように、新規のアイコンを作成するために、新規作成セレ
クタ４２２も表示されることに留意されたい。
【０１１３】
　図３７を参照して詳細な説明を続けると、ユーザにトレンドのアクティビティのページ
を表示するためのロジックの例示的なフローチャートが示されている。ロジックは、ブロ
ック４２４から開始され、トレンドのアクティビティのページの表示要求を受け取る（例
えば、Ｍｅ　Ｔｏｏソーシャルネットワークサービス上で）。この要求はユーザによって
行われて、上述のようなトレンドのページを閲覧して、ユーザがＭｅ　Ｔｏｏソーシャル
ネットワークサービスを通じてポストするために、作成及び参加したいメッセージ、ポス
ト、及び／又はアクティビティのタイプをユーザが判断する助けとなることができること
を理解されたい。このようにして、本原理によるメッセージ及び／又はポストの作成要求
に応答して、トレンドのページを表示することができること、並びにトレンドのページの
表示に続いて、メッセージ及び／又はポストを作成するための１つ又はそれ以上のＵＩを
、ユーザがメッセージ／ポストを作成して、その後これを送信／ポストするために表示で
きることを本原理は認識する。
【０１１４】
　これに関わらず、ブロック４２４の後、ロジックは決定のひし形４２６に進み、ここで
ロジックは、少なくとも１つのアクティビティに２人又はそれ以上の人が参加したか又は
参加予定であり、これにより、特定の実施形態では、引き続き「トレンドの」アクティビ
ティであるかを判断する。ひし形４２６において否定的判断が為されると、ロジックはブ
ロック４２８で終了する。しかしながら、ひし形４２６で肯定的判断が為されると、ロジ
ックは決定のひし形４３０に進み、ここでロジックは、ユーザの現在位置からの（例えば
、ユーザが）予め定めた／予め定義した距離内で（これは、Ｍｅ　Ｔｏｏソーシャルネッ
トワークサービスにアクセスするユーザのＣＥデバイス上のＧＰＳ受信機を用いて判断す
ることができる）、２人又はそれ以上の人がアクティビティに参加しているか又はその予



(28) JP 5765675 B2 2015.8.19

10

20

30

40

50

定であるかどうかを判断する。
【０１１５】
　ひし形４３０で否定的判断が為されると、ロジックはブロック４３２で終了することが
できる。しかしながら、ひし形４３０で肯定的判断が為されると、ロジックは決定のひし
形４３４に進み、ここでロジックは、例えば、ロジックが実行されたとき及び／又はトレ
ンドのページがユーザによって要求されたときから、（例えば、ユーザが）予め定めた／
予め定義した期間内に、２人又はそれ以上の人がアクティビティに参加しているか又はそ
の予定であるかどうかを判断する。
【０１１６】
　ひし形４３４で否定的判断が為されると、ロジックはブロック４３６で終了することが
できる。しかしながら、ひし形４３４で肯定的判断が為されると、ロジックは決定のひし
形４３８に進み、ここでロジックは、例えば、友人ではない及び／又はそうでなければユ
ーザに接続されていないＭｅ　Ｔｏｏソーシャルネットワークサービスのユーザではなく
、ユーザの少なくとも１人のソーシャルネットワークの友人によってアクティビティが行
われているかどうかを判断する。
【０１１７】
　ひし形４３８で否定的判断が為されると、ロジックはブロック４４０で終了することが
できる。しかしながら、ひし形４３８で肯定的判断が為されると、ロジックは決定のひし
形４４２に進み、ここでロジックは、上述の条件を満たすトレンドのアクティビティのペ
ージを作成して表示する。図３７は、少なくとも１つのトレンドのアクティビティをユー
ザに表示するために、３つの条件すべてを満たす必要があるように説明したが（ユーザの
場所、ページが要求された又はソーシャルネットワークサービスがアクセスされた時間、
及びアクティビティがユーザのソーシャルネットワークの友人に関連する）、本原理によ
れば、その後、ユーザにトレンドのページを表示するために、必ずしもこれらのすべてで
はなく上記の判断のいずれか１つ又はいずれかの組み合わせを行うことができることもを
解されたい。
【０１１８】
　図３８には、トレンドのアクティビティの例示的なページ４４４が示されている。ペー
ジ４４４は、トレンドのアクティビティに関連するアイコンのリスト４４６を含む。ペー
ジ４４４はまた、アクティビティに参加している又は参加予定の人々（例えば、ユーザの
ソーシャルネットワークの友人）を示すｗｈｏ列４４８、並びに他の個人がアクティビテ
ィに参加する予定の各アクティビティの少なくとも１つの時間を一覧表示するｗｈｅｎ列
４５０も含む。図示していないが、ページ４４４上には、ソーシャルネットワークサービ
スを通じて判断されるような、アクティビティが行われる予定の少なくとも１つの場所を
示すｗｈｅｒｅ列を表示することができる点にも留意されたい。
【０１１９】
　いずれの図も特に参照しないが、本明細書に記載するアイコン、ロジック、及びＵＩの
すべてが例示的なものであること、並びにこれらは他の方法で組み合わせることができ及
び／又は完成されるアクティビティアイコンにｗｈｏ、ｗｈａｔ、及びｗｈｅｎアイコン
のすべてが必ずしも含まれるとは限らないが、３つのアイコンの組み合わせを示すことを
理解されたい。したがって、例えば、ｗｈｏ及びｗｈａｔアイコンのみを組み合わせたア
クティビティアイコンを作成することができる。また、上述のＵＩのすべてが例示的なも
のであり、例えば、特定の実施形態で上述したよりも多くの又は少ない情報及びセレクタ
を含むことができる点も理解されたい。
【０１２０】
　更に、本明細書に開示するメッセージ及び／又はアイコンは、上述のセレクタが選択さ
れると、付加的なユーザ行動／入力を必要とせずに自動的に送信することができる点を理
解されたい。例えば、図２のブロック９４においてｗｈｅｎアイコンを選択後、アクティ
ビティアイコンがプロセッサによって作成されて、１つ又はそれ以上の連絡先に自動的に
送信することができる。加えて、アクティビティアイコン／メッセージ、例えば、テキス
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トメッセージ、電子メール等の受信に応答して、必要に応じて、Ｍｅ　Ｔｏｏ受諾メッセ
ージではなく、応答を送信者に返送することができ、テキストメッセージ又は電子メール
は、受信者のＣＥデバイスへの可聴コマンド入力を用いて受信者が作成することさえもで
きる点を理解されたい。
【０１２１】
　更になお、本原理により、クラウドコンピューティング／技術も使用できることに留意
されたい。
【０１２２】
　前記のすべてに加えて、上述のデバイスはＧＰＳ対応とすることができること、並びに
上述のアイコン及びＵＩも同様にＧＰＳセレクタを含むことができ、選択されると、デバ
イスのユーザが参加予定のアクティビティへの方向をデバイスに表示させることに留意さ
れたい。したがって、特定の実施形態において、アクティビティの作成者は、Ｍｅ　Ｔｏ
ｏアクティビティアイコンの作成時に自己のデバイスに特定の場所情報を入力することが
でき、その結果、他の人々が、例えば、それぞれのデバイスから上述のようなＭｅ　Ｔｏ
ｏアイコンを選択することによってアクティビティに参加する際の方向を取得することが
できる。
【０１２３】
　更に、上述のアクティビティ以外の他のアクティビティにも参加することができる。例
えば、車の購入、ｔｏ－ｄｏリストの作成、リーディングリストの作成、買い物リスト（
例えば、食料品の買い物）の作成等のためのアクティビティアイコンを作成することがで
きる。別の実施例として、ギフト登録オンラインストアを友人と共有して、友人が結婚式
の贈り物を購入できるようにするために、Ｍｅ　Ｔｏｏアプリケーションを使用すること
ができる。更に、受信者によって購入アクティビティアイコンが選択されると（例えば、
上述のコンピュータの場合のように）、受信者のＣＥデバイス上で別の機能／アプリケー
ションが起動されて、購入する品物の最適価格を検索することができる（例えば、ソーヤ
ーは、ケイトが希望するコンピュータをＡｍａｚｏｎ．ｃｏｍよりも安く販売するオンラ
インストアを探すことができる）。更になお、本原理によりＭｅ　Ｔｏｏ連絡先のために
品物を購入する際に、別の実施形態では、例えば、ウェブページ上でのＭｅ　Ｔｏｏアイ
コンの選択に応答して、ＵＩ又は他の何らかのタイプのインタフェース／入力画面を購入
者に表示して、購入者が誰に品物を送るつもりかのような情報の入力を購入者に求めるサ
ードパーティ・サーバを含むことができる。このようなインタフェース上では、品物のｗ
ｈａｔアイコンを自動挿入することも可能であり、購入が行われる及び／又は品物が配送
される特定の時間を自動挿入することもできる。本原理により、この情報はまた、Ｍｅ　
Ｔｏｏプラットフォーム／サービス又は他のソーシャルネットワークサービス上で公開す
ることもできる。
【０１２４】
　付加的に、本明細書で説明したｗｈｏ、ｗｈａｔ、及びｗｈｅｎアイコンは、Ｍｅ　Ｔ
ｏｏアプリケーションのユーザによって作成することができるが、例えば、Ｍｅ　Ｔｏｏ
アプリケーションがＣＥデバイス上に最初にインストールされる際に、一部のアイコン（
例えば、デフォルトのアイコン）を含めることができる。また、上述のアイコンの画像は
、例えば、ウェブサイトから選択することができ、必ずしもそれぞれのＭｅ　Ｔｏｏユー
ザの写真である必要はない。例えば、音声コマンドと併せて文字認識を用いて、アイコン
の画像をウェブページから選択することもできる。ユーザの気分を反映するために、上述
のメッセージ／アイコンのいずれにも顔文字を含めることができる点にも留意されたい。
【０１２５】
　また、ｗｈａｔ又はｗｈｏアイコンのようなアイコンを作成する他の方法も本原理によ
り使用することができる点にも留意されたい。例えば、ＣＥデバイス上に保存された画像
をｗｈａｔアイコンのために使用することができ、及び／又はアイコンに関連する画像及
び語句のテーブルを表示して、ユーザが特定の画像を選択して、画像上にオーバーレイ表
示される特定の説明文を含めることができる。
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【０１２６】
　ユーザは参加予定のイベントを迅速に且つ容易に友人及び家族と共有できることをここ
で理解することができる。これは、例えばスマートフォン又はスマートウォッチのような
比較的小型のデバイス上で行うことができるが、そうでなければ、小型画面、したがって
アクティビティに関するテキスト情報をタイプして表示するための限られた能力に起因し
てこのような情報の共有は困難であろう。この意味で、上述のアクティビティアイコンは
、ソーシャルメディア上でやりとりすることができる情報のストーリーボードを提供する
。
【０１２７】
　更に、ソーシャルネットワークサービスの「ユーザ」は、私的な個人だけでなく、例え
ば、企業、報道機関、他の事業体等も可能であることを理解されたい。
【０１２８】
　本原理はまた、上述の「元の」メッセージ／ポストを、ポストを最初に作成した人物が
、例えば、ｗｈｏ、ｗｈａｔ、及びｗｈｅｎアイコンは選択できるが、ｗｈｅｒｅアイコ
ンは選択できないように、部分的なメッセージ／ポストとしていることも認識する。した
がって、ユーザの友人が、必要に応じて、元のポストのｗｈｏ、ｗｈａｔ、及びｗｈｅｎ
アイコンを変更するのに加えて、ポストにｗｈｅｒｅアイコンを付加することができる。
【０１２９】
　前記に加えて、本原理は、サードパーティのアフィリエイトシステムを実施することが
でき、民間のスポンサーのようなサードパーティが、特定のユーザの行動傾向に基づいて
、Ｍｅ　Ｔｏｏ原理及び／又はソーシャルネットワークを使用してユーザのための推奨を
作成してカスタマイズし、及び／又はＭｅ　Ｔｏｏメッセージ及び／又はＭｅ　Ｔｏｏソ
ーシャルネットワークサービスフィード又はページを通じて、このような推奨をユーザに
表示する（例えば、これらをポストのフィードに挿入する）ことができることを認識する
。したがって、サードパーティのアフィリエイト／広告主によって製品を宣伝するためだ
けでなく、特定のアクティビティに参加するために特定の場所に人々を導くため（例えば
、ユーザのフィード内に挿入されたビデオ広告を通じた割引料金で、特定の夜に特定の場
所にある特定のレストランで食事をするため）にも、本原理によるアイコンメッセージ／
ポストを用いて、Ｍｅ　Ｔｏｏソーシャルネットワークサービスを使用することができる
。このようなポストは、友人のポスト及び／又はメッセージと合体させることができる。
【０１３０】
　更に、本原理は、Ｍｅ　Ｔｏｏソーシャルネットワークサービスが、Ｍｅ　Ｔｏｏアプ
リケーション／サービスに関連しないサーチエンジンを用いたサーチエンジン検索又はＭ
ｅ　Ｔｏｏサーチ機能を用いたＭｅ　Ｔｏｏソーシャルネットワークを通じた検索のいず
れかの、ユーザによる現在及び過去の検索に基づいて、ユーザにアクティビティを推奨す
ることができる点を認識する。更に、ユーザの友人によって及び／又はＭｅ　Ｔｏｏソー
シャルネットワークサービスの「フロントエンド」上で一般の人々によって閲覧可能なユ
ーザのプロフィールに加えて、行動、並びに現在及び過去の検索を追跡するために、Ｍｅ
　Ｔｏｏサービスによって「バックエンド」プロフィールを使用することもできる。
【０１３１】
　最後に、インターネット上のウェブサイトへのリンクも、本原理によるＭｅ　Ｔｏｏメ
ッセージ内で及び／又はＭｅ　Ｔｏｏソーシャルネットワークサービス上で共有可能であ
ることに留意されたい。
【０１３２】
　本明細書では、アイコンを用いてイベント情報を共有するための特定のシステム及び方
法について示して詳細に説明したが、本発明によって包含される主題は、請求項によって
のみ限定されることを理解されたい。
【符号の説明】
【０１３３】
１０　システム



(31) JP 5765675 B2 2015.8.19

１１　ネットワーク
１２　タブレットコンピュータ
１４　スマートウォッチ
１６　テレビ
１８　リモートコントロール
７４　サーバ
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