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(57)【要約】
　メッセージの少なくとも一部が位置または時間情報を
含む場合に、位置共有についてユーザーを促しうるテキ
ストメッセージングまたはイーメールプラットフォーム
のようなメッセージングプラットフォームと位置共有イ
ベントを統合するためのモバイルアプリケーション。１
つの実施の形態では、このモバイルアプリケーションは
、該等する位置または時間情報を識別するためにメッセ
ージを解析する統合位置共有アプリケーションの形態を
とる。このアプリケーションはまた、未来イベントの通
知を提供し、その通知に基づいて位置共有イベントを随
意に生成しうる。他の実施の形態では、このアプリケー
ションは、少なくとも２つのコンピューティングデバイ
ス間での対話型経路共有を可能にする。
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
メッセージング会話を位置共有イベントと統合するための方法であって、
　第１の通信モードでメッセージを受信することと、
　前記メッセージが時間の表示、位置の表示、または両方を含むかどうかを決定するため
に前記メッセージを解析することと、
　前記表示のうちの１つを決定すると、前記メッセージの送信者に前記位置共有イベント
を送信するために前記メッセージの受信者にプロンプトを提供することと
　を備える方法。
【請求項２】
前記第１の通信モードで前記メッセージを受信することは、前記メッセージをテキスト会
話として受信することを含む、請求項１記載の方法。
【請求項３】
前記第１の通信モードで前記メッセージを受信することは、前記メッセージを音声会話と
して受信することを含む、請求項１記載の方法。
【請求項４】
前記音声会話は、ボイスメールメッセージを含む、請求項３記載の方法。
【請求項５】
前記位置共有イベントは、リアルタイム位置共有イベントである、請求項１記載の方法。
【請求項６】
前記メッセージを解析することは、前記表示に対するネイティブ言語を分析することを含
む、請求項１記載の方法。
【請求項７】
前記位置共有イベントのマップを少なくとも前記送信者に表示することをさらに備える、
請求項１記載の方法。
【請求項８】
前記マップを表示することは、ソーシャルネットワークサイトから位置情報をインポート
することを含む、請求項７記載の方法。
【請求項９】
前記マップを表示することは、前記マップの近傍内にテキストメセージを表示することを
含む、請求項７記載の方法。
【請求項１０】
前記メッセージを解析することは、前記メセージの文脈を分析することを含む、請求項１
記載の方法。
【請求項１１】
前記メッセージの文脈分析に基づいて活動の未来時間コミットメントを決定することをさ
らに備える、請求項１記載の方法。
【請求項１２】
未来イベントの通知を提供する方法であって、
　少なくとも２つのコンピューティングデバイスの間で少なくとも１つのメセージを通信
することと、
　前記メッセージが前記２つのコンピューティングデバイスのうちの少なくとも１つのユ
ーザーに関する未来時間の表示を含むかどうかを決定するために前記少なくとも１つのメ
ッセージの文脈を分析することと、
　前記２つのコンピューティングデバイスのうちの少なくとも１つの前記ユーザーへの未
来時間コミットメントの通知リマインダーを生成することと
　を備える方法。
【請求項１３】
前記通知リマインダーを生成することは、前記２つのコンピューティングデバイスのうち
の少なくとも１つの前記ユーザーに特定の時刻に特定の位置から出発するように指示する
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前記ユーザーへのメッセージを自動的に生成することを含む、請求項１２記載の方法。
【請求項１４】
前記メッセージを自動的に生成することは、前記未来時間コミットメントに先立って前記
ユーザーの前記特定の位置を決定することを含む、請求項１３記載の方法。
【請求項１５】
前記メッセージを分析することは、前記メッセージを解析することを含む、請求項１２記
載の方法。
【請求項１６】
前記メセージを通信することは、テキストメッセージを通信することを含む、請求項１２
記載の方法。
【請求項１７】
前記未来時間コミットメントの前記通知リマインダーを生成することは、前記コンピュー
ティングデバイスのうちの少なくとも１つ上で前記未来コミットメントを調整する（cale
ndaring）ことを含む、請求項１２記載の方法。
【請求項１８】
前記未来時間コミットメントの前記通知リマインダーを生成することは、前記コンピュー
ティングデバイスのうちの少なくとも１つ上でアラームを設定することを含み、前記アラ
ームは前記未来時間コミットメントに先立って前記通知リマインダーを提供するように設
定される、請求項１２記載の方法。
【請求項１９】
前記未来時間コミットメントの前記通知リマインダーを受信すると位置共有イベントを生
成して他のコンピューティングデバイスに送信するように前記コンピューティングデバイ
スのうちの少なくとも１つを促すことをさらに備える、請求項１２記載の方法。
【請求項２０】
少なくとも２つのコンピューティングデバイスの間で経路を共有するための方法であって
、
　第１のコンピューティングデバイスのディスプレイスクリーン上にマップを表示するこ
とと、
　前記第１のコンピューティングデバイスのユーザーによって前記マップ上に表示された
近似経路に基づいて第１の位置から第２の位置までの経路を生成することと、
　前記マップを前記第２のコンピューティングデバイスに送信することと
　を備える方法。
【請求項２１】
前記第２のコンピューティングデバイス上で前記近似経路の補正を受信することをさらに
備える、請求項２０記載の方法。
【請求項２２】
補正経路を前記第１のコンピューティングデバイスに送信することをさらに備える、請求
項２１記載の方法。
【請求項２３】
前記近似経路を受理するために前記第２のコンピューティングデバイスから前記第１のコ
ンピューティングデバイスへとメッセージを送信することをさらに備える、請求項２０記
載の方法。
【発明の詳細な説明】
【優先権主張】
【０００１】
　本願は２０１２年１月５日に提出された米国仮特許出願第６１／５８３，５２０号およ
び２００９年７月１６に提出された米国特許出願第１１／０５４，０７５号から優先権を
主張し、それらの両方がその全体において参照によりここに組み込まれる。
【発明の分野】
【０００２】
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　本発明は一般に、位置情報の共有を可能にするモバイル通信デバイス上で動作可能なア
プリケーションに関し、さらに具体的には、位置情報に関連するまたはその位置情報とは
独立した少なくとも１つの通信モダリティ（communication modality）の分析および文脈
上該当する情報の視覚的表示を１または複数のユーザーに提供するモバイル通信デバイス
上で動作可能なアプリケーションに関する。
【発明の概要】
【０００３】
　１つの実施の形態では、本発明は一般に、位置共有イベント（location sharing event
）をメッセージングプラットフォームと統合するためのコンピュータ可読命令を利用する
システムおよび方法に関する。他の実施の形態では、本発明は一般に、未来イベント（fu
ture event）の通知を提供するためにコンピュータ可読命令を利用しかつ随意にその通知
に基づいて位置共有イベントを生成しうるシステムおよび方法に関する。さらに他の実施
の形態では、本発明は一般に、少なくとも２つのコンピューティングデバイスの間で経路
を共有するためにコンピュータ可読命令を利用するシステムおよび方法に関する。
【０００４】
　本発明の１つの態様では、メッセージング会話を位置共有イベントと統合するための方
法は、（１）第１の通信モードでメッセージを受信するステップ、（２）前記メッセージ
が時間の表示、位置の表示、または両方を含むかどうかを決定するために前記メッセージ
を解析するステップ、および（３）前記表示の１つを決定すると、前記メッセージの送信
者に前記位置共有イベントを送信するために前記メッセージの受信者にプロンプトを提供
するステップを含む。
【０００５】
　本発明の他の態様では、未来イベントの通知を提供するための方法は、（１）少なくと
も２つのコンピューティングデバイスの間で少なくとも１つのメッセージを通信するステ
ップ、（２）前記メッセージが前記２つのコンピューティングデバイスのうちの少なくと
も１つのユーザーに対する未来時間コミットメントの表示を含むかどうかを決定するため
に前記少なくとも１つのメッセージの文脈を分析するステップ、および（３）前記２つの
コンピューティングデバイスのうちの少なくとも１つのユーザーへの未来時間コミットメ
ントの通知リマインダーを生成するステップを含む。
【０００６】
　本発明のさらに他の態様では、少なくとも２つのコンピューティングデバイスの間で経
路を共有するための方法は、（１）第１のコンピューティングデバイスのディスプレイス
クリーン上でマップを表示するステップ、（２）前記第１のコンピューティングデバイス
のユーザーによって前記マップ上に表示された近似経路に基づいて第１の位置から第２の
位置への経路を生成するステップ、および（３）前記マップを第２のコンピューティング
デバイスに送信するステップを含む。
【０００７】
　図面において、同一の参照番号は同様の要素または動作を識別する。図面における要素
のサイズおよび相対位置は、必ずしも正確に描画されないかもしれない。例えば、種々の
要素の形状および角度は正確に描画されていないかもしれず、そしてそれらの要素のいく
つかは図面の視認性を改善するために任意に拡大されたりあるいは位置決めされてもよい
。
【図面の簡単な説明】
【０００８】
【図１】図１は、ここに開示された主題の様々な実施の形態のシステムおよび方法を実行
するためのパーソナルコンピュータまたはパーソナルモバイルコンピューティングデバイ
スのような適当なコンピューティング環境を示す図である。
【図２】図２は、ユーザーがここに開示された主題の様々なシステムおよび方法を使用し
うる適当なネットワーク化されたコンピューティング環境の図を示す。
【図３】図３は、ユーザーがここに開示された主題の様々なシステムおよび方法を使用し
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うる適当なネットワーク化されたコンピューティング環境の図を示す。
【図４】図４は、本発明の１つの実施の形態によるメッセージを解析しうる統合位置共有
アプリケーションのためのグラフィックユーザーインターフェースの図である。
【図５】図５は、本発明の１つの実施の形態による位置共有イベントを修正するための随
意のメニュー項目を示す図４の図である。
【図６】図６は、本発明の１つの実施の形態によるダイナミックズーム特徴を有する表示
されたマップである。
【図７】図７は、本発明の１つの実施の形態による統合位置共有アプリケーションを使用
して未来イベントの通知を生成するための方法を示すフローチャートである。
【図８】図８は、本発明の１つの実施の形態による統合位置共有アプリケーションを使用
して経路を共有するための方法を示すフローチャートである。
【詳細な説明】
【０００９】
　本発明の実施の形態は、多数の汎用または専用のコンピューティングシステム環境また
は構成で動作しうる。本発明に対する使用に適合しうる公知のコンピューティングシステ
ム、環境および／または構成の例は、パーソナルコンピュータ（ＰＣｓ）、サーバー、ネ
ットワークコンピューティングシステム、ハンドヘルドまたはラップトップデバイス、マ
ルチプロセッサシステム、マイクロプロセッサ搭載システム、セットトップボックス（se
t top boxes）、プログラマブルコンシューマエレクトロニクス、ネットワークＰＣｓ、
ミニコンピュータ、メインフレームコンピュータ、上記のシステムまたはデバイスのうち
の任意のものを含む分散コンピューティング環境、等を含むがそれらに限定されない。
【００１０】
　１つの実施の形態では、本発明は一般に、位置共有イベントをメッセージングプラット
フォームと統合するためにコンピュータ可読命令を利用するシステムおよび方法に関する
。他の実施の形態では、本発明は一般に、未来イベントの通知を提供するためにコンピュ
ータ可読命令を利用しかつ前記通知に基づいて位置共有イベントを任意に生成しうるシス
テムおよび方法に関する。さらに他の実施の形態では、本発明は一般に、少なくとも２つ
のコンピューティングデバイスの間で経路を共有するためにコンピュータ可読命令を利用
するシステムおよび方法に関する。
【００１１】
　図１を参照すると、本発明をインプリメント（implementing）するための例示システム
は、コンピュータ１１０の形態の汎用コンピューティングデバイスを具備する。コンピュ
ータ１１０のコンポーネントは、処理装置１２０、システムメモリ１３０、およびそのシ
ステムメモリを含む種々のシステムコンポーネントを処理装置１２０に結合するシステム
バス１２１を含みうるがこれらに限定されない。システムバス１２１は、メモリバスまた
はメモリコントローラー、周辺バス、および種々のバスアーキテクチャのうちの任意のも
のを使用するローカルバスを含む幾つかのタイプのバス構造のうちの任意のものでありう
る。例としてであって限定としてではなく、このようなアーキテクチャは、業界標準アー
キテクチャ（ISA）バス、マイクロチャネルアーキテクチャ（MCA）バス、エンハンスドＩ
ＳＡ（EISA）バス、ビデオ電子標準協会（VESA）ローカルバス、およびメザニンバスとし
ても知られている周辺機器相互接続（PCI）バスを含む。
【００１２】
　コンピュータ１１０は通常、種々のコンピュータ可読媒体を具備する。コンピュータ可
読媒体は、コンピュータ１１０によってアクセスされうる任意の利用可能媒体でありうる
ものであり、揮発性および不揮発性の媒体、リムーバブルおよびノンリムーバブル媒体を
含む。例としてであって限定としてではなく、コンピュータ可読媒体は、コンピュータ記
憶媒体および通信媒体を含みうる。コンピュータ記憶媒体は、コンピュータ可読命令、デ
ータ構造、プログラムモジュール、および他のデータのような情報を記憶するための任意
の方法および技術でインプリメントされる揮発性および不揮発性の媒体、および／または
リムーバブルおよびノンリムーバブル媒体を含みうる。コンピュータ記憶媒体は、ＲＡＭ
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、ＲＯＭ、ＥＥＰＲＯＭ、フラッシュメモリまたは他のメモリ技術、ＣＤ－ＲＯＭ、ディ
ジタルバーサタイルディスク（ＤＶＤ）または他の光ディスク記憶装置、あるいは所望の
情報を記憶するために使用できかつコンピュータ１１０によってアクセスされうる任意の
他の媒体を含むがこれらに限定されない。通信媒体は通常、コンピュータ可読命令、デー
タ構造、データ構造、プログラムモジュール、または搬送波または他の搬送機構のような
変調データ信号（modulated data signal）における他のデータを具体化しかつ任意の情
報配送媒体を含む。「変調データ信号」という用語は、それの特性集合のうちの１つまた
は複数を有するまたは信号内の情報を符号化する態様で変更された信号を意味する。例と
してであって限定としてではなく、通信媒体は、有線ネットワークまたは直接配線接続、
および音波、ＲＦ、赤外線、および他の無線媒体のような無線媒体を含む。上記のうちの
任意のものの組み合わせが、コンピュータ可読媒体の範囲内に含められるべきである。
【００１３】
　システムメモリ１３０は、読み取り専用メモリ（ＲＯＭ）１３１およびランダムアクセ
スメモリ（ＲＡＭ）１３２のような揮発性および／または不揮発性のメモリの形態をなす
コンピュータ記憶媒体を含む。スタートアップ時のような場合にコンピュータ１１０内の
要素間で情報を転送する作用をするベーシックルーチンを含むベーシック入力／出力シス
テム１３３（ＢＩＯＳ）は通常、ＲＯＭ１３１に格納される。ＲＡＭ１３２は通常、処理
装置１２０に直ちにアクセス可能なおよび／または処理装置１２０によって現在動作され
ているデータおよび／またはプログラムを含む。例としてであって限定としてではなく、
図１は、オペレーティングシステム１３４、アプリケーションプログラム１３５、他のプ
ログラムモジュール１３６、およびプログラムデータ１３７を示す。
【００１４】
　コンピュータ１１０はまた、他のリムーバブル／ノンリムーバブル、揮発性／不揮発性
のコンピュータ記憶媒体を含みうる。例示のみとして、図１は、ノンリムーバブル、不揮
発性の磁気媒体から読出しかつその媒体に書き込むハードディスクドライブ１４０、リム
ーバブル、不揮発性の磁気ディスク１５２から読出しまたはその磁気ディスクに書き込む
磁気ディスクドライブ１５１、およびＣＤ　ＲＯＭまたは他の光媒体のようなリムーバブ
ル、不揮発性の光ディスク１５６から読出しまたはその光ディスクに書き込む光ディスク
ドライブ１５５を示す。例示の動作環境で使用されうる他のリムーバブル／ノンリムーバ
ブル、揮発性／不揮発性のコンピュータ記憶媒体は、磁気テープカセット、フラッシュメ
モリカード、ディジタルバーサタイルディスク、ディジタルビデオテープ、固体ＲＡＭ、
固体ＲＯＭ、等を含むがこれらに限定されない。ハードディスクドライブ１４１は通常、
インターフェース１４０のようなノンリムーバブルメモリインターフェースによってシス
テムバス１２１に接続され、磁気ディスクドライブ１５１および光ディスクドライブ１５
５は通常、インターフェース１５０のようなリムーバブルメモリインターフェースによっ
てシステムバス１２１に接続される。
【００１５】
　上述されかつ図１に示されたドライブおよび関連コンピュータ記憶媒体は、コンピュー
タ１１０に対してコンピュータ可読命令、データ構造、プログラムモジュールおよび他の
データの記憶を提供する。図１には、例えば、ハードディスクドライブ１４１は、オペレ
ーティングシステム１４４、アプリケーションプログラム１４５、他のプログラムモジュ
ール１４６、およびプログラムデータ１４７を記憶するものとして示されている。これら
のコンポーネントはオペレーティングシステム１３４、アプリケーションプログラム１３
５、他のプログラムモジュール１３６、およびプログラムデータと同一であってもあるい
はそれらとは異なっていてもよいことに注目されたい。オペレーティングシステム１４４
、アプリケーションプログラム１４５、他のプログラムモジュール１４６、およびプログ
ラムデータ１４７は、最低限、それらが異なるコピーであることを示すためにここでは異
なる番号が与えられている。ユーザーは、キーボード１６２および一般にマウス、トラッ
クボールまたはタッチパッドと一般に呼ばれるポインティングデバイス１６１のような入
力装置によってコンピュータ２０にコマンドおよび情報を入力できる。他の入力装置（図
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示せず）は、マイクロホン、ジョイスティック、ゲームパッド、サテライトディッシュ、
スキャナー、等を含みうる。これらのおよび他の入力装置は、システムバスに結合される
ユーザー入力インターフェース１６０によって処理装置１２０に接続されることが多いが
、パラレルポート、ゲームポートまたはユニバーサルシリアルバス（ＵＳＢ）のような他
のインターフェースおよびバス構造によって接続されてもよい。モニター１９１または他
のタイプのディスプレイ装置もビデオインターフェース１９０のようなインターフェース
によってシステムバス１２１に接続される。そのモニターに加えて、コンピュータはまた
、出力周辺インターフェース１９０によって接続されうるスピーカー１９７およびプリン
ター１９６のような他の周辺出力装置を具備しうる。
【００１６】
　コンピュータ１１０は、リモートコンピュータ１８０のような１つまたは複数のリモー
トコンピュータへの論理接続を使用してネットワーク環境内で動作しうる。リモートコン
ピュータ１８０は、パーソナルコンピュータ、サーバー、ルーター、ネットワークＰＣ、
ピアデバイスまたは他の一般的なネットワークノードであってもよく、通常、コンピュー
タ１１０に関連して上記で説明された要素の多くまたは全てを含むが、メモリ格納装置１
８１だけが図１に示されている。図１に示された論理接続は、ローカルエリアネットワー
ク（ＬＡＮ）１７１およびワイドエリアネットワーク（ＷＡＮ）１７３を含むが、他のネ
ットワークを含んでもよい。このようなネットワーキング環境は、オフィス、企業規模コ
ンピュータネットワーク、イントラネット、およびインターネットでは普通である。
【００１７】
　ＬＡＮネットワーキング環境で使用される場合には、コンピュータ１１０はネットワー
クインターフェースまたはアダプター１７０によってＬＡＮに接続される。ＷＡＮネット
ワーキング環境で使用される場合には、コンピュータ１１０は通常、インターネットのよ
うなＷＡＮ上で通信を確立するためのモデム１７２または他の手段を具備する。内付けま
たは外付けでありうるモデム１７２は、ユーザー入力インターフェース１６０または他の
適切な機構によってシステムバス１２１に接続されうる。ネットワーク環境では、コンピ
ュータ１１０に関して示されたプログラムモジュールまたはその一部がリモートメモリ記
憶装置に記憶されうる。例としてであって限定としてではなく、図１はメモリ装置１８１
上に常駐するものとしてリモートアプリケーションプログラム１８５を示す。図示された
ネットワーク接続は例示であり、コンピュータの間に通信を確立する他の手段が使用され
うることが認識されるべきである。
【００１８】
　図２をここで参照して、本発明の実施の形態が図示された例示のコンピュータネットワ
ークシステム２００との関連で説明されうる。システム２００は、ネットワーク２２０（
例えば、インターネット）のような通信媒体によってサーバー２３０のような電子デバイ
スまたはシステムにリンクされるセルラーまたはモバイルテレホン、パーソナルコンピュ
ータ、またはワークステーションのような電子ユーザーデバイスを含む。サーバー２３０
はさらに、データベース２４０、電子記憶装置２７０およびコンピュータシステム２６０
に結合されるかあるいは他の方法でそれらに対してアクセスを有しうる。図２に示された
実施の形態は、ネットワーク２２０によって２つのユーザーデバイス２１０、２８０に結
合された１つのサーバー２３０を具備するが、本発明の実施の形態は１つまたは複数のこ
のようなサーバーに結合された２つまたはそれより多いこのようなユーザーデバイスを使
用してインプリメントされうることが認識されるべきである。さらに、ネットワーク２２
０は、１つまたは複数のセルラーまたはモバイルテレホンにネットワーク接続性を提供す
る１つのまたは複数の電気通信タワー（図示せず）を具備しうるかあるいは他の方法でそ
のタワーに結合されうる。
【００１９】
　１つの実施の形態では、ユーザーデバイス２１０、２８０およびサーバー２３０のそれ
ぞれは、図示されかつ図１を参照して説明されたコンピュータ１１０に関連した特徴のす
べてまたはすべてより少数を含みうる。ユーザーデバイス２１０、２８０はそれぞれコン
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ピュータスクリーンまたはディスプレイ２５０、２９０を含むかあるいはそれらに他の方
法で結合される。ユーザーデバイス２１０、２８０は、ネットワークおいおびローカルコ
ンピュータプロセスの両方を含む種々の目的のために使用されうる。
【００２０】
　例えば、ユーザーデバイス２１０、２８０上で走るブラウザーまたは他のアプリケーシ
ョンのようなコンピュータプログラムがサーバー２３０と二方向通信で協働することがで
きるように、ユーザーデバイス２１０、２８０はネットワーク２２０によってリンクされ
る。サーバー２３０は、データベース２４０および／または電子記憶装置２７０に結合さ
れ、それらから情報を検索しかつそれらに情報を格納しうる。さらに、図３に最も良く示
されているように、サーバー２３０は、そのサーバー２３０がデータベースに記憶された
マップデータを使用して、デバイス２１０（および／またはデバイス２８０）の位置を表
示するためにブラウザーまたは同様のアプリケーションによって使用されうる例えばＨＴ
ＭＬデータのような位置データを生成できるようにする態様で、ユーザーデバイス２１０
（および／またはデバイス２８０）および／または技術的に公知のＧＰＳ／三角測量シス
テムと通信しうる。さらに、サーバー２３０は、ソノサーバーがコンピュータシステムに
ある処理機能を任せる態様でコンピュータシステムに結合されうる。
【００２１】
　図２および３を参照すると、１つの実施の形態は、例えばユーザーデバイス２１０上で
実行可能なクライアントサイドアプリケーションを具備する。デバイスのユーザーの指令
により、アプリケーション２０５は、ユーザーデバイス２８０（または他の同様のユーザ
ーデバイス）のユーザーの識別情報（例えば、イーメールアドレス、電話番号、サービス
契約者のユーザーネーム、等）を含むリクエスト３１０をサーバー２３０に送り、ユーザ
ーデバイス２８０のユーザー（または他の同様のユーザーデバイスのユーザー）がユーザ
ーデバイス２１０、従って、デバイス２１０のユーザーの位置を追跡できるようにする承
認データ（すなわち、「チケット」）を生成するように動作しうる。ユーザーインターフ
ェースは、デバイス２１０のユーザーがデバイス２１０の位置を追跡しうる時間間隔の開
始時間および／または長さを画定する１つまたは複数の値をデバイス２１０のユーザーが
選択することまたは他の方法で入力することを可能にするように機能する。これらの値は
リクエスト３１０に含まれる。
【００２２】
　リクエスト３１０に応答して、サーバー２３０はチケット３１５を生成し、そのチケッ
トをユーザーデバイス２８０に転送するように構成される。あるいは、図３に破線で示さ
れているように、サーバーはチケット３１５をユーザーデバイス２１０に提供することが
でき、それにともなって、デバイス２１０はそのチケットをユーザーデバイス２８０に転
送するために使用されうる。ＳＭＳ、イーメール、または他の適当なメッセージングフォ
ーマットによって送信されうるチケット３１５は、デバイス２８０のユーザーによって選
択される場合に、サーバー２３０によって提供される追跡インターフェースへのアクセス
を提供するように構成されるＵＲＬへの選択可能リンクのようなポインティングデータ（
pointing data）を含む。チケット３１５は、デバイス２１０のユーザーによって入力さ
れるデフォ経路メッセージまたはカスタマイズメッセージをさらに含みうる。
【００２３】
　具体的には、デバイス２８０のユーザーがポインティングデータへのリンクを選択すれ
ば、デバイス２３０はデバイス２８０に位置データを提供し、クライアントアプリケーシ
ョン、ブラウザー、またはデバイス２８０上に常駐する他のインターフェースがデバイス
の地理的位置の表示を生成するのを可能にするように構成される。有益なことには、１つ
の実施の形態は、デバイス２１０の位置を表示するためには従来のブラウザーがデバイス
２８０上に常駐することを要求するにすぎず、そのようにするためには、それ以外にデバ
イス２８０上に特殊なアプリケーションがインストールされることを要求しない。位置デ
ータは、デバイス２８０のユーザーがデバイス２１０のリアルタイム移動を見ることがで
きるように反復態様でデバイス２８０に提供されうるか、あるいはデバイス２１０の位置
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の「スナップショット」を単に提供するように一回だけ提供されてもよい。
【００２４】
　１つの実施の形態では、サーバー２３０は、リクエスト３１０を生成する場合にデバイ
ス２１０のユーザーによって指定された時間間隔の間だけデバイス２８０に位置データ３
０５を提供する。様々な実施の形態において、デバイス２１０のユーザーは、ユーザーデ
バイス２８０が位置データに最初にアクセスすると開始するように時間間隔を設定し、特
別に指定された時間の窓（例えば、特定の日または特定の集合の日の午後２～３時）の間
に生ずるように、あるいは任意の他のユーザーが指定した開始および停止時間に生ずるよ
うに時間間隔を設定しうる。１つの実施の形態では、デバイス２８０のユーザーによって
受信されたチケット３１５は、その時間間隔の性質（例えば、開始の時間、存続期間、等
）を表示しうる。さらに、他の実施の形態では、デバイス２１０のユーザーは、位置デー
タ３０５がデバイス２８０に提供される前にリクエスト３１０に時間間隔を提供するので
はなくて、デバイス２８０が位置データを受信してデバイス２１０を追跡し始めた後で時
間間隔を１つのリクエストに提供して達成しうる。同様に、デバイス２８０が位置データ
を受信してデバイス２１０を追跡し始めた後で、デバイス２１０のユーザーは、チケット
３１５の生成の前に提供されたリクエストに元々含まれた実効時間間隔を取り消すか、あ
るいは他の態様で修正しうる。さらに、特定のチケット３１５が、デバイス２８０のユー
ザー以外で追加のユーザーに与えられうる。そのような場合には、そのチケットは残った
絶対時間を追跡しうる。したがって、チケット３１５が２０分前に送られた３０分チケッ
トである場合には、新旧両方の受信者に対してそのチケットは１０分で満了するであろう
。さらに、予め定義された外部イベントは、共有許可時間間隔（sharing-permission tim
e interval）を修正するように機能しうる。例えば、デバイス２１０のユーザーは、その
ユーザーがユーザー指定の送り先に到達するまでだけチケット３１５は有効であることを
指定しうる。あるいは、例えば、デバイス２１０のユーザーは、ユーザーがそのユーザー
の出発位置から所定の距離（例えば、１マイル）となったときにのみチケット３１５が有
効であることを指定しうる。
【００２５】
　１つの実施の形態では、リクエスト３１０はさらに、ユーザーとユーザーデバイスが進
行しているランドマークの表示を含みうる。したがって、サーバー２３０は、データベー
ス２４０に関連したマップデータを使用することによって、位置データ３０５と共にラン
ドマークの地理的位置を含みうる。
【００２６】
　１つの実施の形態では、サーバー２３０による上記の機能性のすべては、代わりに、ネ
ットワーク２２０上でユーザーデバイス２８０と直接通信するユーザーデバイス上で実行
するアプリケーション２０５によってもっぱら実行されてもよいことが注目されるべきで
ある。このような実施の形態では、リクエスト３１０は生成される必要はなく、チケット
３１５はユーザーデバイス２１０によって生成され、ユーサーデバイス２８０に直接発行
される。このような実施の形態では、チケット３５０に関連した時間間隔が満了するまで
、ユーザーデバイス２１０はアプデートをユーザーデバイス２８０に常にまたはさもなけ
れば周期的に送信する。あるいは、ユーザーデバイス２８０は、位置データについてユー
ザーデバイス２１０を常にまたはさもなければ周期的にポーリングする（poll）ように構
成されたアプリケーションを含みうる。したがって、様々な実施の形態において、サーバ
ー２３０は、ここに記述された機能性の実行（implementation）のためには必要ではない
。
【００２７】
　ここにおける説明の目的のために、本発明の１つの実施の形態は、位置メッセージを送
信または受信するプロセスをコントロールする統合位置共有アプリケーションに関する。
例として、その統合位置共有アプリケーションは、送信者および／または受信者の居場所
に関する電話またはテキストメッセージに比較してより容易でより迅速な通信方法を有益
に提供しうる。
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【００２８】
　これに限定されないがモバイルホンまたはコンピュータのようなインターネト可能デバ
イスは、位置メッセージを受信しうる。１つの実施の形態では、位置メッセージを受信し
かつ潜在的に見るためにはソフトウェアもセットアップも必要とされない。送信者は、ひ
とりの特定の人間、幾人かの人間、あるいはソーシャルネットワーキングサイトまたはグ
ループに送信しうる。以降においては簡明のために、「受信者」は、１の人間、グループ
、サイト、ネームスペース、あるいは１より多い人間、グループ、サイトまたはネームス
ペースを意味しうる。
【００２９】
　さらに詳細には、統合位置共有アプリケーションは、位置情報取得可能モバイル通信デ
バイスにダウンロードされ、送信者の選択の任意の受信者と予め設定された期間のあいだ
マップによって送信者がそれらの位置を共有できるようにするアプリケーションの形態を
採りうる。統合位置共有アプリケーションでは、送信者は、誰が彼らの位置を見るか、い
つ彼らが彼らの位置を見るか、およびどのくらい長く彼らが彼らの位置を見ることができ
るかについて、完全なコントロール状態にある。
【００３０】
　ユーザーが使用前にログインしてフレンドネットワークを構築することを要求する他の
位置情報サービスとは異なり、統合位置共有アプリケーションは、これに限定されないが
ＧＰＳの機能を備えたモバイルスマートホンデバイスのような位置情報取得可能モバイル
通信デバイスにダウンロードする数秒内に使用されうる。１つの実施の形態では、統合位
置共有アプリケーションは、サービスを使用するためのアカウントを送信者または受信者
に作成することを要求せず、これがログインおよびパスワードの煩わしさを排除する。
【００３１】
　ダウンロードされると、送信者は、１または複数のコンタクトを選択することにより位
置メッセージを任意の受信者に送信し、彼らが彼らの位置を受信者に利用可能となること
を欲する期間を選択し、そして彼らのモバイル通信デバイス上で送信することができる。
統合位置共有アプリケーションは、彼らの位置がどのくらい長く共有されうるかについて
送信者がタイマーを設定できるようにする。送信者は、任意の時点で位置メッセージを「
休止し」または「取り消し」あるいは現在の位置メッセージを延長することを選択する能
力を有する。受信側では、受信者は位置メッセージを受信し送信者の所在地をマップ上で
見るためにはインターネット可能デバイスおよびイーメールアクセスを必要とするだけで
ある。例として、受信者は、他のランドマーク、ストリート、等と関連して送信者の正確
な位置を表示するマップを有するブラウザーウインドウを開くためにクリックされうる固
有のＵＲＬでＳＭＳまたはイーメールメッセージを受信する。
【００３２】
　本発明の１つの実施の形態では、統合位置共有アプリケーションは、テキストメッセー
ジ、ＵＲＬリンク、および／または送信者のモバイル通信デバイス上に常駐するイーメー
ルプラットフォームとインターフェースする。統合位置共有アプリケーションはまた、こ
れに限定されないがジェスチャー入力、動き検出、第三者送信、無線周波数識別情報、ま
たは他のシナリオベース自動入力のような他のタイプの入力ともインターフェースしうる
。
【００３３】
　例として、統合位置共有アプリケーションは、テキストメセージを受信し、そのテキス
トメッセージを解析し、そして時間および／または位置に関連しうるキーワード、略語、
シンボルまたは他のテキストを判定するために前記解析されたテキストメッセージを分析
しうる。統合位置共有アプリケーションは、メッセージング会話の文脈を分析し、そして
テキストメッセージの解析および／または操作によって現在のメッセージング会話の解析
された文脈情報のインラインおよびリアルタイム表示を提供しうる。
【００３４】
　統合位置共有アプリケーションは、下記において詳細に説明される様々な解析、分析お
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よび表示技術を実行しうる。これらの技術は異なるシーケンスでおよび／または任意所望
の組み合わせで独立に実行されうることが理解される。さらに、統合位置共有アプリケー
ションは、テキストまたはイーメールメッセージのほかに他の通信モードを使用して、例
えばリアルタイムの電話会話またはボイスメールメッセージを解析し分析するための音声
認識ソフトウェアを使用して、解析、分析および表示技術を実行しうる。
【００３５】
　統合位置共有アプリケーションは、メッセージの文脈に基づいて動作を開始するために
テキスト解析を利用しうる。文脈分析から、統合位置共有アプリケーションは、送信者の
または受信者の位置についての情報が共有のために有用であるかどうかを決定できるであ
ろう。例えば、ある人は、「私は遅れて走っている」（I’m running late.”）と友人に
言うためにテキストメッセージを送信しうる。統合位置共有アプリケーションは、そのテ
キストメッセージを解析し、文脈が時間（すなわち、「遅れて」（”late”））および相
対位置（すなわち、「走っている」（”running”））を与えることを認識するであろう
。したがって、統合位置共有アプリケーションは、そのある人、友人または両人に彼らの
各位置を共有するように促すであろう。１つの実施の形態では、統合位置共有アプリケー
ションは、当事者が友人または気に入った人として互いに認定しているので、当事者のリ
アルタイム位置を自動的に共有しうる。他の実施例では、統合位置共有アプリケーション
は、当事者の一方または両方に彼らの位置情報を修正および／または更新するように促し
うる。例えば、当事者のひとりが「私は途中で店に寄る必要がある」（I’ll need to st
op at the shop on the way”）または「私は代わりに橋を取る」（"I’ll take the bri
dge instead.”）と言うかもしれない。追加的にまたは代替的に、統合位置共有アプリケ
ーションは、これらに限定されないが品物を買うこと、予約をすること、あるいはクーポ
ンを探すことのような非位置共有シナリオのために使用されうる。
【００３６】
　統合位置共有アプリケーションは、これらに限定されないがアドレス、施設名称、ラン
ドマーク名称、出発時間、交通渋滞、等のようなネイティブ言語の位置および／または時
間情報を検索するためにテキストメッセージを解析する。ネイティブ言語がテキストメッ
セージの文脈または他の通信モード内で解析され、分析され、そしてマップされる。
【００３７】
　図４は、メッセージを送信するおよび／または受信する統合メッセージングクライアン
ト４０２および位置情報を共有する統合マッピングクライアント４０４を含む、統合位置
共有アプリケーションのためのユーザーインターフェース４００を示す。図示された実施
の形態では、第１の人間が所有する第１のモバイル通信デバイス上の統合位置共有アプリ
ケーションが、「ねぇどこにいるの？」（Hey where are you?”）という第１のテキスト
メセージを送信する。第２の人間が所有する第２のモバイル通信デバイス上に統合位置共
有アプリケーションを有する第２の人間は、第１のテキストメッセージ４０６を受信し、
統合位置共有アプリケーションが第１のテキストメッセージ４０６を解析し、そしてそれ
を時間および／または位置情報について分析するであろう。この実施例では、「どこに」
（"where”）という用語は、第２の人間の位置情報を第１の人間と共有するオプションに
第２の人間が応答するためのプロンプト４０８を提供するであろう。プロンプト４０８は
、リンク（例えば、http://location.com/abc-123）として第１の人間に送信されうる。
第１の人間がそのリンクをアクティベートすると、第１のモバイル通信デバイスは、１つ
または複数の地理的識別子４１４（例えば、道路名称、ランドマーク名称、等）に関する
第２の人間の現在位置４１２を示すマップ４１０を視覚的に表示するであろう。
【００３８】
　さらに、統合位置共有アプリケーションは、それらの時点で既知の位置と相互参照され
うるメッセージングタイムスタンプ４１６を利用しうる。例として、そのメッセージング
タイムスタンプ４１６は、テキストメッセージ４０６がタイムスタンプ４１６と共に送信
された場合にはリアルタイムの地理的位置に従ってマップ４１０上に表示されうる。追加
の特徴として、マップ４１０の下部におけるタイムアジャスター（time adjuster）が、
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テキストメッセージ４０６タイムラインの特定の部分を選択するために使用されうる。例
として、タイムアジャスターは、図５のプログレスバー４１８内にテキスト「＋１５分」
として示されている。他の実施の形態では、動的コンテンツおよび／または文脈情報がデ
バイス上に表示されうる。この説明の目的のためには、動的コンテンツ、これに限定され
ないが、ユーザーの位置または状況のような放送しているか放送していないかでユーザー
について変化する情報のようなコンテンツでありうる。文脈情報は、これらに限定されな
いが、既存のテキスト会話を補強するために使用されうるレストラントの評価、ビデオ、
画像、等のような情報でありうる。動的コンテンツおよび／または文脈情報は、テキスト
メッセージ４０６内に表示され、リアルタイムでアクセスされかつ表示されうる。メッセ
ージングビューとマップビューとの間で切り替えるために、統合位置共有アプリケーショ
ンのユーザーは、コンピューティングデバイスのディスプレイスクリーンまたはそのデバ
イスに関連した他の入力機構上で左方／右方にまたは上方／下方にスワイプしうる。
【００３９】
　図示された実施の形態によれば、２またはそれより多い当事者間の位置共有を促すため
に、メセージング会話の文脈および／またはコンテンツが解析されうる。これらの入来メ
ッセージのコンテンツは受信クライアントに応じて修正されうる。その修正は元のメッセ
ージまたは元のメッセージに対する若干の修正を含んでいてもいなくてもよい。メセージ
ング会話の文脈内で、作用する他のアプリケーションに対して指令がなされうる。例えば
、メッセージング会話の文脈内で、ある人が１または複数のイーメールまたは電話コンタ
クトに「位置を送れ」（"Send Location”）を送信し、３０分の活性化時間を選択する場
合には、３０分の間または送信者が意図的に位置共有を終了するまで、送信者の位置が受
信者によって見られうる。追加的にまたは代替的に、メッセージング会話のベーシックテ
キストは、送信者の位置の精度に応じて調節されうる。１つの実施の形態では、逆ジオコ
ーディングされた情報（reverse geo-coded information）を伴うメセージ会話は、逆ジ
オコーディングされている送信者の位置の精度に基づいて調節されうる。例えば、「あた
りの」（”around”）という語は精度がある距離以上である場合に使用されうるが、「お
ける」（”at”）という語は精度がある距離以内である場合に使用されうる。
【００４０】
　図５は、位置共有イベントについて残っている時間のプログレスバー４１８を示す。さ
らに、オプションメニュー４２０は、プログレスバーから延長しうる。例として、オプシ
ョンメニュー４２０は、位置共有イベントの時間を延長するオプションを送信者に提供し
、選択された送り先に到達すると位置共有イベントが終了し、または現時点で単に終了し
うる。オプションメニュー４２０は、追加のオプション、異なるオプションまたはより少
ないオプションを含みうる。１つの実施の形態では、位置共有イベントの鮮度が会話ビュ
ー内に表示されうる。会話ビューは、図４に示されているように色処理またはアイコンの
形態をとりうる、鮮度を表示する視覚要素を含む人間および／または会話のリストを含み
うる。
【００４１】
　図５をさらに参照すると、位置インジケーターの１つの色の鮮度インジケーターが矢印
として示されている。他の実施の形態では、鮮度インジケーターは、カウントダウンタイ
マー、アニメアイコン、可聴サウンド（精度リング、ピングサウンド）またはある他の人
間の知覚可能信号の形態をとりうる。任意の実施の形態において、鮮度インジケーターは
見る人に送信者の位置の鮮度についての信号を提供するであろう。
【００４２】
　鮮度の表示は、ある時に位置共有イベントに現在関わっている当事者に送信者の最も新
しい位置の時刻と受信者が受信者の位置を送信者と現在共有しているかどうかを知らせる
。これらに限定されないが、送信者と受信者（またはその逆の）の間の相対距離、送信者
および／または受信者の向う方向（heading）、送信者および／または受信者の目的地へ
の予想到達時刻、現在の市、州または地域、および送信者および／または受信者の最後の
チェックイン場所のような付加情報も会話ビューに表示されうる。
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【００４３】
　図６は、送信者と受信者の間の位置共有イベントのマップ５００を示す。マップ５００
は、ダイナミックズームボタン５０２を有する対話型マップの形態をとりうる。図示され
た実施の形態では、マップ５００は、見る人がマップ５００上に示されるように選択しか
つマップ５００上で可視状態にある特徴を許容するようにズームレベルを適切なレベルに
自動的に調節しうる。そのマップ位置特徴のダイナミックな性質により、ズームレベルは
これらの変化に適応するように連続的に調節されうる。１つの実施の形態では、複数のボ
タンがマップ上に示され、これらのボタンは、どの特徴がマップ上に現れるべきかを選択
するためにトグル（toggled）されうる。したがって、マップは、選択された特徴をマッ
プ上に最適に表示するように自動的にサイズを変更しうる（すなわち、ズームレベルを調
節しうる）。
【００４４】
　図７は、本発明の１つの実施の形態による統合位置共有アプリケーションを用いて未来
イベントの通知を提供するための方法６００を示す。ステップ６０２において、少なくと
も１つのメセージが少なくとも２つのコンピューティングデバイスの間で通信される。ス
テップ６０４において、メッセージが２つのコンピューティングデバイスのうちの少なく
とも１つのユーザーについての未来時間コミットメント（future time commitment）の表
示を含むかどうかを決定するために、メッセージの文脈が分析される。ステップ６０６に
おいて、未来時間コミットメントの通知リマインダーが２つのコンピューティングデバイ
スのうちの少なくとも１つのユーザーに対して生成される。例として、メッセージの文脈
分析が、アラーム、カレンダー上の予定時間、またはコンピューティングデバイスのうち
の１つ上の他のタイプのメッセージの形態をとりうる通知リマインダーを開始する。受信
者が、「午後４時に希望の目的地で会おう」（"Meet at a desired destination at 4pm
”）と言うメッセージを受信して「了解」（”OK”）と応答すると、統合位置共有アップ
リケーションは、受信者が定刻に希望目的地に到着するように、テキストメッセージで受
信者に特定の時間に出発することを促す。統合位置共有アップリケーションは、テキスト
メッセージが受信者に送信されるタイミングを相関（correlate）するために受信者の現
在位置を斟酌する。受信者がその受信者の現在位置から離れると、統合位置共有アプリケ
ーションは、受信者が「いま出発している」（"leaving now”）というメッセージまたは
受信者が間もなく到着することを送信者に示す他のある語句を送信者に自動的に送信しう
る。
【００４５】
　図８は、本発明の１つの実施の形態による統合位置共有アプリケーションをそれぞれ使
用する少なくとも２つのコンピューティングデバイス間で経路を共有するための方法７０
０を示す。ステップ７０２において、第１のコンピューティングデバイスのディスプレイ
スクリーン上のマップが表示される。ステップ７０４において、第１の位置から第２の位
置への経路が、第１のコンピューティングデバイスのユーザーによってマップ上に表示さ
れた近似経路に基づいて生成される。その近似経路は、指、スタイラス、または第１のコ
ンピューティングデバイスのディスプレイスクリーンと対話しうるある種の他の器具によ
って表示されうる。ステップ７０６において、近似経路は、第２のコンピューティングデ
バイスに送信され、そこでその近似経路は第２のコンピューティングデバイスのユーザー
によって修正または改訂されうる。
【００４６】
　例えば、第１のユーザーは、第１のコンピューティングデバイス上に表示されたマップ
上の指で近似経路を生成する。この実施例では、近似経路は一般に不明確でありうるが、
マップ上の既知の地理的特徴に基づいてより明確な経路の形をとるように自動的に修正（
例えば、「スナップ」（"snapped”）されうる。近似経路またはスナップ経路（snapped 
route）は、ナビゲーションのためのガイドとしてまたは確認のために使用されるように
第２のコンピューティングデバイス（または複数の他のコンピューティングデバイス）に
送信されうる。
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【００４７】
　第２のコンピューティングデバイスによって受信されると、第２のコンピューティング
デバイスノユーザーは、この場合にも指、スタイラスまたは第２のコンピューティングデ
バイスのディスプレイスクリーンと対話しうるある他のデバイスを使用して、全経路の一
部を動かすかまたは全経路を動かすことによって経路を修正または改訂しうる。続いて、
修正されたマップは第１のコンピューティングデバイスまたは他のコンピューティングデ
バイスへと送信して戻されうる。
【００４８】
　他の実施の形態では、近似経路または修正マップは、１つまたは複数のコンピューティ
ングデバイスとリアルタイム表示で共有されうる。例えば、あるユーザーが近似マップま
たは修正マップを特定のランドマーク上にセンタリングすると、そのマップを見ている他
のユーザーは、特定のランドマーク上にセンタリングされた彼らのマップをも見るであろ
う。
【００４９】
　本発明の他の実施例では、ユーザーがソーシャルネットワーク上で友達を検索したり、
写真、チェックイン、等のような他の要素を追加することを可能にしうる。ソーシャルネ
ットワークまたは他のウェブソースから収集された周辺情報は、ユーザーに彼らの通信相
手についてのより多い情報を与えるためにマップ上に含まれうる。この情報は、これらに
限定されないが、ソーシャルネットワークチェックイン、ツイッター（TWITTER）（登録
商標）メッセージ、画像、ソーシャルネットワークポスト、等を含みうる。位置情報は、
表示されるためにユーザーに直接送信される必要はない。該当するジオコーディングされ
た情報が複数の情報源から取り出されると、それはユーザーに表示されうる。例えば、位
置メッセージがソーシャルネットワーキングサイトにポストされるがユーザーに直接送信
されない場合には、統合位置共有アプリケーションは、その位置情報を、それが該当する
ものであるので、依然として表示しうる。つまり、統合位置共有アプリケーションは、他
のデータベースから情報を収集して統合（および場合により推定）しうる。アクセスの許
可はデータソースによって変更しうる。
【００５０】
　例として、受信者は、受信者のアイコン上にテキストバブルで表示されうるYELP（登録
商標）レビューサイト、最近のFOURSQUARE（商標登録）位置チェックイン、および／また
は最近のTWITTER（登録商標）メッセージのような、ソーシャル評価サイト（social rati
ng site）上で送信者が評価した最後の場所をマップ上の送信者が見ているのを見ること
ができる。このアイデアは、第１のユーザーが第２のユーザーとの通信を見ている場合に
第２のユーザーについての全ての該当情報を見つけるために、第１のユーザーがアクセス
を契約した／アクセスを有するソーシャルネットワークおよび他のインターネット検索／
データベースを活用することである。さらに、ソーシャルネットワークの活用（leveragi
ng）は、ユーザー間の通信のコンテンツによって告知され、文脈的方法で行われうる。
【００５１】
　１つの実施の形態では、ソーシャルネットワークからのチャット参加者の位置が単一の
ボタンタッチによってリクエストされうる。
【００５２】
　統合位置共有アプリケーションはまた、１つまたは複数の非視覚的な対話方法および要
素を含みうる。例として、テキストコマンドは、メッセージング会話内にタイプされうる
。これらのコマンドは、会話の相手方には必ずしも送信されず、情報を示すために統合位
置共有アプリケーションによってインターセプト（intercepted）または解析されうる。
例えば、マップがメッセージ会話内に示される場合には、見ている人は、マップ上の交通
情報に「トラフィックを表示」（”show traffic”）をタイプしうる。このメッセージは
、会話の相手方に送信されないかもしれないが送信可能であり、むしろ統合位置共有アプ
リケーションによって解釈可能であり、情報が適宜表示される。
【００５３】



(15) JP 2015-505442 A 2015.2.19

10

20

30

40

50

　統合位置共有アプリケーションは、これらに限定されないが、目的地、更新速度、メッ
セージ、等のような予め定義された位置共有パラメーターと一緒に送信者によって送信さ
れる位置情報のリクエストを可能にする。そのリクエストの受信者は、位置共有イベント
を開始する前に共有パラメーターを変更しうる。
【００５４】
　他の実施の形態では、統合位置共有アプリケーションは、受信者が会話の相手方あるい
は送信者からリアルタイム位置更新および予定時間または到着通知を受信することを許容
しうる。受信者は、会話の相手方が所定の時間または距離だけ離れている場合、あるいは
所定の外部イベントが生じる場合、例えば送信者が店または他の場所から離れる場合に、
通知を求めるパラメーターを設定しうる。
【００５５】
[　さらに他の実施の形態では、リアルタイムの相対位置通知は、受信者が同じ目的地で
送信者に会う概略時刻を決定するために、送信者の現在位置および送信者の目的地、なら
びに潜在的に他の影響する情報（例えば、輸送モード、交通量）を斟酌しうる。例えば、
受信者が「３０分で目的地に到着する」（”I’ll be at a particular destination in 
thirty minutes”）というメッセージを送信者から受信し、送信者はその目的地から１０
分のところにいる場合には、受信者は、目的地で送信者に会うために２０分したら彼らの
現在地を離れるようにとのプロンプトを受信しうる。１つの実施の形態では、そのプロン
プトは、受信者のデバイス上のカレンダーイベント（calendared event）またはアラーム
通知の形態をとりうる。
【００５６】
　前記の実施の形態は、ユーザーが交通に対して３０分離れたアポイントメントを有する
場合には、アプリケーションが、スケジュールされたアポイントメントより３０分前に目
的地に向かって出発するための通知を与えるようなスマートな通知のアプリケーションを
提供する。追加的にまたは代替的に、前記実施の形態は、ユーザー間の通信時に、特定の
場所での特定の時刻における出会いを調整しうる文脈通知を提供しうる。
【００５７】
　さらに他の実施の形態では、統合位置共有アプリケーションは、現在の会話の文脈内に
位置情報があることを知らせることによって、最近の位置情報の相対的な適時性を示すマ
ップ上に表示されたマップボタンを含みうる。例として、そのマップボタンは速度、方向
、近接、等を示しうる。
【００５８】
　他の実施の形態では、表示されたマップは異なるユーザーを表す色、座標、等を含みう
る。例えば、異なる色位置インジケーターは、異なるユーザーの様々な位置を識別するた
めに使用されうる。さらに、色インジケーターは、これらに限定されないがジオコーディ
ングされた画像、示唆された目的地、関心のある点、等のようなそのユーザーによってポ
スティングまたは送信されたテキストメッセージまたは他の情報を示すために使用されう
る。
【００５９】
　さらに、表示されたマップは、位置がリクエストされる場合の警告を含みうる。例とし
て、位置リクエストは、受信者がそのリクエストを確認、拒否または修正するように要求
された場合に、受信者に押し付けられうる。さらに、送信者の対話なしにリクエストを自
動的に確認、拒否または修正するために受信者によってパラメーターが所定の場所に導入
されうる。
【００６０】
　他の実施の形態では、表示されたマップは、個々の位置が必ずしも表示されず、それに
代えてグループ位置の集合（aggregate）が表示されうるグループ会話のためのグループ
位置表示を提供しうる。その集合は、質量または面積中心ディスプレイ（a center of ma
ss or area display）の形態をとりうるものであり、ここにおいて、質量または面積の中
心はグループのすべての位置参加メンバー間の平均距離によって表されうる。その集合は
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【００６１】
　統合位置共有アプリケーションの他の実施の形態は、送信者の位置に応じてビューアー
（viewer）に表示される位置ベース広告を含みうる。このアプリケーションは、受信者に
彼らの位置に応じて送信されうるクーポンまたは商品券を含むことができ、そのクーポン
または商品券は、実際のまたは予測された経路または先行位置挙動に基づいてリアルタイ
ムで更新されうる。
【００６２】
　１つの実施の形態では、統合位置共有アプリケーションは、会話内のユーザーのグルー
プが彼らの現在の会話に該当する文脈視覚情報（contextual visual information）を表
示しうる共同意思決定を提供しうる。このアプリケーションは、１または複数のユーザー
に決定をするように促しうる。例として、学生のグループが今夜の夕食をどこでとりたい
かについてチャットしており、したがってアプリケーションは、時間と位置の文脈を認識
し、その領域内の場所についてのレビューを表示する。ユーザーは、彼らがどこで食事を
したいかについて投票するように要請される。
【００６３】
　さらに他の実施の形態では、統合位置共有アプリケーションはユーザー間に緊密な接触
（close contact）および／または形ばかりの接触（token contact）を提供しうる。緊密
な接触は、モバイルデバイス間の実際のまたは緊密な接触によって生成される位置共有関
係の形態をとりうる。位置情報の共有は、所定の時間で終了しうるか、または個々に解消
されうるか、あるいは外部イベントに応じて自動的にまたは手動で停止しうる。形ばかり
の接触は、二人のユーザーがいずれかの人間が他の人間またはグループと共有されうるト
ークン（token）を確立するためにモバイルデバイスをかるくタップする場合にありうる
。そのトークンは、タップされた他の人と位置情報を共有するための許可のような権利を
提供しうる。
【００６４】
　上記の様々な実施の形態は、他の実施の形態を提供するために組み合わせることができ
る。本明細書で参照された上記の米国特許、特許出願および公報のすべてが参照によりこ
こに組み込まれる。さらに前記種々の特許、出願および公報の考案、特徴および概念を使
用して他の実施の形態を提供するために、もし必要であれば、態様が修正されうる。
【００６５】
　これらのおよび他の変更は、上記の詳細な説明を考慮してなされうる。一般に、下記の
請求項では、使用されている用語は、本明細書および請求項に開示された特定の実施の形
態に本発明を限定するように解釈されるべきではなく、請求項に従って動作する媒体イメ
ージング、媒体切断および媒体処理のすべてのタイプを含むように解釈されるべきである
。したがって、本発明はこの開示によって限定されず、それの範囲はもっぱら下記の請求
項によって決定されるべきである。
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