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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　コンピュータ装置で表示される通知を適応させる方法であって、
　無線ネットワークの検出に応答して表示されるメッセージ通知を表示するステップと、
　前記メッセージ通知を拒絶する動作又は前記メッセージ通知に対する無活動をモニタす
るステップと、
　前記拒絶又は無活動に応答して、将来の同様のメッセージの通知が表示されるかどうか
を変更するステップと
　を有する方法。
【請求項２】
　前記メッセージ通知は第１のメッセージ通知であり、将来の同様のメッセージを変更す
るステップは、
　イベントを検出するステップと、
　前記イベントに関連する第２のメッセージ通知を表示する前に、同じメッセージ通知に
応答した過去のユーザ動作についてデータ記憶を確認するステップと、
　前記過去のユーザ動作に基づき、前記第２のメッセージ通知をキャンセルし、あるいは
、前記第２のメッセージ通知が如何にしてアクセスされるのかを変更するステップと
　を更に有する、請求項１に記載の方法。
【請求項３】
　前記第２のメッセージ通知が如何にしてアクセスされるのかを変更するステップは、ポ
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ップアップウィンドウを表示することなく前記メッセージ通知をアクセス可能にするステ
ップを含む、
　請求項２に記載の方法。
【請求項４】
　前記将来の同様のメッセージの通知が表示されるかどうかを変更するステップは、シス
テム状態又はコンテキスト情報に基づき順位付けレベルを決定するステップを含む、
　請求項１に記載の方法。
【請求項５】
　前記メッセージ通知は携帯電話機で表示され、前記メッセージは前記携帯電話機から発
せられる、
　請求項１に記載の方法。
【請求項６】
　前記メッセージ通知は、自動的に表示されるポップアップウィンドウである、
　請求項１に記載の方法。
【請求項７】
　モバイル装置において表示される通知を適応させる方法であって、
　無線ネットワークが利用可能であること、バッテリー残量が低いこと、ローミングステ
ータスの変化があること、タイムゾーンの変化があること、又は時間変更があることのう
ちの１又はそれ以上の検出である第１のイベントに応答して第１のポップアップ通知を表
示するステップと、
　前記第１のポップアップ通知に対するユーザの応答をモニタするステップと、
　前記ユーザの応答が前記第１のポップアップ通知に関心又は無関心を示したかどうかを
決定するステップと、
　前記ユーザの応答が関心を示した場合は、第２のイベントの検出時に前記第１のポップ
アップ通知と同様である第２のポップアップ通知を表示するステップと、
　前記ユーザの応答が無関心を示した場合は、前記第２のポップアップ通知を抑制するス
テップと
　を有する方法。
【請求項８】
　携帯電話機でポップアップ通知を適応させる方法であって、
　前記携帯電話機において、無線装置、バッテリー低下、ローミングステータスの変化、
タイムゾーンの変化、又は時間変更のうちの１又はそれ以上の検出である局所的イベント
を検出するステップと、
　ユーザに対する前記局所的イベントの順位付けレベルに基づき、前記局所的イベントの
検出に応答して前記携帯電話機で通知を表示すべきかどうかを決定するステップと
　を有し、
　前記決定するステップは、
　同様の通知に対する１又はそれ以上の過去の応答を示す局所データ記憶からデータを取
り出し、前記通知を表示すべきかどうかを決定する際に前記データを用いるステップと、
　前記決定に基づき、前記順位付けレベルが閾値を超える場合はポップアップ通知を表示
し、あるいは、前記順位付けレベルが前記閾値を超えない場合は前記通知を表示しないス
テップと
　を有する、方法。
 
【発明の詳細な説明】
【背景技術】
【０００１】
　現在の無線及びブロードバンド通信技術は、携帯電話、コンピュータ、テレビ受像機等
のような電子機器を用いて様々な通知を提示する。そのような通知は、人々が関心を引く
情報の把握を保つのを助ける。時々、しかしながら、通知は、ユーザの一次タスクの歓迎
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されない中断となり得る。
【０００２】
　現在、ユーザが通知に関連する種々の優先を選択することができるシステムが存在する
。そのような特定の且つ方向性を持ったユーザ制御は、望まないメッセージを多少なりと
も解消するのに役立つことができる。他のシステムは、ユーザの現在の状態及び周囲環境
を追跡し推測することによって、通知を適応させることができる。そのようなシステムは
、どれだけ容易に且つ明りょうにメッセージが認識されるかを計算するモデルを含むこと
ができる。例えば、システムは、ユーザの現在の活動によって識別されるユーザの注視状
態を計算しようと試みることができる。幾つかのシステムは、ユーザの視覚的注意が電話
に向けられているかどうかを検出しようとさえ試みる。
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００３】
　ユーザ位置、移動パターン、及びユーザ注意を追跡する高度なモデリングは、開発する
のにあまりに費用がかかる。更に、そのようなシステムは遅く、エラーを起こしがちであ
る。望まないメッセージを別なふうに除き又は減らすより簡易なシステムが必要とされる
。
【課題を解決するための手段】
【０００４】
　本項目は、詳細な説明において以下で更に記載される簡単な形で概念の選択を導入する
よう提供される。本項目は、請求される対象の重要な特徴又は必須の特徴を特定するよう
意図されず、且つ、請求される対象の適用範囲を制限するために用いられるよう意図され
ない。
【０００５】
　本願は、（同意して又は非動作により）メッセージを受け入れた又は拒絶した過去の動
作を見、将来の同様の通知が表示されるかどうか及び／又は如何にして表示されるのかを
変更する簡易な通知スキームを提供する。例えば、ユーザがポップアップ通知を一貫して
無視又は拒絶する場合は、システムは、そのようなポップアップ通知が再び表示されるか
否かを変更することができる。
【０００６】
　１つの具体的な実施例では、無線ネットワークが携帯電話によって検出されてよい。携
帯電話は、ポップアップ通知がユーザの過去の動作に基づき表示されるべきかどうかを決
定することができる。無線ネットワークの検出の例では、ポップアップ通知は、電子メー
ル又はＳＭＳメッセージから生じるプッシュタイプ通知と対照的に、携帯電話自体におい
て起こる。
【０００７】
　他の実施形態では、１又はそれ以上のパラメータは、ユーザについて通知の順位付けを
決定するために解析されてよい。順位付けレベルが所定の閾値を超える場合は、通知は表
示され得る。他方で、順位付けレベルが閾値を下回る場合は、通知は抑制され得る。抑制
は、メッセージ通知を完全にキャンセルすること、又はユーザによる積極的行動によりメ
ッセージ通知を利用可能にすること、であってよい。パラメータの例には、過去の行動、
システム状態又はコンテキスト情報、あるいは、他のユーザの過去の動作が含まれてよい
。
【０００８】
　本発明の上記及び他の目的、特徴、及び利点は、添付の図面を参照して進行する以下の
詳細な説明からより明らかになるであろう。
【図面の簡単な説明】
【０００９】
【図１】一実施形態に従う携帯電話の例である。
【図２】以前の動作に基づき通知を変更する方法のフローチャートである。
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【図３】潜在的な入力パラメータに基づき通知を変更するシステムの例である。
【図４】通知の扱いが局所的イベントの検出に基づく他の実施形態のフローチャートであ
る。
【図５】メッセージ通知が無線ネットワークの検出に応答して適応される特定の例のフロ
ーチャートである。
【図６】メッセージ通知を表示すべきかどうか及び／又は如何にして表示すべきかを決定
する際に使用され得る複数の入力パラメータを示す方法のフローチャートである。
【図７】様々な装置にわたって如何にしてメッセージ通知を変更すべきかを決定するため
にネットワークが使用され得るシステムである。
【発明を実施するための形態】
【００１０】
　図１は、全体として１０２で示される様々な任意のハードウェア及びソフトウェアコン
ポーネントを有するモバイル装置１００の例を表すシステム図である。モバイル装置にお
ける如何なるコンポーネント１０２も如何なる他のコンポーネントとも通信することがで
きるが、例示の簡単のために、全ての接続が示されているわけではない。モバイル装置は
、様々なコンピュータ装置（例えば、セル方式の携帯電話、スマートホン、携帯型コンピ
ュータ、パーソナルデジタルアシスタント（ＰＤＡ）、等）のいずれであってもよく、セ
ルラー又は衛星ネットワークのような１又はそれ以上のモバイル通信ネットワーク１０４
との無線双方向通信を可能にすることができる。
【００１１】
　表されているモバイル装置１００は、信号符号化、データ処理、入出力処理、電力制御
、及び／又は他の機能のようなそんなタスクを実行するコントローラ又はプロセッサ１１
０（例えば、信号プロセッサ、マイクロプロセッサ、ＡＳＩＣ、又は他の制御及び処理ロ
ジック回路）を有することができる。オペレーティングシステム１１２は、コンポーネン
ト１０２の割当及び使用を制御し、且つ、１又はそれ以上のアプリケーションプログラム
１１４をサポートすることができる。アプリケーションプログラムは、一般的なモバイル
コンピュータアプリケーション（例えば、電子メールアプリケーション、カレンダ、コン
タクトメッセンジャ、ウェブブラウザ、メッセージングアプリケーション）、又は何らか
の他のコンピュータアプリケーションを有してよい。
【００１２】
　表されているモバイル装置１００は、メモリ１２０を有することができる。メモリ１２
０は、取り外し不可能なメモリ１２２及び／又は取り外し可能なメモリ１２４を有するこ
とができる。取り外し不可能なメモリ１２２は、ＲＡＭ、ＲＯＭ、フラッシュメモリ、ハ
ードディスク、又は他のよく知られているメモリ記憶技術を有することができる。取り外
し可能なメモリ１２４は、ＧＳＭ（登録商標）通信システムにおいてよく知られているフ
ラッシュメモリ若しくは加入者識別モジュール（ＳＩＭ；Subscriber　Identity　Module
）カード、又は“スマートカード”のような他のよく知られているメモリ記憶技術を有す
ることができる。メモリ１２０は、オペレーティングシステム１１２及びアプリケーショ
ン１１４を実行するデータ及び／又はコードを記憶するために使用されてよい。データの
例には、１以上のネットワークサーバ又は他の装置との間で１以上の有線又は無線ネット
ワークを介して送信及び／又は受信されるウェブページ、テキスト、画像、音響ファイル
、映像データ、又は他のデータセットが含まれ得る。メモリ１２０は、国際移動電話加入
者識別番号（ＩＭＳＩ；International　Mobile　Subscriber　Identity）のような加入
者識別子と、国際移動電話設備識別番号（ＩＭＥＩ；International　Mobile　Equipment
　Identifier）のような設備識別子とを記憶するために使用されてよい。そのような識別
子は、ユーザ及び設備を識別するようネットワークサーバへ送信されてよい。
【００１３】
　モバイル装置１００は、タッチスクリーン１３２、マイクロホン１３４、カメラ１３６
、物理キーボード１３８及び／又はトラックボール１４０のような１以上の入力装置１３
０と、スピーカ１５２及びディスプレイ１５４のような１以上の出力装置１５０とをサポ
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ートすることができる。ディスプレイ１５４は、ここで記載される適応通知を表示するた
めに使用されてよい。他の可能な出力装置（図示せず。）は、圧電型の又は他の触覚に基
づく出力装置を有することができる。幾つかの装置は、１よりも多い入力／出力機能を提
供することができる。例えば、タッチスクリーン１３２及びディスプレイ１５４は、単一
の入力／出力装置においてまとめられてよい。
【００１４】
　無線モデム１６０は、アンテナ（図示せず。）へ結合可能であり、当該技術においてよ
く理解されているように、プロセッサ１１０と外部装置との間の双方向通信をサポートす
ることができる。モデム１６０は総称的に示されており、モバイル通信ネットワーク１０
４と通信するセルラーモデム及び／又は他の無線に基づくモデム（例えば、ブルートゥー
ス又はワイファイ）を有することができる。無線モデム１６０は、一般的に、単一のセル
ラーネットワーク内、セルラーネットワーク間、又はモバイル装置と公衆交換電話網（Ｐ
ＳＴＮ；Public　Switched　Telephone　Network）との間のデータ及びボイス通信のため
のＧＳＭネットワークのような１以上のセルラーネットワークとの通信のために構成され
る。
【００１５】
　モバイル装置１００は、少なくとも１つの入力／出力ポート１８０、電源１８２、グロ
ーバルポジショニングシステム（ＧＰＳ）受信器のような衛星ナビゲーションシステム受
信器１８４、加速度計１８６、及び／又は物理コネクタ１９０を更に有することができる
。物理コネクタ１９０は、ＵＳＢポート、ＩＥＥＥ１３９４（ファイヤファイヤ）ポート
、及び／又はＲＳ－２３２ポートであってよい。表されているコンポーネント１０２は、
いずれのコンポーネントも削除可能であり且つ他のコンポーネントが加えられ得るので、
必須でも包括的でもない。
【００１６】
　図２は、モバイル装置のユーザのために通知を適応させる方法のフローチャートである
。処理ブロック２１０で、第１のメッセージ通知が表示される。例えば、メッセージ通知
はポップアップ通知であってよい。ポップアップ通知は、標準ウィンドウよりもサイズが
小さいウィンドウであり、一般的に、ツールバー又はステータスバーのような標準機能を
含まない。代替的に、全機能を搭載したウィンドウがメッセージ通知として表示されてよ
い。処理ブロック２２０で、プロセッサ１１０又は他の装置は、ユーザの動作をモニタし
てよい。特に、ユーザの動作は、ユーザがメッセージ通知を拒絶し又は別なふうに通知を
無視するかどうかを決定するよう、モニタされる。いずれの場合にも、ユーザの応答は、
通知への無関心を示す。代替的に、ユーザがメッセージ通知を受け入れる場合は、ユーザ
の応答は、通知への関心を示す。例となるメッセージ通知は、無線ネットワークが利用可
能であることを携帯電話が検出するところの無線ネットワーク通知であってよい。そのよ
うな通知はしばしば、“ワイファイ”通知として表示される。一実施形態において、通知
を拒絶することは、通知を“キャンセル”する又は閉じるとの指示のようなタッチ画面上
の適切なキー又は位置を押すことによる積極的な選択を介してよい。他の実施形態では、
一定期間単に通知を無視すること（すなわち、無活動）が拒絶と見なされてよい。処理ブ
ロック２３０で、拒絶又は無活動に応答して、携帯電話は、将来の同様のメッセージが表
示されるかどうか、又は将来の同様のメッセージが如何にして表示されるのか、を変更す
る。一実施形態において、例えば、単純な順位付けシステムが使用されてよく、通知の順
位付けは拒絶により下げられる。そのような順位付けは、将来の使用のために局所データ
ベースにおいて記憶されてよい。メッセージ通知が表示される頻度も相応に減らされてよ
い。簡単な例において、メッセージが連続して５回無視される場合に、それは再び表示さ
れず、あるいは、それは５０％又はその他の割合の時間だけ表示される。メッセージが拒
絶又は無視される回数が多くなるほど、そのメッセージが同じイベントに応答して表示さ
れる時間の割合はますます短くなる。他の実施形態において、順位が低いメッセージに関
し、メッセージ通知は、ユーザがそのメッセージ通知を積極的に探す場合に利用可能にさ
れてよく、一方、通知は、割り込んだポップアップウィンドウでは表示されない。よって
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、順位付けアルゴリズムは、通知が表示される方法を変更するために使用されてよい。す
なわち、通知を提供する情報が変更され得る。ソーシャルネットワーキング通知の例を用
いて、近しい友人からの通知は、より遠い知人からの通知とは違って、又は異なる情報を
有して表示されてよい。同様に、‘熱い’会話の部分として特定された通知の例を用いる
ことは、違って取り扱われてよい。
【００１７】
　適応通知は、ＳＭＳ、インスタントメッセージング又は電子メール通知のようなプッシ
ュ通知にも適用され得る。例えば、ユーザが一貫して特定の人物からのインスタントメッ
セージを無視する場合、将来のインスタントメッセージはそれらの順位付けに関して降格
されてよい。同様に、ユーザが一貫して特定のサードパーティのステータス更新を拒絶又
は無視する場合、そのような更新はそのサードパーティに関して格下げされてよい。適応
通知は、プッシュ通知よりむしろ、モバイル装置自体において起こる通知にも適用され得
る。例えば、無線ネットワークの検出は、モバイル装置において起こるメッセージ通知で
ある。他の例には、（何らかの新しい地理的範囲内に移動することに基づく）ジオフェン
シング、無線装置（例えば、ブルートゥース）の検出、バッテリー低下、ローミングステ
ータスの変化、タイムゾーンの変化、（夏時間調整による）時間変更等がある。
【００１８】
　図３は、通知を示す要求が３１０で受け取られるシステム図を示す。通知は、プッシュ
タイプの通知又はモバイル装置自体において起こる通知であってよい。３２０で、過去の
動作のデータ記憶部は、通知に関連する情報と、如何にして以前に通知が応答されたかと
を記憶する。３３０で、適応通知アルゴリズムは、要求３１０を受け取り、データ記憶部
３２０から同様の要求に対する以前の応答を検索する。以前の応答に基づき、適応通知ア
ルゴリズム３３０は、通知を表示すべきかどうか及び／又は如何にして通知を表示すべき
かに関する知的決定を行うことができる。複雑なアルゴリズムよりむしろ、適応通知アル
ゴリズムは簡単な規則に基づくアプローチであることができる。例えば、通知が以前に１
度拒絶された場合は、アルゴリズムは通知を８０％の時間だけ表示するよう、２度拒絶さ
れた場合は、６０％の時間だけ、３度拒絶された場合は、４０％の時間だけといったよう
に決定することができる。適応通知アルゴリズム３３０はまた、通知をディスプレイ３４
０で即座に表示すると決定することができる。あるいは、適応通知アルゴリズム３３０は
、通知が表示される態様を決定することができる。例えば、自動ポップアップ通知に代え
て、メッセージ通知は、ユーザがメッセージを見るよう積極的にメッセージにアクセスす
る場合に利用可能にされてよい。そのようなものとして、より低い順位付けを有するメッ
セージ通知の場合が当てはまる。反対に、高い順位付けを有するメッセージ通知は、（ツ
ールバーを有する）ポップアップウィンドウにおいて自動的に表示されてよい。よって、
変更を表示するモードは、決定された順位付けに基づき変更されてよい。
【００１９】
　他のデータが適応通知アルゴリズム３３０に入力されてよい。例えば、３５０で、他の
システム状態又はコンテキスト情報が適応通知アルゴリズム３３０によって使用されてよ
い。コンテキスト情報は地理的位置に基づいてよい。例えば、電子メールがバンクーバー
にいる友人から受信され且つユーザが現在バンクーバーを旅行中である場合、電子メール
通知は順位付けを上げられてよい。よって、携帯電話は、局所ＧＰＳ受信機を用いて地理
的位置を計算し又は別なふうに決定し、それに応じて通知順位付けを変更してよい。シス
テム状態情報の一例は、電話のバッテリーの充電が不十分である場合に、バイブレーショ
ン又は画面起動がエネルギを節約するために抑制され得る。代わりに、ユーザは、次にユ
ーザが画面起動を開始するときに通知を得ることができる。３６０で、同様の通知を受け
取った同様のユーザのデータも適応通知アルゴリズム３３０によって使用されてよい。例
えば、マンション開発に関する無線ネットワーク通知がユーザの９９％によって過去に拒
絶されていた場合、通知の順位付けは下げられる。
【００２０】
　ユーザから収集される如何なる情報もオプトイン承諾を有してよく、ユーザはデータ収
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集に同意するようデータが収集される前に積極的行動を取ることができる点に留意すべき
である。代替的に、暗黙の承諾が与えられてよく、これによって、通知に応答して何もし
ないことは、データが収集されてよいことを暗に意味する。
【００２１】
　図４は、如何にして通知が局所的イベントに基づき表示されるのかを適応させるための
方法のフローチャートである。処理ブロック４１０で、局所的イベントが検出され得る。
例えば、ブルートゥース装置が検出されてよく、あるいは、無線ネットワークが検出され
てよい。イベントは、検出がモバイル装置自体に起こった点で局所的である。処理ブロッ
ク４２０で、データ記憶は、過去のユーザ行動について確認される。例えば、データ記憶
部は、ユーザが同様のメッセージ通知（例えば、同じメッセージ通知）を拒絶又は無視し
た（概して、メッセージに無関心であった）回数を記憶することができる。代替的に、ユ
ーザがメッセージ通知を受け入れた回数が記憶されてよい。処理ブロック４３０で、過去
のユーザ行動に基づき、メッセージ通知はキャンセルされてよく（これは、それがユーザ
に報告されないことを意味する。）、あるいは、メッセージ通知は、如何にしてそれがア
クセスされるのかに関して変更されてよい。メッセージ通知を変更することにより、通知
は、それが以前にユーザに提示されたのとは別なふうに扱われる。通知が表示された最後
のときに、それはポップアップ通知として表示されていたが、順位付けが下がったことに
より、その通知は今では、ポップアップウィンドウの割り込みなしに、ユーザが暇なとき
にアクセスすることができるフォルダに追いやられてよい。
【００２２】
　図５は、無線ネットワーク通知に関する特定の方法のフローチャートである。処理ブロ
ック５１０で、無線ネットワークが携帯電話によって検出される。そのような検出は、外
部からのプッシュ通知が電話によって受け取られていないという意味で局所的である。処
理ブロック５２０で、データ記憶は、ユーザに同じ無線ネットワークについての以前の通
知を以前に拒絶又は無視したかどうかを決定するよう確認される。例えば、現在の通知が
スターバックス（登録商標）ネットワークからである場合、そのネットワーク情報は、キ
ーとしてスターバックス（登録商標）ネットワークを検索することによって、データ記憶
部から取り出される。次いで、順位付けは、データ記憶部から得られ、あるいは、関連す
る記憶データに基づき動的に計算されてよい。決定ブロック５３０で、取り出された情報
は、１又はそれ以上の以前のメッセージ通知が閾回数よりも多く拒絶されたかどうかを示
すかどうかが確認される。否（‘いいえ’）である場合、処理ブロック５４０で、検出さ
れた無線ネットワークの新たな通知がポップアップ通知において表示される。真（‘はい
’）である場合、処理ブロック５５０で、順位付けレベルに基づき、通知を表示すべきか
どうかが決定される。順位付けレベルは多種多様なパラメータに基づいてよく、使用され
る特定のパラメータは設計に依存する。しかし、パラメータの幾つかの例が図６に関して
記載される。
【００２３】
　図６は、異なる潜在的なパラメータを示す方法のフローチャートである。それらのパラ
メータのうちの１又はそれ以上が使用されてよい。処理ブロック６１０で、データが、過
去の応答を示す局所記憶から受け取られる。処理ブロック６２０で、システム状態及び／
又はコンテキスト情報が取り出される。そのようなコンテキスト情報は、例えば、携帯電
話におけるＧＰＳユニットから得られる位置読出に基づいてよい。処理ブロック６３０で
、データは、同じ通知を受け取った同様のユーザに関して受け取られる。処理ブロック６
４０で、順位付けアルゴリズムは、上記のパラメータのうちの１又はそれ以上に基づき順
位付けレベルを決定するために使用される。決定ブロック６５０で、順位付けレベルが所
定閾を超えたかどうかが決定される。真（‘はい’）である場合、通知が表示される（処
理ブロック６６０）。否（‘いいえ’）である場合、処理ブロック６７０で、頻度決定は
、メッセージ通知が以前に表示された頻度に関してなされる。頻度が決定された順位付け
レベルに基づく所定範囲を下回る場合は、メッセージは表示される。そうでない場合は、
メッセージは抑制される。
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【００２４】
　図７は、記載されている実施形態、技術、及びテクノロジが実施され得る適切な実施環
境７００の一般化された例を表す。
【００２５】
　例となる環境７００において、様々なタイプのサービス（例えば、コンピューティング
サービス）がクラウド７１０によって提供される。例えば、クラウド７１０は、コンピュ
ータ装置７３０，７４０，７５０の集合を有することができる。これらのコンピュータ装
置は中央集権的に配置されても又は分散されてもよく、インターネットのようなネットワ
ークを介して接続される様々なタイプのユーザ及び装置へクラウドに基づくサービスを提
供する。実施環境７００は、コンピュータタスクを達成するために様々な方法において使
用されてよい。例えば、幾つかのタスク（例えば、ユーザ入力を処理すること及びユーザ
インターフェースを提示すること）は、ローカルコンピュータ装置（例えば、接続されて
いる装置７３０，７４０，７５０）において実行されてよく、一方、他のタスク（例えば
、その後の処理において使用されるデータの記憶）は、クラウド７１０において実行され
てよい。適応通知に関して、通知が１つの装置において表示される方法における変更は、
全ての装置にわたって再現され得る。例えば、１人のユーザがラップトップ及び携帯電話
を有する場合、通知は、より普遍的な経験をユーザに提供するように両方において適応さ
れ得る。クラウド７１０はまた、過去のユーザ行動のデータ記憶を保持し且つ通知のため
の順位付けを保持又は計算することができる。
【００２６】
　例となる環境７００において、クラウド７１０は、接続されている装置７３０，７４０
，７５０に様々なスクリーン機能を提供する。接続されている装置７３０は、コンピュー
タ画面７３５（例えば、中型画面）を備えた装置に相当する。例えば、接続されている装
置７３０は、デスクトップコンピュータ、ラップトップ、ノートブック、ネットブック、
等のようなパーソナルコンピュータであってよい。接続されている装置７４０は、モバイ
ル装置画面７４５（例えば、小型画面）を備えた装置に相当する。例えば、接続されてい
る装置７４０は、携帯電話、スマートホン、パーソナルデジタルアシスタント、タブレッ
トコンピュータ、等であってよい。接続されている装置７５０は、大画面７５５を備えた
装置に相当する。例えば、接続されている装置７５０は、テレビジョン画面（例えば、ス
マートテレビジョン）又はテレビジョンへ接続されている他の装置（例えば、セットトッ
プボックス若しくはゲーム機コンソール）等であってよい。接続されている装置７３０，
７４０，７５０の１又はそれ以上はタッチスクリーン機能を有してよい。タッチスクリー
ンは、様々な方法において入力を受け入れることができる。例えば、容量式タッチスクリ
ーンは、対象（例えば、指先又はスタイラス）が、表面にわたって通された電流を歪める
か又は遮断する場合に、タッチ入力を検出する。他の例として、タッチスクリーンは、光
センサからのビームが遮断される場合にタッチ入力を検出するよう光センサを使用するこ
とができる。スクリーンの表面との物理接触は、幾つかのタッチスクリーンによって入力
が検出されるために必須ではない。
【００２７】
　サービスは、サービスプロバイダ７２０を通じて、又はオンラインサービスの他のプロ
バイダ（図示せず。）を通じて、クラウド７１０によって提供され得る。例えば、クラウ
ドサービスは、特定の接続されている装置（例えば、接続されている装置７３０，７４０
，７５０）の画面サイズ、表示機能、及び／又はタッチスクリーン機能に対してカスタマ
イズされ得る。
【００２８】
　例となる環境７００において、クラウド７１０は、少なくとも部分的にサービスプロバ
イダ７２０を用いて、ここで記載されている技術及び解決法を様々な接続されている装置
７３０，７４０，７５０へ提供する。例えば、サービスプロバイダ７２０は、様々なクラ
ウドに基づくサービスのために中央集権的解決法を提供することができる。サービスプロ
バイダ７２０は、ユーザ及び装置のための（例えば、接続されている装置７３０，７４０
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，７５０及び／又はそれらの夫々のユーザのための）サービス加入を管理することができ
る。
【００２９】
　開示されている方法の一部の動作は、都合の良い提示のために、特定の順序において記
載されるが、このような記載の仕方は、特定の順序づけが以下で挙げられている具体的な
言語によって必要とされない限り、再配置を包含すると理解されるべきである。例えば、
順次記載される動作は幾つかの場合に再配置されるか又は同時に実行されてよい。更に、
簡単のために、添付の図面は、開示されている方法が他の方法とともに使用可能である様
々な方法を示さないことがある。
【００３０】
　開示されている方法のいずれも、１以上のコンピュータ読取可能な記憶媒体（例えば、
１以上の光学媒体ディスク、揮発性メモリコンポーネント（例えば、ＤＲＡＭ若しくはＳ
ＲＡＭ）、又は不揮発性メモリコンポーネント（例えば、ハードドライブ）のような持続
性コンピュータ可読媒体）において記憶されてコンピュータ（例えば、コンピュータハー
ドウェアを有するスマートホン若しくは他のモバイル装置を含むあらゆる市販のコンピュ
ータ）において実行されるコンピュータ実行可能な命令として実施されてよい。開示され
ている技術を実施するためのコンピュータ実行可能な命令並びに開示されている実施形態
の実施の間に生成および使用されるあらゆるデータのいずれも、１以上のコンピュータ読
取可能な媒体（例えば、持続性コンピュータ可読媒体）において記憶されてよい。コンピ
ュータ実行可能な命令は、例えば、ソフトウェアアプリケーション、あるいは、ウェブブ
ラウザ又は他のソフトウェアアプリケーション（例えば、遠隔コンピュータアプリケーシ
ョン）を介してアクセス又はダウンロードされるソフトウェアアプリケーションの部分で
あってよい。そのようなソフトウェアは、例えば、単一のローカルコンピュータ（例えば
、あらゆる適切な市販のコンピュータ）において、又は１以上のネットワークコンピュー
タを用いるネットワーク環境において（例えば、インターネット、ワイドエリアネットワ
ーク、ローカルエリアネットワーク、クライアントサーバネットワーク（例えば、クラウ
ドコンピュータネットワーク）、又は他のそのようなネットワークを介して）実行されて
よい。
【００３１】
　明りょうさのために、ソフトウェアに基づく実施のある選択された態様のみが記載され
ている。当該技術においてよく知られている他の詳細は省略される。例えば、開示されて
いる技術は、何らかの特定のコンピュータ言語又はプログラムに限定されないことが理解
されるべきである。例えば、開示されている技術は、Ｃ＋＋、Ｊａｖａ（登録商標）、Ｐ
ｅｒｌ、ＪａｖａＳｃｒｉｐｔ（登録商標）、Ａｄｏｂｅ　Ｆｌａｓｈ、又は他の何らか
の適切なプログラミング言語によって実施されてよい。同様に、開示されている技術は、
如何なる特定のコンピュータ又はタイプのハードウェアにも限定されない。適切なコンピ
ュータ及びハードウェアのある詳細はよく知られており、本開示において詳細に記載され
る必要がない。
【００３２】
　更に、（例えば、コンピュータに開示されている方法のいずれかを実行させるためのコ
ンピュータ実行可能な命令を有する）ソフトウェアに基づく実施形態のいずれも、適切な
通信手段を介してアップロードされ、ダウンロードされ、あるいは、遠隔でアクセスされ
てよい。そのような適切な通信手段は、例えば、インターネット、ワールドワイドウェブ
、イントラネット、ソフトウェアアプリケーション、ケーブル（光ファイバケーブルを含
む。）、磁気通信、電磁気通信（ＲＦ、マイクロ波、及び赤外線通信を含む。）、電子通
信、又は他のそのような通信手段を含む。
【００３３】
　開示されている方法、装置、及びシステムは、決して限定として解釈されるべきではな
い。代わりに、本開示は、単独で並びに互いの様々な結合及び小結合において、様々な開
示されている実施形態の全ての新規且つ非自明の特徴及び態様に向けられている。開示さ
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れている方法、装置、及びシステムは、如何なる特定の態様若しくは特徴又はそれらの結
合にも制限されず、開示されている実施形態は、１以上の特定の利点のいずれかが提示さ
れるか又は問題が解決されることを要さない。
【００３４】
　開示されている発明の原理が適用され得る多くの可能な実施形態を考慮して、表されて
いる実施形態は単に本発明の望ましい例にすぎず、本発明の適用範囲を制限すると解され
るべきではないことが認識されるべきである。むしろ、本発明の適用範囲は、特許請求の
範囲によって定義される。従って、我々は、特許請求の範囲の適用範囲及び精神の中にあ
る全てを我々の発明として請求する。

【図１】 【図２】
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【図５】 【図６】
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