
JP 6933757 B2 2021.9.8

10

20

(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　クライアントデバイスに記憶されたオブジェクトアップデートを動的に維持するクライ
アントデバイスであって、
　複数のオブジェクトについてのオブジェクトデータのローカルデータ記憶を維持する１
つ以上のメモリ記憶領域と、
　　前記複数のオブジェクトとのユーザインタラクションをモニタし、
　　前記複数のオブジェクトのうちの１つ以上の特定のオブジェクトとのユーザインタラ
クションにおける変化を示す１つ以上のトリガイベントを検出し、
　　前記１つ以上のトリガイベントに少なくとも部分的に基づいて、前記１つ以上の特定
のオブジェクトについてのサブスクリプション変更リクエストを生成し、前記サブスクリ
プション変更リクエストは、前記１つ以上の特定のオブジェクトに関連するサブスクリプ
ションを開始するためのサブスクライブリクエスト、又は前記１つ以上の特定のオブジェ
クトに関連するサブスクリプションを終了するアンサブスクライブリクエストのいずれか
を含み、
　　前記サブスクリプション変更リクエストをリモートコンピューティングプラットフォ
ームに送信することによって、前記１つ以上の特定のオブジェクトに関連する前記クライ
アントデバイスに送信されたオブジェクトデータの変更をリクエストする
ように集合的に構成される１つ以上のプロセッサと
を備えるクライアントデバイス。
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【請求項２】
　前記１つ以上のトリガイベントは、前記１つ以上の特定のオブジェクトをグラフィカル
ユーザインタフェースの見える部分及び隠れた部分の間で移動させることを含む
請求項１に記載のクライアントデバイス。
【請求項３】
　前記１つ以上のトリガイベントは、前記１つ以上の特定のオブジェクトをグラフィカル
ユーザインタフェースの見える部分の境界を横切って移動させることを含む
請求項１に記載のクライアントデバイス。
【請求項４】
　グラフィカルユーザインタフェースの隠れた部分から見える部分への前記１つ以上の特
定のオブジェクトの動きを検出すると同時に、前記サブスクリプション変更リクエストは
、前記１つ以上の特定のオブジェクトについての前記サブスクライブリクエストを含むこ
とによって、前記１つ以上の特定のオブジェクトに関連する前記サブスクリプションを開
始する
請求項１に記載のクライアントデバイス。
【請求項５】
　グラフィカルユーザインタフェースの見える部分から隠れた部分への前記１つ以上の特
定のオブジェクトの動きを検出すると同時に、前記サブスクリプション変更リクエストは
、前記１つ以上の特定のオブジェクトについての前記アンサブスクライブリクエストを含
むことによって、前記１つ以上の特定のオブジェクトに関連する前記サブスクリプション
を終了する
請求項１に記載のクライアントデバイス。
【請求項６】
　前記サブスクリプション変更リクエストは、前記サブスクリプション変更リクエストが
前記サブスクライブリクエスト又は前記アンサブスクライブリクエストであることを示す
タイプを含み、前記タイプは、前記１つ以上の特定のオブジェクトがグラフィカルユーザ
インタフェースの一部分の中で見えるかどうかに少なくとも部分的には基づいて決定され
る
請求項１に記載のクライアントデバイス。
【請求項７】
　前記サブスクリプション変更リクエストは、リクエスト識別子、メッセージルーティン
グ又はオブジェクトタイプに関連付けられたサブスクライブタイプ、又は前記１つ以上の
特定のオブジェクトに関連付けられた情報のうちの少なくとも１つを含む
請求項１に記載のクライアントデバイス。
【請求項８】
　前記サブスクリプション変更リクエストは、前記記憶されたオブジェクトデータのバー
ジョンを示すバージョン識別子を含む
請求項１に記載のクライアントデバイス。
【請求項９】
　１つ以上のプロセッサは、前記サブスクリプション変更リクエストを前記リモートコン
ピューティングプラットフォームに送信することに応答して、前記記憶されたオブジェク
トデータに対するアップデートを受信するよう集合的にさらに構成される
請求項１に記載のクライアントデバイス。
【請求項１０】
　前記１つ以上のトリガイベントは、前記クライアントデバイス及び前記リモートコンピ
ューティングプラットフォームの間の接続性に少なくとも部分的には基づいて検出される
請求項１に記載のクライアントデバイス。
【請求項１１】
　クライアントデバイスに関連付けられたデータ記憶において、１つ以上のオブジェクト
に関連付けられたオブジェクトデータを記憶すること、
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　前記１つ以上のオブジェクトとのユーザインタラクションをモニタすること、
　前記１つ以上のオブジェクトのうちの１つのオブジェクトとのユーザインタラクション
における変化を示す１つ以上のトリガイベントを検出すること、
　前記トリガイベントに少なくとも部分的に基づいて、前記オブジェクトについてのサブ
スクリプション変更リクエストを生成することであって、前記サブスクリプション変更リ
クエストは、前記オブジェクトに関連するサブスクリプションを開始するためのサブスク
ライブリクエスト、又は前記オブジェクトに関連するサブスクリプションを終了するアン
サブスクライブリクエストのいずれかを含む、サブスクリプション変更リクエストを生成
すること、及び
　前記サブスクリプション変更リクエストをリモートコンピューティングプラットフォー
ムに送信することによって、前記オブジェクトに関連する前記クライアントデバイスに送
信された新しいオブジェクトデータの変更をリクエストすること
を含むコンピュータで実現される方法。
【請求項１２】
　前記トリガイベントは、前記オブジェクトをグラフィカルユーザインタフェースの見え
る部分及び隠れた部分の間で移動させることを含む
請求項１１に記載のコンピュータで実現される方法。
【請求項１３】
　前記トリガイベントは、前記オブジェクトをグラフィカルユーザインタフェースの見え
る部分の境界を横切って移動させることを含む
請求項１１に記載のコンピュータで実現される方法。
【請求項１４】
　グラフィカルユーザインタフェースの隠れた部分から見える部分への前記オブジェクト
の動きを検出すると同時に、前記サブスクリプション変更リクエストは、前記オブジェク
トについての前記サブスクライブリクエストを含むことによって、前記オブジェクトに関
連する前記サブスクリプションを開始する
請求項１１に記載のコンピュータで実現される方法。
【請求項１５】
　グラフィカルユーザインタフェースの見える部分から隠れた部分への前記オブジェクト
の動きを検出すると同時に、前記サブスクリプション変更リクエストは、前記オブジェク
トについての前記アンサブスクライブリクエストを含むことによって、前記オブジェクト
に関連する前記サブスクリプションを終了する
請求項１１に記載のコンピュータで実現される方法。
【請求項１６】
　前記サブスクリプション変更リクエストは、前記サブスクリプション変更リクエストが
前記サブスクライブリクエスト又は前記アンサブスクライブリクエストであることを示す
タイプを含み、前記タイプは、前記オブジェクトがグラフィカルユーザインタフェースの
一部分の中で見えるかどうかに少なくとも部分的には基づいて決定される
請求項１１に記載のコンピュータで実現される方法。
【請求項１７】
　前記サブスクリプション変更リクエストは、リクエスト識別子、メッセージルーティン
グ又はオブジェクトタイプに関連付けられたサブスクライブタイプ、又は前記オブジェク
トに関連付けられた情報のうちの少なくとも１つを含む
請求項１１に記載のコンピュータで実現される方法。
【請求項１８】
　前記サブスクリプション変更リクエストは、前記記憶されたオブジェクトデータのバー
ジョンを示すバージョン識別子を含む
請求項１１に記載のコンピュータで実現される方法。
【請求項１９】
　前記サブスクリプション変更リクエストを前記リモートコンピューティングプラットフ
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ォームに送信することに応答して、前記記憶されたオブジェクトデータに対するアップデ
ートを受信することをさらに含む
請求項１１に記載のコンピュータで実現される方法。
【請求項２０】
　１つ以上の非一時的なコンピュータ読み取り可能な媒体であって、前記媒体は、クライ
アントデバイスの１つ以上のプロセッサによって実行される時、
　クライアントデバイスに関連付けられたデータ記憶において、１つ以上のオブジェクト
に関連付けられたオブジェクトデータを記憶すること、
　前記１つ以上のオブジェクトとのユーザインタラクションをモニタすること、
　前記１つ以上のオブジェクトのうちの１つのオブジェクトとのユーザインタラクション
における変化を示すトリガイベントを検出すること、
　前記トリガイベントに少なくとも部分的に基づいて、前記オブジェクトについてのサブ
スクリプション変更リクエストを生成することであって、前記サブスクリプション変更リ
クエストは、前記オブジェクトに関連するサブスクリプションを開始するためのサブスク
ライブリクエスト、又は前記オブジェクトに関連するサブスクリプションを終了するアン
サブスクライブリクエストのいずれかを含む、サブスクリプション変更リクエストを生成
すること、及び
　前記サブスクリプション変更リクエストをリモートコンピューティングプラットフォー
ムに送信することによって、前記オブジェクトに関連する前記クライアントデバイスに送
信された新しいオブジェクトデータの変更をリクエストすること
を含む操作を前記クライアントデバイスに実行させる命令を記憶する、１つ以上の非一時
的なコンピュータ読み取り可能な媒体。
【請求項２１】
　前記トリガイベントは、前記オブジェクトをグラフィカルユーザインタフェースの見え
る部分及び隠れた部分の間で移動させることを含む
請求項２０に記載の１つ以上の非一時的なコンピュータ読み取り可能な媒体。
【請求項２２】
　前記トリガイベントは、前記オブジェクトをグラフィカルユーザインタフェースの見え
る部分の境界を横切って移動させることを含む
請求項２０に記載の１つ以上の非一時的なコンピュータ読み取り可能な媒体。
【請求項２３】
　グラフィカルユーザインタフェースの隠れた部分から見える部分への前記オブジェクト
の動きを検出すると同時に、前記サブスクリプション変更リクエストは、前記オブジェク
トについての前記サブスクライブリクエストを含むことによって、前記オブジェクトに関
連する前記サブスクリプションを開始する
請求項２０に記載の１つ以上の非一時的なコンピュータ読み取り可能な媒体。
【請求項２４】
　グラフィカルユーザインタフェースの見える部分から隠れた部分への前記オブジェクト
の動きを検出すると同時に、前記サブスクリプション変更リクエストは、前記オブジェク
トについての前記アンサブスクライブリクエストを含むことによって、前記オブジェクト
に関連する前記サブスクリプションを終了する
請求項２０に記載の１つ以上の非一時的なコンピュータ読み取り可能な媒体。
【請求項２５】
　前記サブスクリプション変更リクエストは、前記サブスクリプション変更リクエストが
前記サブスクライブリクエスト又は前記アンサブスクライブリクエストであることを示す
タイプを含み、前記タイプは、前記オブジェクトがグラフィカルユーザインタフェースの
一部分の中で見えるかどうかに少なくとも部分的には基づいて決定される
請求項２０に記載の１つ以上の非一時的なコンピュータ読み取り可能な媒体。
【請求項２６】
　前記サブスクリプション変更リクエストは、リクエスト識別子、メッセージルーティン
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グ又はオブジェクトタイプに関連付けられたサブスクライブタイプ、又は前記オブジェク
トに関連付けられた情報のうちの少なくとも１つを含む
請求項２０に記載の１つ以上の非一時的なコンピュータ読み取り可能な媒体。
【請求項２７】
　前記サブスクリプション変更リクエストは、前記記憶されたオブジェクトデータのバー
ジョンを示すバージョン識別子を含む
請求項２０に記載の１つ以上の非一時的なコンピュータ読み取り可能な媒体。
【請求項２８】
　前記操作は、前記サブスクリプション変更リクエストを前記リモートコンピューティン
グプラットフォームに送信することに応答して、前記記憶されたオブジェクトデータに対
するアップデートを受信することをさらに含む
請求項２０に記載の１つ以上の非一時的なコンピュータ読み取り可能な媒体。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　関連出願の相互参照
　この特許出願は、２０１８年９月１０日に出願された米国仮出願番号62/729,180の優先
権を主張する、２０１８年１０月３１日に出願された米国出願番号16/176,851の継続出願
であり、これらの両方は、ここでその全体を参照によって援用される。
【背景技術】
【０００２】
　公開されたアップデートを複数のクライアントデバイスに少なくとも部分的には集中メ
ッセージングシステムを介して配信するシステムが提供されてきた。
【０００３】
　適用された努力、独創性、及び革新を通して、そのようなシステムの多くの欠点は、本
発明の実施形態による解決策を開発することによって解決されてきており、その多くの例
がここで詳細に記載される。
【発明の概要】
【課題を解決するための手段】
【０００４】
　クライアントデバイスについてコンテンツ送信を管理するよう構成された動的トピック
サブスクリプションを保持することは、メッセージ配信システム（例えばグループベース
通信プラットフォームのような）から個々のクライアントデバイスへネットワークを通し
て送信されるデータ量を大幅に減らし得る。所望のユーザ機能及び特定のクライアントデ
バイスのユーザに対して関心があるトピックス（例えばオブジェクト）のリアルタイムア
ップデートを維持するために、サブスクリプションは、クライアントデバイスのインタフ
ェースとのユーザ相互作用に基づいて動的に調節され得る。例えば、クライアントデバイ
スは、クライアントデバイスのインタフェース内で現在、可視であるオブジェクトに関す
るオブジェクトアップデートについてのサブスクリプションをリクエストするよう構成さ
れ得る。
【０００５】
　さまざまな実施形態は、オブジェクトアップデートをクライアントデバイスに提供する
動的サブスクリプション管理システムに関する。ある実施形態では、動的サブスクリプシ
ョン管理システムは、複数のオブジェクトについての最新のオブジェクトデータを保持す
る１つ以上のメモリ記憶領域と、１つ以上のプロセッサであって、サブスクリプション変
更リクエストを１つ以上のクライアントデバイスのうちのそれぞれから受け取り、前記サ
ブスクリプション変更リクエストは、前記１つ以上のクライアントデバイスのうちの対応
する１つのグラフィカルユーザインタフェースの視野の境界を横切って動かされるオブジ
ェクトを特定するデータをそれぞれ備え、前記１つ以上のクライアントデバイスのうちの
それぞれから受け取られたサブスクリプション変更リクエストに少なくとも一部は基づい
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て、前記１つ以上のクライアントデバイスのうちのそれぞれについてのサブスクリプショ
ンデータを動的に保持し、前記サブスクリプションデータは、１つ以上のクライアントデ
バイスのうちのそれぞれの前記グラフィカルユーザインタフェースの視野の中の前記複数
のオブジェクトのうちの可視オブジェクトを特定し、前記１つ以上のクライアントデバイ
スのうちの特定のクライアントデバイスが、前記特定のクライアントデバイスについての
サブスクリプションデータに反映されるそれぞれの可視オブジェクトに対応する最新のオ
ブジェクトデータを備えるかを判断し、前記特定のクライアントデバイスが、前記特定の
クライアントデバイスについてのサブスクリプションデータに反映される１つ以上の可視
オブジェクトに対応する最新のオブジェクトデータを備えないと判断するとき、前記サブ
スクリプションデータに反映される前記可視オブジェクトのアップデートを前記特定のク
ライアントデバイスに通信接続を介してリアルタイムで送信するように全体として構成さ
れる１つ以上のプロセッサとを備える。
【０００６】
　ある実施形態では、前記動的サブスクリプション管理システムは、前記特定のクライア
ントデバイスとウェブソケット接続を介して通信する。さらに、前記特定のクライアント
デバイスから受け取られた前記サブスクリプション変更リクエストは、前記特定のクライ
アントデバイスにおいて記憶されるオブジェクトに対応するバージョン識別子を備え、前
記特定のクライアントデバイスが、前記特定のクライアントデバイスについてのサブスク
リプションデータに反映されるそれぞれの可視オブジェクトに対応する最新のオブジェク
トデータを備えるかを判断することは、１つ以上のオブジェクトについての前記サブスク
リプション変更リクエストに反映される前記バージョン識別子が、前記１つ以上のメモリ
記憶領域に記憶される最新のオブジェクトデータのバージョン識別子と対応するかを判断
することを含む。さまざまな実施形態では、前記特定のクライアントデバイスについての
サブスクリプションデータを動的に保持することは、サブスクライブリクエストとして実
現されたサブスクリプション変更リクエストを前記特定のクライアントデバイスから受け
取ることであって、前記サブスクライブリクエストは、前記複数のオブジェクトのうち１
つ以上の新しいオブジェクトを特定することによって前記サブスクリプションデータに追
加する、サブスクリプション変更リクエストを受け取ることと、前記特定のクライアント
デバイスについての前記サブスクリプションデータをアップデートすることによって前記
１つ以上の新しいオブジェクトを含むこととを含む。さまざまな実施形態では、前記複数
のオブジェクトのそれぞれは、対応するオブジェクト識別子を有し、前記特定のクライア
ントデバイスについての前記サブスクリプションデータをアップデートすることは、前記
１つ以上の新しいオブジェクトのそれぞれに対応するオブジェクト識別子を、前記特定の
クライアントデバイスについての前記サブスクリプションデータに結合することを含む。
【０００７】
　ある実施形態では、前記特定のクライアントデバイスについてのサブスクリプションデ
ータを動的に保持することは、アンサブスクライブリクエストとして実現されたサブスク
リプション変更リクエストを前記特定のクライアントデバイスから受け取ることであって
、前記アンサブスクライブリクエストは、前記複数のオブジェクトのうち１つ以上の特定
のオブジェクトを特定することによって前記サブスクリプションデータから削除する、サ
ブスクリプション変更リクエストを受け取ることと、前記特定のクライアントデバイスに
ついての前記サブスクリプションデータをアップデートすることによって前記１つ以上の
特定のオブジェクトを削除することとを含む。さらに、前記複数のオブジェクトのそれぞ
れは、対応するオブジェクト識別子を有し、前記特定のクライアントデバイスについての
前記サブスクリプションデータをアップデートすることは、前記１つ以上の特定のオブジ
ェクトのそれぞれに対応するオブジェクト識別子を、前記特定のクライアントデバイスに
ついての前記サブスクリプションデータから削除することを含む。さまざまな実施形態で
は、前記特定のクライアントデバイスについてのサブスクリプションデータを動的に保持
することは、サブスクライブリクエストとして実現されたサブスクリプション変更リクエ
ストを前記特定のクライアントデバイスから受け取ることであって、前記サブスクライブ
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リクエストは、前記複数のオブジェクトのうち１つ以上の新しいオブジェクトを特定する
ことによって前記サブスクリプションデータに追加する、サブスクリプション変更リクエ
ストを受け取ることをさらに含み、前記特定のクライアントデバイスについての前記サブ
スクリプションデータをアップデートすることは、１つ以上の特定のオブジェクトのそれ
ぞれに対応するオブジェクト識別子を、前記クライアントデバイスについての前記サブス
クリプションデータから削除した後に、前記１つ以上の新しいオブジェクトのそれぞれに
対応するオブジェクト識別子を、前記特定のクライアントデバイスについて前記サブスク
リプションデータに結合することをさらに含む。前記サブスクリプションデータは、前記
サブスクリプションデータ内に反映されたオブジェクトの最大個数を規定し得る。
【０００８】
　ある実施形態は、クライアントデバイスにオブジェクトアップデートを提供する方法に
関する。この方法は、サブスクリプション変更リクエストを１つ以上のクライアントデバ
イスのうちのそれぞれから受け取り、前記１つ以上のクライアントデバイスのうちのそれ
ぞれから受け取られたサブスクリプション変更リクエストに少なくとも一部は基づいて、
前記１つ以上のクライアントデバイスのうちのそれぞれについてのサブスクリプションデ
ータを動的に保持し、前記サブスクリプションデータは、１つ以上のクライアントデバイ
スのうちのそれぞれについての複数のオブジェクトのうちのサブスクライブされたオブジ
ェクトを特定し、前記１つ以上のクライアントデバイスのうちの特定のクライアントデバ
イスが、前記特定のクライアントデバイスについてのサブスクリプションデータに反映さ
れるそれぞれのサブスクライブされたオブジェクトに対応する最新のオブジェクトデータ
を備えるかを判断し、前記特定のクライアントデバイスが、前記特定のクライアントデバ
イスについてのサブスクリプションデータに反映される１つ以上のサブスクライブされた
オブジェクトに対応する最新のオブジェクトデータを備えないと判断するとき、前記サブ
スクリプションデータに反映される前記サブスクライブされたオブジェクトのアップデー
トを前記特定のクライアントデバイスに通信接続を介してリアルタイムで送信することを
含む。
【０００９】
　ある実施形態では、前記特定のクライアントデバイスから受け取られた前記サブスクリ
プション変更リクエストは、前記特定のクライアントデバイスにおいて記憶されるオブジ
ェクトに対応するバージョン識別子を備え、前記特定のクライアントデバイスが、前記特
定のクライアントデバイスについてのサブスクリプションデータに反映されるそれぞれの
サブスクライブされたオブジェクトに対応する最新のオブジェクトデータを備えるかを判
断することは、１つ以上のオブジェクトについての前記サブスクリプション変更リクエス
トに反映される前記バージョン識別子が、前記１つ以上のメモリ記憶領域に記憶される最
新のオブジェクトデータのバージョン識別子と対応するかを判断することを含む。さらに
、前記特定のクライアントデバイスについてのサブスクリプションデータを動的に保持す
ることは、サブスクライブリクエストとして実現されたサブスクリプション変更リクエス
トを前記特定のクライアントデバイスから受け取ることであって、前記サブスクライブリ
クエストは、前記複数のオブジェクトのうち１つ以上の新しいオブジェクトを特定するこ
とによって前記サブスクリプションデータに追加する、サブスクリプション変更リクエス
トを受け取ることと、前記特定のクライアントデバイスについての前記サブスクリプショ
ンデータをアップデートすることによって前記１つ以上の新しいオブジェクトを含むこと
とを含む。ある実施形態では、前記複数のオブジェクトのそれぞれは、対応するオブジェ
クト識別子を有し、前記特定のクライアントデバイスについての前記サブスクリプション
データをアップデートすることは、前記１つ以上の新しいオブジェクトのそれぞれに対応
するオブジェクト識別子を、前記特定のクライアントデバイスについての前記サブスクリ
プションデータに結合することを含む。
【００１０】
　さまざまな実施形態において、前記特定のクライアントデバイスについてのサブスクリ
プションデータを動的に保持することは、アンサブスクライブリクエストとして実現され



(8) JP 6933757 B2 2021.9.8

10

20

30

40

50

たサブスクリプション変更リクエストを前記特定のクライアントデバイスから受け取るこ
とであって、前記アンサブスクライブリクエストは、前記複数のオブジェクトのうち１つ
以上の特定のオブジェクトを特定することによって前記サブスクリプションデータから削
除する、サブスクリプション変更リクエストを受け取ることと、前記特定のクライアント
デバイスについての前記サブスクリプションデータをアップデートすることによって前記
１つ以上の特定のオブジェクトを削除することとを含む。ある実施形態では、前記複数の
オブジェクトのそれぞれは、対応するオブジェクト識別子を有し、前記特定のクライアン
トデバイスについての前記サブスクリプションデータをアップデートすることは、前記１
つ以上の特定のオブジェクトのそれぞれに対応するオブジェクト識別子を、前記特定のク
ライアントデバイスについての前記サブスクリプションデータから削除することを含む。
さまざまな実施形態において、前記特定のクライアントデバイスについてのサブスクリプ
ションデータを動的に保持することは、サブスクライブリクエストとして実現されたサブ
スクリプション変更リクエストを前記特定のクライアントデバイスから受け取ることであ
って、前記サブスクライブリクエストは、前記複数のオブジェクトのうち１つ以上の新し
いオブジェクトを特定することによって前記サブスクリプションデータに追加する、サブ
スクリプション変更リクエストを受け取ることをさらに含み、前記特定のクライアントデ
バイスについての前記サブスクリプションデータをアップデートすることは、１つ以上の
特定のオブジェクトのそれぞれに対応するオブジェクト識別子を、前記クライアントデバ
イスについての前記サブスクリプションデータから削除した後に、前記１つ以上の新しい
オブジェクトのそれぞれに対応するオブジェクト識別子を、前記特定のクライアントデバ
イスについて前記サブスクリプションデータに結合することをさらに含む。
【００１１】
　ある実施形態は、クライアントデバイスへのオブジェクトアップデートデータストリー
ムを保持するコンピュータプログラム製品に関し、前記コンピュータプログラム製品は、
その中に記憶されたコンピュータ読み取り可能なプログラムコード部分を有する、少なく
とも１つの非一時的コンピュータ読み取り可能な記憶媒体を備え、前記コンピュータ読み
取り可能なプログラムコード部分は、サブスクリプション変更リクエストを１つ以上のク
ライアントデバイスのうちのそれぞれから受け取り、前記１つ以上のクライアントデバイ
スのうちのそれぞれから受け取られたサブスクリプション変更リクエストに少なくとも一
部は基づいて、前記１つ以上のクライアントデバイスのうちのそれぞれについてのオブジ
ェクトサブスクリプションデータを動的に保持し、前記サブスクリプションデータは、１
つ以上のクライアントデバイスのうちのそれぞれについての複数のオブジェクトのうちの
サブスクライブされたオブジェクトを特定し、前記１つ以上のクライアントデバイスのう
ちの特定のクライアントデバイスが、前記特定のクライアントデバイスについてのサブス
クリプションデータに反映されるそれぞれのサブスクライブされたオブジェクトに対応す
る最新のオブジェクトデータを備えるかを判断し、前記特定のクライアントデバイスが、
前記特定のクライアントデバイスについてのサブスクリプションデータに反映される１つ
以上のサブスクライブされたオブジェクトに対応する最新のオブジェクトデータを備えな
いと判断するとき、前記サブスクリプションデータに反映される前記サブスクライブされ
たオブジェクトのアップデートを前記特定のクライアントデバイスに通信接続を介してリ
アルタイムで送信するよう構成された実行可能な部分を備える。
【００１２】
　さまざまな実施形態において、前記特定のクライアントデバイスから受け取られた前記
サブスクリプション変更リクエストは、前記特定のクライアントデバイスにおいて記憶さ
れるオブジェクトのローカルコピーに対応するバージョン識別子を備え、前記特定のクラ
イアントデバイスが、前記特定のクライアントデバイスについてのサブスクリプションデ
ータに反映されるそれぞれのサブスクライブされたオブジェクトに対応する最新のオブジ
ェクトデータを備えるかを判断することは、１つ以上のオブジェクトについての前記サブ
スクリプション変更リクエストに反映される前記バージョン識別子が、前記１つ以上のメ
モリ記憶領域に記憶される最新のオブジェクトデータのバージョン識別子と対応するかを
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判断することを含む。さらに、前記特定のクライアントデバイスについてのサブスクリプ
ションデータを動的に保持することは、サブスクライブリクエストとして実現されたサブ
スクリプション変更リクエストを前記特定のクライアントデバイスから受け取ることであ
って、前記サブスクライブリクエストは、前記複数のオブジェクトのうち１つ以上の新し
いオブジェクトを特定することによって前記サブスクリプションデータに追加する、サブ
スクリプション変更リクエストを受け取ることと、前記特定のクライアントデバイスにつ
いての前記サブスクリプションデータをアップデートすることによって前記１つ以上の新
しいオブジェクトを含むこととを含む。ある実施形態では、前記複数のオブジェクトのそ
れぞれは、対応するオブジェクト識別子を有し、前記特定のクライアントデバイスについ
ての前記サブスクリプションデータをアップデートすることは、前記１つ以上の新しいオ
ブジェクトのそれぞれに対応するオブジェクト識別子を、前記特定のクライアントデバイ
スについての前記サブスクリプションデータに結合することを含む。さらに、前記特定の
クライアントデバイスについてのサブスクリプションデータを動的に保持することは、ア
ンサブスクライブリクエストとして実現されたサブスクリプション変更リクエストを前記
特定のクライアントデバイスから受け取ることであって、前記アンサブスクライブリクエ
ストは、前記複数のオブジェクトのうち１つ以上の特定のオブジェクトを特定することに
よって前記サブスクリプションデータから削除する、サブスクリプション変更リクエスト
を受け取ることと、前記特定のクライアントデバイスについての前記サブスクリプション
データをアップデートすることによって前記１つ以上の特定のオブジェクトを削除するこ
ととを含む。さまざまな実施形態においては、前記複数のオブジェクトのそれぞれは、対
応するオブジェクト識別子を有し、前記特定のクライアントデバイスについての前記サブ
スクリプションデータをアップデートすることは、前記１つ以上の特定のオブジェクトの
それぞれに対応するオブジェクト識別子を、前記特定のクライアントデバイスについての
前記サブスクリプションデータから削除することを含む。さらに、前記特定のクライアン
トデバイスについてのサブスクリプションデータを動的に保持することは、サブスクライ
ブリクエストとして実現されたサブスクリプション変更リクエストを前記特定のクライア
ントデバイスから受け取ることであって、前記サブスクライブリクエストは、前記複数の
オブジェクトのうち１つ以上の新しいオブジェクトを特定することによって前記サブスク
リプションデータに追加する、サブスクリプション変更リクエストを受け取ることをさら
に含み、前記特定のクライアントデバイスについての前記サブスクリプションデータをア
ップデートすることは、１つ以上の特定のオブジェクトのそれぞれに対応するオブジェク
ト識別子を、前記クライアントデバイスについての前記サブスクリプションデータから削
除した後に、前記１つ以上の新しいオブジェクトのそれぞれに対応するオブジェクト識別
子を、前記特定のクライアントデバイスについて前記サブスクリプションデータに結合す
ることをさらに含む。
【００１３】
　さまざまな実施形態は、クライアントデバイス上に記憶されたオブジェクトアップデー
トを動的に保持するためのクライアントデバイスに関し、クライアントデバイスは、複数
のオブジェクトについてのオブジェクトデータのローカルデータストアを保持する１つ以
上のメモリ記憶領域、複数のオブジェクトとのユーザ相互作用をモニタし、複数のオブジ
ェクトのうちの１つ以上の特定のオブジェクトとのユーザ相互作用における変化を示す１
つ以上のトリガイベントを検出し、検出された１つ以上のトリガイベントに少なくとも一
部は基づいて、１つ以上の特定のオブジェクトについてサブスクリプション変更リクエス
トを生成し、サブスクリプション変更リクエストをリモート計算プラットフォームに送信
することによって、１つ以上の特定のオブジェクトに関連するクライアントデバイスに送
信されるオブジェクトデータの変更をリクエストするよう、全体として構成される１つ以
上のプロセッサを備える。
【００１４】
　ある実施形態においては、１つ以上のトリガイベントは、１つ以上のオブジェクトを、
グラフィカルユーザインタフェースの可視部分及び隠された部分の間で移動させることを
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含む。さまざまな実施形態では、１つ以上のトリガイベントは、１つ以上のオブジェクト
をグラフィカルユーザインタフェースの可視部分の境界を越えて移動させることを含む。
さらに、グラフィカルユーザインタフェースの隠された部分から可視部分へ１つ以上のオ
ブジェクトの動きを検出すると、サブスクリプション変更リクエストを生成することは、
１つ以上のオブジェクトについてのサブスクライブリクエストを生成することによって、
１つ以上のオブジェクトに関するサブスクリプションを開始することを含み得る。さらに
、グラフィカルユーザインタフェースの可視部分から隠された部分への１つ以上のオブジ
ェクトの動きを検出すると、サブスクリプション変更リクエストを生成することは、１つ
以上のオブジェクトについてのアンサブスクライブリクエストを生成することによって１
つ以上のオブジェクトに関するサブスクリプションを終了させることを含み得る。
【図面の簡単な説明】
【００１５】
　添付図面にこれから参照がなされるが、これらは必ずしも一律の縮尺で描かれてはいな
い。
【図１】ある実施形態によるクライアントデバイスと通信するグループベース通信プラッ
トフォームの概略図である。
【図２】ある実施形態によるメッセージ配信サーバの概略図である。
【図３】ある実施形態によるインタフェース計算エンティティの概略図である。
【図４】ある実施形態によるグループベース通信インタフェースのディスプレイウィンド
ウ間のデータ送信相互作用の概略図である。
【図５】さまざまな実施形態によるさまざまな計算エンティティの機能を示すフロー図で
ある。
【図６】さまざまな実施形態によるさまざまな計算エンティティの機能を示すフロー図で
ある。
【発明を実施するための形態】
【００１６】
　本開示は、添付の図面を参照してさまざまな実施形態をより完全に記載する。ここには
いくつかの実施形態が示され記載されてはいるが、全ての実施形態が示され記載されてい
るわけではないことを理解されたい。実際、実施形態は、多くの異なる形態を取り得て、
したがってこの開示は、ここで述べられた実施形態に限定されるものとして解釈されるべ
きではない。むしろこれら実施形態は、この開示が適用され得る法的要件を充足するよう
に提供される。全体を通して同様の番号は、同様の要素を表す。
【００１７】
　概観
　グループベースの通信プラットフォームの個々のユーザによってモニタされるオブジェ
クト（例えばユーザ、ファイル、トピック、及び／又はその他）の個数が増すと、それら
ユーザによって用いられるクライアントデバイスに課せられる処理の負担も増し、ユーザ
のクライアントデバイスがモニタされているオブジェクトに関する全てのアップデートを
受け取ることを確実にするために、ユーザのクライアントデバイス及びグループベースの
通信プラットフォームの間のネットワークトラフィックも増す。これらの技術的問題は、
実時間メッセージングの文脈で特に深刻であり、そこではこれらオブジェクトベースのア
ップデートは、アップデートが発生するたびにクライアントデバイスに配信される。単一
のユーザ（及び関連付けられたクライアントデバイス）が多数のオブジェクトをモニタす
る、もっとも極端な場合において、オブジェクトアップデートは、クライアントデバイス
にほとんど常時、送信され得る。
【００１８】
　多くの場合、ユーザがフォローすることにほとんど関心がないオブジェクトに関するア
ップデート、及び／又はユーザが現在、レビューしていないオブジェクト（例えばユーザ
インタフェースの隠れた部分又はそうでなければ非表示の部分に表されているオブジェク
ト）に対するアップデートは、長時間にわたってユーザには完全に気付かれないままであ



(11) JP 6933757 B2 2021.9.8

10

20

30

40

50

り得る。現実的には、個々のユーザは、多数のオブジェクトアップデートを同時には精神
的に把握できず、したがって、いくつかのオブジェクトアップデートは、優先順位が他の
オブジェクトアップデートよりもより低いレベルに降格され得る。
【００１９】
　さまざまな実施形態は、動的サブスクリプションベースのモデルを利用することによっ
て、与えられた時刻においてユーザにリレーされるオブジェクトアップデートの個数を減
らす。ユーザが現在、サブスクライブされているオブジェクトに関するアップデートだけ
がクライアントデバイスに送信され、それによってグループベースの通信プラットフォー
ム及びクライアントデバイスの間に流れるネットワークトラフィックの量を減らす。これ
らサブスクリプションは、クライアントデバイスとのユーザインタラクション（user int
eractions）に基づき得て、したがってクライアントデバイスは、さまざまなオブジェク
トに関するサブスクライブリクエスト及びアンサブスクライブリクエストのような、サブ
スクリプション変更リクエスト（subscription modification requests）を、クライアン
トデバイスにおける１つ以上のトリガイベントの発生に基づいて生成するよう構成され得
る。それらトリガイベントは、ユーザインタラクションベースであり得て、特定のオブジ
ェクトに対するユーザの関心レベルについてのプロキシと考えられ得る。例えばクライア
ントデバイス上で、オブジェクトをユーザインタフェースの可視の視野の境界を越えて移
動すること（例えばオブジェクトが見えるようになるまでスクロールすること）によって
、例えば、特定のオブジェクトをユーザインタフェースの可視の視野内に移動することは
、オブジェクトについてのサブスクライブリクエストを生成及び送信するためにクライア
ントデバイスによって利用されるトリガイベントであると考えられ得て、例えばオブジェ
クトをユーザインタフェースの可視視野の境界を越えて移動させること（例えばオブジェ
クトがもはや可視ではないまでスクロールすること）によって、オブジェクトをユーザイ
ンタフェースの可視視野の外に移動する結果は、オブジェクトについてのアンサブスクラ
イブリクエストを生成及び送信するためにクライアントデバイスによって利用されるトリ
ガイベントであると考えられ得る。適切な状況の下ではバックグラウンドオブジェクト（
例えば可視視野に現在存在しないオブジェクト）についてのアップデートがクライアント
デバイスに送信され得るようにするためには、他のトリガイベントも同様に利用され得る
。それらサブスクライブ／アンサブスクライブのリクエストは、正確でかつ最新のオブジ
ェクトサブスクリプションがグループベースのコミュニケーションプラットフォームにお
いて維持されることを確実にするために、クライアントデバイスによってリアルタイムで
生成及び送信され得る。結果として、特定のユーザにとって関心があると現在みなされて
いるオブジェクトに関するオブジェクトアップデートだけが、任意の与えられた時刻にお
いてユーザのクライアントデバイスに送信される。
【００２０】
　個別のクライアントデバイスについてのオブジェクトサブスクリプションを示すサブス
クリプションデータは、グループベースのコミュニケーションプラットフォームにおいて
（例えば１つ以上のメッセージ配信サーバ（message distribution servers）にアクセス
可能なメモリ記憶領域において）記憶され得て、クライアントデバイスから受け取られた
サブスクリプション変更リクエストに基づいてリアルタイムでアップデートされ得る。こ
の記憶されたサブスクリプションデータは、クライアントデバイスに送信されるべきオブ
ジェクトアップデートをフィルタリングし、サブスクライブされたオブジェクトに関連す
るアップデートだけがクライアントデバイスに送信されるようにするためにメッセージ配
信サーバによって使用され得る。より詳細にここで説明されるように、オブジェクトアッ
プデートは、グループベースの通信プラットフォームに位置するインタフェース計算エン
ティティを通して送信され得る。
【００２１】
　定義
　ここで用いられるように、「データ」、「コンテンツ」、「情報」という語、及び同様
の語は、本発明の実施形態によって送信され、受信され、及び／又は記憶されることが可



(12) JP 6933757 B2 2021.9.8

10

20

30

40

50

能なデータを表すために交換可能に用いられ得る。よって、このような語の使用は、本発
明の実施形態の精神及び範囲を限定するようには解釈されるべきではない。さらに、計算
デバイスが他の計算デバイスからデータを受け取るとここで記載される場合においては、
データは、他の計算デバイスから直接に受け取られてもよく、又は、例えば、１つ以上の
サーバ、リレー、ルータ、ネットワークアクセスポイント、ベースステーション、ホスト
等のような１つ以上の中間計算デバイスを介して間接的に受け取られてもよい。同様に、
計算デバイスが他の計算デバイスにデータを送るとここで記載される場合においては、デ
ータは、他の計算デバイスに直接に送られてもよく、又は、例えば、１つ以上のサーバ、
リレー、ルータ、ネットワークアクセスポイント、ベースステーション、ホスト等のよう
な１つ以上の中間計算デバイスを介して間接的に送られてもよい。
【００２２】
　「ユーザ」という語は、個人、個人のグループ、会社、組織等を表すと理解されるべき
である。ユーザは、クライアントデバイスを用いてグループベースの通信又はメッセージ
ングのシステムにアクセスし得る。「グループベース」とは、定義されたユーザのグルー
プだけにアクセス可能であるようにするために十分なセキュリティを有する、システム、
チャンネル、メッセージ、又は仮想環境を表すようここでは用いられる。このグループは
、組織又は営利事業のコモンアクセスクレデンシャルのような、コモンアクセスクレデン
シャルによって定義され得る。アクセスは、ジョインするためのバリデートされたリクエ
スト（validated request）、つまりあるグループメンバユーザによって他の非メンバユ
ーザに送信されたジョインするためのインビテーションによってさらに促進され得る。グ
ループ識別子（Group identifiers）（以下に定義される）がデータ、情報、メッセージ
等を特定のグループと関連付けるのに用いられる。
【００２３】
　「ユーザプロファイル（user profile）」、「ユーザアカウント（user account）」、
及び「ユーザアカウント詳細（user account details）」という語は、ユーザに関連付け
られた情報を表し、これは例えば、ユーザ識別子、ユーザがアクセスを認められた通信チ
ャネル（例えばグループベース通信チャネル（group-based communication channels））
に関連付けられた１つ以上の通信チャネル識別子（例えばグループベース通信チャネル識
別子）、ユーザが関連付けられているグループについての１つ以上のグループ識別子、ユ
ーザがグループベース通信チャネルのうちのいずれかのオーナーであるかについての表示
、ユーザがグループベース通信チャネル制限のうちのいずれかを有するかについての表示
、複数のメッセージ、複数の絵文字、複数の会話、複数の会話トピックス、アバター、電
子メールアドレス、実名（例えばJohn Doe）、ユーザ名（例えばjdoe）、パスワード、タ
イムゾーン、ステータス等を含む。ユーザアカウントの詳細は、例えばユーザのユーザ名
及びパスワードを含むユーザについてのログイン情報のような、ユーザ資格情報（user c
redentials）のサブセット指定を含み得る。
【００２４】
　「クライアントデバイス」という語は、１つ以上のサーバによって利用可能にされた１
つ以上のサービスにアクセスするよう構成されているコンピュータハードウェア（群）及
び／又はソフトウェア（群）を表す。サーバ（群）は、しばしば（必ずそうというわけで
はないが）他のコンピュータシステム上に存在し、この場合、クライアントデバイスは、
ネットワークを介してサービスにアクセスする。クライアントデバイスは、グループ識別
と関連付けられ得て、ここでグループ識別は、ユーザが属するグループ（例えばユーザグ
ループ）を示唆する電子的表示である。クライアントデバイスは、以下に限定されないが
、スマートフォン、タブレットコンピュータ、ラップトップコンピュータ、デスクトップ
コンピュータ、ウェラブルデバイス、パーソナルコンピュータ、エンタープライズコンピ
ュータ等を含み得る。
【００２５】
　「グループベースの通信プラットフォーム」という語は、１つ以上のクライアントデバ
イスにアクセス可能であり、データベースの運用に関連する複数のソフトウェアアプリケ
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ーションへのアクセスを提供するよう動作可能である計算サービスの集合体を表す。ある
例では、グループベースの通信プラットフォームは、ソフトウェアアプリケーションを実
行していて、ディジタルコンテンツアイテム、アプリケーション関連データ等を記憶する
１つ以上のデータベースへのアクセスを有する１つ以上のさらなるサーバと通信するよう
構成された１つ以上の中央サーバの形態を取り得る。
【００２６】
　「通信チャネル」という語は、情報ルート、及びシステム間及びシステムの部分間での
データのやりとりのために用いられる関連付けられた回路を表す。例えば、通信チャネル
は、さまざまなクライアントデバイスの間で確立され得ることによって、これらクライア
ントデバイスが互いの間でデータを通信し共有することを可能にする。これら通信チャネ
ルは、グループの全てのユーザの間でメッセージを共有するための、クライアントデバイ
ス（及びそれら各々のユーザ）のうちの選ばれたグループの間で確立された「グループベ
ース通信チャネル」であり得る。この通信チャネルは、追加で及び／又は代替として、そ
れら２つのユーザの間だけでメッセージを共有するための、２つのクライアントデバイス
の間で確立された１対１の直接メッセージ通信チャネルであり得る。
【００２７】
　複数の通信チャネルは、１つ以上の計算デバイスのそれぞれの上で動作し得て、したが
って通信チャネル識別子は、通信チャネルに割当され得て、その通信チャネルの関連する
データが記憶されているデータベースにおける物理アドレスを示し、その通信チャネル上
でやりとりされるデータを受け取るために通信チャネル内で参加するクライアントデバイ
スを識別するのに利用される。したがって通信チャネル識別子は、複数の通信チャネルと
関連付けられた計算デバイス上であっても、通信チャネルが別個であり、分離している状
態にとどまることを確実にする。
【００２８】
　通信チャネルは、「パブリック」であり得て、これは、任意のクライアントデバイスが
当該通信チャネルを通した情報シェアリングに加わって参加することを許可し得る。通信
チャネルは、「プライベート」であり得て、これは、当該通信チャネルにおけるデータ通
信を特定のクライアントデバイス及び／又はユーザに制限し得る。
【００２９】
　「グループベース通信チャネルインタフェース」という語は、チャネルメンバ（例えば
クライアントデバイスを用いてその環境にアクセスするバリデートされたユーザ）によっ
てポストされた、そのグループのメンバだけにしか見えないメッセージング通信を表示す
るよう構成される仮想通信環境又はフィードを表す。グループベース通信チャネルインタ
フェースのフォーマットは、グループベース通信チャネルの異なるメンバには異なるよう
に見えるかもしれない。しかし、グループベース通信チャネルインタフェースのコンテン
ツ（すなわちメッセージング通信）は、グループベース通信チャネルのそれぞれのメンバ
に表示される。例えば、グループベースのメッセージング通信のコモンセットは、各グル
ープベース通信チャネルのそれぞれのメンバに表示されることによって、グループベース
通信チャネルインタフェースのコンテンツ（すなわちメッセージング通信）は、グループ
ベース通信チャネルのメンバによっても変わらない。
【００３０】
　ある実施形態では、グループベース通信チャネルインタフェースの一部は、可視性に基
づいて区別され得る。グループベース通信チャネルインタフェースは、実際に表示される
コンテンツを含む可視視野境界（visible field of view boundary）によって囲まれる可
視視野（visible field of view）によって特徴付けられる。グループベース通信チャネ
ルインタフェースの他のコンテンツは、ユーザの視野から隠され得る。具体的な例として
、コンテンツの長いフィードは、スクロール可能であり得て、それによりコンテンツの長
いフィードの一部しか、所与の時刻においてグループベース通信チャネルインタフェース
内には表示されない。ユーザがコンテンツのフィードを通してスクロールしていくと、可
視部分は、グループベース通信チャネルインタフェースに対してするユーザのスクロール
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するインタラクションと同期して変化し、したがってさまざまなオブジェクトは、可視視
界とグループベース通信チャネルインタフェースの隠された部分との間の可視視界境界を
越えて移動する。
【００３１】
　ある実施形態では、グループベース通信チャネルインタフェースの可視部分は、例えば
図４に示されるように、ディスプレイウィンドウ内に複数の可視ペインを備え得る。ある
実施形態では、それぞれのディスプレイペインは、特定のデータタイプを表示するよう構
成され得る。例えば、最も左のペインは、チャネルのリスト及び／又はユーザへのダイレ
クトメッセージを提供し得て、最も右（又は３ペイン構成におけるセンターペイン）は、
メッセージがやりとりされている特定のチャネルのコンテンツを表示し得て、これは表示
されたメッセージの全てを表示することを含む。センターペインのコンテンツは、ある実
施形態では、コンテンツがペインの不可視部分（例えば可視部分の上又は下にスクロール
される）と、ペインの可視部分との間でスクロールがされ得るように、スクロール可能な
フィードとして提示され得る。メインディスプレイウィンドウが３ペインを備える実施形
態では、最も右のペインは、特定の選択されたメッセージ、チャネル等に関する追加のデ
ータを備え得る。
【００３２】
　ここで用いられるように、「メッセージング通信」及び「メッセージ」という語は、ク
ライアントデバイスを使用しているユーザによって提供される電子的に生成され、グルー
プベース通信チャネルインタフェース内での表示のために構成されている任意のディジタ
ルコンテンツオブジェクトを表す。メッセージ通信は、ユーザ（クライアントデバイスを
用いて）によって提供される、任意のテキスト、画像、ビデオ、オーディオ、又はこれら
の組み合わせを含み得る。例えば、ユーザは、メッセージコンテンツとして、メッセージ
ング通信内に、画像及びビデオと共にテキストも含むメッセージング通信を提供し得る。
そのような場合、テキスト、画像、及びビデオは、メッセージング通信つまりディジタル
コンテンツオブジェクトを構成する。グループベースの通信システムの通信チャネル（例
えばグループベース通信チャネル）に送信又はポストされたそれぞれのメッセージは、以
下を含むメタデータを含み、すなわち送信するユーザの識別子、メッセージ識別子、メッ
セージコンテンツ、オブジェクト識別子、グループ識別子、及び／又はグループベース通
信チャネルの識別子を含む。上述の識別子のそれぞれは、ＡＳＣＩＩテキスト、ポインタ
、メモリアドレス等を含み得る。メッセージは、グループベースの通信インタフェースの
個々のペイン内で生成及び／又は編集され得て（単一のペインが特定のディスプレイウィ
ンドウ内で可視である）、及び／又はメッセージは、別個のディスプレイウィンドウ内で
生成及び／又は編集され得る（例えば、通信チャネル内でシェアされるべきポスティング
を生成するために、及び／又は他のユーザとの通話を開始するために、別個のディスプレ
イウィンドウ群が利用され得る）。
【００３３】
　「オブジェクト」という語は、ここで用いられるように、１つ以上のクライアントデバ
イスにアップデートが提供及び配信され得る任意のコンテンツソースを表し得る。特定の
ユーザは、その特定のユーザのアクティビティについてのアップデートが他のクライアン
トデバイスに配信され得るという点で、他のユーザにとってのオブジェクトだと考えられ
得る。オブジェクトは、ある実施形態ではファイルとしても実現され得て、この場合、こ
れらファイルのアップデートは、個別のクライアントデバイスに配信され得る。特定のオ
ブジェクトに関連するアップデートは、グループベースの通信プラットフォームから（特
に、ある実施形態ではサブスクリプション管理システムから）個別のクライアントデバイ
スにメッセージとして配信され得て、このメッセージは、当該アップデートが関連する具
体的なオブジェクトを特定する追加のメタデータ（ここでは「オブジェクト識別子」と呼
ばれる）を含み得る。これらオブジェクト識別子は、クライアントデバイスが、適切なオ
ブジェクトと関連付けてアップデートを表示できるようにする。ある実施形態では、オブ
ジェクト識別子は、オブジェクトが関係するオブジェクトのタイプ（例えばユーザオブジ
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ェクト、ファイルオブジェクト、及び／又はその他）を示すデータを備え、追加として又
は代替として、オブジェクトをユニークに特定する（例えば全てのオブジェクトの中で、
又は特定のオブジェクトタイプの全てのオブジェクトの中で）ユニークなストリング（例
えばユニークな番号、ユニークなアルファニューメリックのストリング、及び／又はその
他）を示すデータを備え得る。
【００３４】
　ある実施形態では、オブジェクトと関連付けられるメタデータは、オブジェクトと関連
付けられる「バージョン識別子」を追加として備え得て、これら識別子は、オブジェクト
が現在の物（アップトゥデート）であるかを示す。オブジェクトについてのこのバージョ
ン識別子は、増加していく数字の番号であり得て、ここでバージョン識別子は、オブジェ
クトのそれぞれのアップデートと共に増加する。しかし他の構成も可能であること（例え
ばアルファニューメリック値、ハッシュ値、及び／又はその他）が理解されるべきである
。
【００３５】
　「グループ識別子」又は「チーム識別子」という語は、グループベースの通信システム
内でグループが特定され得るデータの１つ以上のアイテムを表す。例えば、グループ識別
子は、ＡＳＣＩＩテキスト、ポインタ、メモリアドレス等を備え得る。
【００３６】
　「グループベース通信チャネル識別子」又は「チャネル識別子」は、グループベース通
信チャネルが特定され得る、データの１つ以上のアイテムを表す。例えば、グループベー
ス通信チャネル識別子は、ＡＳＣＩＩテキスト、ポインタ、メモリアドレス等を備え得る
。クロスグループ通信チャネルが別のチームのユーザと関連付けられたクライアントデバ
イスの間で利用可能であり得るが、ある実施形態では、通信チャネル（パブリック、プラ
イベートにかかわらず）は、共通のグループ／チームのユーザ（及び彼らの関連付けられ
たクライアントデバイス）の間での使用のために利用可能であり得る。よって、チャネル
識別子は、特定の通信チャネルに関連するデータ／メッセージがどこに記憶されているか
を具体的に特定するために、１つ以上のグループ識別子と共に提供され得る。
【００３７】
　「送信ユーザ識別子」は、特定のユーザ（すなわち特定のユーザに関連付けられたクラ
イアントデバイス）によって送られるメッセージのコレクションと関連付けられる。これ
らメッセージは、ユーザに関するコンテキストを決定するために分析され得る（例えばあ
るトピックにおけるユーザの専門知識又は興味は、そのようなメッセージの中のそのトピ
ック又はそのトピックに関連付けられたキーワードの言及の頻度に基づいて決定され得る
）。
【００３８】
　グループベースの通信システムユーザは、組織グループの中に組織化され（例えばそれ
ぞれの会社の従業員は、別々の組織グループであり得る）、それぞれの組織グループは、
ユーザが割当され得る又はユーザが参加し得る（例えばグループベース通信チャネルは、
部署、オフィスのような地理的位置、製品ライン、ユーザの関心、トピック、問題、及び
／又はその他を表し得る）１つ以上の通信チャネル（例えばグループベース通信チャネル
）を有し得る。グループ識別子は、メッセージのためのアクセス制御を促進するのに用い
られ得る（例えばサーチクエリに応答してサーチ結果の一部としてメッセージリターンを
持つようなメッセージへのアクセスは、それらのユーザプロファイルに関連付けられたグ
ループ識別子を有するそれらユーザに制限され得る）。グループ識別子は、メッセージに
ついてのコンテキストを決定するのに用いられ得る（例えば組織の名称及び／又は組織の
簡単な説明のようなグループの説明がグループ識別子に関連付けられ得る）。
【００３９】
　グループベースの通信システムユーザは、通信チャネル（例えばグループベース通信チ
ャネル）に参加及び／又は作成をし得る。一部のグループベース通信チャネルは、それら
のユーザプロファイルに関連付けられた特定の組織グループ識別子を有するそれらユーザ
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にとってはグローバルにアクセス可能であり得る（すなわちその組織のメンバであるユー
ザ）。一部のグループベース通信チャネルへのアクセスは、特定のグループのメンバに制
限され得て、それによってグループベース通信チャネルは、それらのユーザプロファイル
に関連付けられた特定のグループ識別子を有するそれらユーザにアクセス可能である。グ
ループベース通信チャネル識別子は、メッセージについてのアクセス制御を促進するため
に用いられ得る（例えば、サーチクエリに応答してサーチ結果の一部としてメッセージリ
ターンを持つようなメッセージへのアクセスは、それらのユーザプロファイルに関連付け
られたグループ識別子を有し、又はグループベース通信チャネルに参加する能力を有する
それらユーザに制限され得る）。グループベース通信チャネル識別子は、メッセージのコ
ンテキストを決定するのに用いられ得る（例えば、グループベース通信チャネルで議論さ
れるプロジェクトの説明のような、グループベース通信チャネルの説明は、グループベー
ス通信チャネル識別子に関連付けられ得る）。
【００４０】
　「プライベートグループベース通信チャネル」という語は、制限されたアクセスを持つ
ことによって、グループベースの通信システムの他のメンバによって一般にはアクセス可
能ではなく及び／又はサーチ可能ではないグループベース通信チャネルを表す。例えば、
プライベートグループベース通信チャネルへのアクセスについての知識及び許可を有する
（例えば、ユーザが許可／認証された後に、プライベートグループベース通信チャネルに
ついてのグループベース通信チャネル識別子がそれらのユーザプロファイルに関連付けら
れる）ユーザ又は管理者だけが、プライベートグループベース通信チャネルのコンテンツ
を見ることができる。
【００４１】
　さまざまな実施形態を参照してここで説明されている「インタフェース計算エンティテ
ィ」は、さまざまなクライアントデバイスとの通信接続を維持するための計算デバイス（
又は計算デバイスの一部）である。具体的には、インタフェース計算エンティティは、グ
ループベース通信プラットフォームのメッセージ配信サーバ及びそれぞれのクライアント
デバイスの間でリアルタイムでメッセージ（例えばオブジェクトアップデート）及び対応
するメタデータ（例えばオブジェクト識別子を備える）を送信する複数のクライアントデ
バイスのそれぞれによって開始されたウェブソケット接続（又は他の通信接続）を維持す
るよう構成され得る。
【００４２】
　ある実施形態を参照してここで説明されている「メッセージ配信サーバ」は、オブジェ
クトアップデート及び／又はその他メッセージをクライアントデバイス間で受信及び／又
は配信するためのさまざまなクライアントデバイスと相互作用する（interacting）（例
えばインタフェース計算エンティティを介して）よう構成された計算デバイスである。メ
ッセージ配信サーバは、ユーザから受信された及び／又はユーザに配信された（例えば対
応するクライアントデバイスを介して）メッセージを受信し、生成し、記憶し（関連付け
られたデータベース内に）、及び／又は仕向ける（direct）よう構成され得る。メッセー
ジ配信サーバの機能は、単一のサーバ又は共通の機能を有するサーバ群の集合体を介して
提供され得て、又はメッセージ配信サーバの機能は、メッセージ配信サーバの記載された
機能のサブセットを実行する複数のサーバ又はサーバ群の集合体の中で分割され得る。例
えば、メッセージ配信サーバの第１サブセット－－ゲートウェイサーバ－－は、インタフ
ェース計算エンティティを介してクライアントデバイスからのメッセージを受信し、クラ
イアントデバイスへのメッセージを送信するよう構成され得る。これらのゲートウェイサ
ーバは、通信チャネル内で配信されるメッセージを収集し、これらメッセージをインデキ
シング及びアーカイビングのためにメッセージリポジトリデータベース内に記憶するよう
構成された、メッセージ配信サーバの第２サブセット－－チャネルサーバ－－と通信し得
る。ある実施形態では、チャネルサーバは、クライアントデバイスにさまざまなメッセー
ジを提供するためにインタフェース計算エンティティと通信し得る。
【００４３】
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　ある実施形態では、メッセージ配信サーバは、クライアントデバイスがサブスクライブ
するオブジェクトを特定する、それぞれのクライアントデバイスに関連付けられた「サブ
スクリプションデータ」に基づいて、オブジェクトアップデートを、グループベース通信
プラットフォームの中又は外の両方のクライアントデバイスの間で配信するクライアント
デバイスと相互作用する（例えばインタフェース計算エンティティを介して）グループベ
ースの通信プラットフォームの「サブスクリプション管理システム」として、又はそれと
協働して機能し得る。このサブスクリプションデータは、特定のクライアントデバイスに
ついてサブスクライブされたオブジェクトのリスティングとして実現され得て、オブジェ
クトは、例えば、オブジェクト識別子を結合すること、又はオブジェクト識別子をサブス
クリプションデータから削除することによって、オブジェクトデータに追加又はそれから
削除され得る。ある実施形態では、インタフェース計算エンティティは、ここで説明され
るように、さまざまなクライアントデバイスに配信されるべきメッセージ（例えばオブジ
ェクトアップデート）を獲得するために、１つ以上のメッセージ配信サーバとのバックエ
ンド接続を生成及び維持し、メッセージ配信サーバは、適切なクライアントデバイスへの
配信のために、サブスクリプション管理システムの機能を通して、サブスクライブされた
オブジェクトに関するメッセージ（例えばオブジェクトアップデート）をインタフェース
計算エンティティに提供する。
【００４４】
　ある実施形態のサブスクリプション管理システムは、特定のクライアントデバイスにつ
いてのサブスクリプションデータが、対応するクライアントデバイスから受信された１つ
以上の「サブスクリプション変更リクエスト」に基づいてアップデートされ得る（例えば
リアルタイムで）よう、もともと動的である。これらサブスクリプション変更リクエスト
は、サブスクリプションデータ内で現在表現されていない新しいオブジェクトがサブスク
リプションデータに追加されることによって、新しいオブジェクトについてのさらなるア
ップデートがクライアントデバイスに送信されるよう、クライアントデバイスがリクエス
トする、「サブスクライブリクエスト」として実現され、又はオブジェクトがサブスクリ
プションデータから除去されることによって、オブジェクトに関するさらなるアップデー
トがクライアントデバイスに送信されない（例えばオブジェクトが再びサブスクリプショ
ンデータに新しいオブジェクトとして追加されるまで）よう、クライアントデバイスがリ
クエストする、「アンサブスクライブリクエスト」として実現され得る。
【００４５】
　ある実施形態では、１つ以上のインタフェース計算エンティティ及び／又はメッセージ
配信サーバは、例えば、１つ以上の計算エンティティに地理的に近接して位置するクライ
アントデバイスにサービスするために、地理的に分散され得る。しかしある実施形態では
、さまざまな計算エンティティ（インタフェース計算エンティティ及び／又はメッセージ
配信サーバを含む）は、中央に配置され得る。
【００４６】
　例示的システムアーキテクチャ
　本発明の方法、装置、及びコンピュータプログラム製品は、さまざまなデバイスの任意
のものによって実現され得る。例えば、例示的実施形態の方法、装置、及びコンピュータ
プログラム製品は、１つ以上のクライアントデバイスのような１つ以上のデバイスと通信
するよう構成されるサーバ又は他のネットワークエンティティのようなネットワークデバ
イスによって実現され得る。ある好ましい非限定的な実施形態において、計算デバイスは
、パーソナルコンピュータ又はコンピュータワークステーションのような固定された計算
デバイスを含み得る。さらに例示的実施形態は、携帯デジタルアシスタント（ＰＤＡ）、
携帯電話、スマートフォン、ラップトップコンピュータ、タブレットコンピュータ、ウェ
アラブルデバイス、又は前述のデバイスの任意の組合せのような、さまざまなモバイルデ
バイスの任意のものによって実現され得る。
【００４７】
　図１は、本発明の実施形態が動作し得る例示的計算システムを示す。ユーザは、クライ
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アントデバイス１０１Ａ－１０１Ｎを用いて通信ネットワーク１０３を介してグループベ
ース通信プラットフォーム１０５にアクセスし得る。
【００４８】
　通信ネットワーク１０３は、例えば、それを実現するのに要求される任意のハードウェ
ア、ソフトウェア及び／又はファームウェア（例えばネットワークルータ等のような）と
共に、有線又は無線ローカルエリアネットワーク（ＬＡＮ）、パーソナルエリアネットワ
ーク（ＰＡＮ）、メトロポリタンエリアネットワーク（ＭＡＮ）、ワイドエリアネットワ
ーク（ＷＡＮ）等を含む任意の有線又は無線通信ネットワークを含み得る。例えば、通信
ネットワーク１０３は、セルラー式電話、８０２．１１、８０２．１６、８０２．２０、
及び／又はＷｉＭａｘネットワークを含み得る。さらに、通信ネットワーク１０３は、イ
ンターネットのような公衆ネットワーク、イントラネットのようなプライベートネットワ
ーク、又はそれらの組合せを含み得て、ＴＣＰ／ＩＰベースのネットワーキングプロトコ
ルを含むがこれには限定されない、現在利用可能な又は将来開発されるさまざまなネット
ワーキングプロトコルを利用し得る。ここで議論されるように、ネットワーキングプロト
コルは、ウェブソケット通信を介したデータ送信を可能にするよう構成される。例えば、
ネットワーキングプロトコルは、グループベース通信システムの要求に合うようにカスタ
マイズされ得る。ある実施形態では、プロトコルは、ウェブソケットチャネルを介して送
られるＪＳＯＮオブジェクトのカスタムプロトコルである。ある実施形態では、データは
、ＪＳＯＮ－ＲＰＣ、ＪＳＯＮ－ＲＥＳＴ／ＨＴＴＰ等のような、複数のプロトコルを介
して送信され得る。
【００４９】
　示された実施形態において、グループベース通信プラットフォーム１０５は、インタフ
ェース計算エンティティ１０９を介して通信ネットワーク１０３を介してアクセス可能な
複数のメッセージ配信サーバ１０７Ａ－１０７Ｎを含む。全体としてメッセージ配信サー
バ１０７Ａ－１０７Ｎは、１つ以上のクライアントデバイス１０１Ａ－１０１Ｎから送信
されたメッセージを受信し、オブジェクトアップデートを表すメッセージを生成及び／又
は受信し（もし該当するなら）、インタフェース計算エンティティ１０９及び／又はその
他を介して適切なクライアントデバイス１０１Ａ－１０１Ｎへメッセージを送信するよう
構成される。
【００５０】
　同様に、インタフェース計算エンティティ１０９（又は複数のインタフェース計算エン
ティティ１０９）は、当該技術分野で知られているように、コンピュータ又はコンピュー
タ群として実現され得る。図１の図示された実施形態では、インタフェース計算エンティ
ティ１０９は、クライアントデバイス１０１Ａ－１０１Ｎ（例えば通信ネットワーク１０
３を通じたウェブソケット通信を介して）及び／又はメッセージ配信サーバ１０７Ａ－１
０７Ｎ（例えばバックエンド通信を介して）を含むがこれらには限定されない、さまざま
なソースから電子データを受信することを提供する。さらに図示された実施形態のインタ
フェース計算エンティティ１０９は、１つ以上の電子メッセージの一部として提供された
メタデータをパースし、電子メッセージに関連付けられたメタデータのコンテンツの少な
くとも一部に基づいて、インカミング電子メッセージを１つ以上のメッセージ配信サーバ
１０７Ａ－１０７Ｎに仕向け、及び／又は電子メッセージに関連付けられたメタデータの
コンテンツに少なくとも一部は基づいて、アウトバウンド電子メッセージを１つ以上のク
ライアントデバイス１０１Ａ－１０１Ｎに仕向けるようにも構成される。
【００５１】
　クライアントデバイス１０１Ａ－１０１Ｎは、上で定義された任意の計算デバイスであ
り得る。インタフェース計算エンティティ１０９を介してメッセージ配信サーバ１０７Ａ
－１０７Ｎ及びクライアントデバイス１０１Ａ－１０１Ｎの間でやりとりされる電子メッ
セージデータは、さまざまな形態においてさまざまな方法を介して提供され得る。
【００５２】
　ある好ましい非限定的な実施形態では、１つ以上のクライアントデバイス１０１Ａ－１
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０１Ｎは、スマートフォン又はタブレットのようなモバイルデバイスである。１つ以上の
クライアントデバイスは、メッセージ配信サーバ１０７Ａ－１０７Ｎ及び／又はインタフ
ェース計算エンティティ１０９と相互作用するために「アプリ」を実行し得る。そのよう
なアプリは、スマートフォン又はタブレットのようなモバイルデバイス上で動作するよう
に典型的には設計されている。例えば、アプリは、Apple Inc.のiOS（登録商標）、Googl
e Inc.のAndroid（登録商標）、又はMicrosoft Inc.のWindows 10 Mobile（登録商標）の
ようなモバイルデバイスオペレーティングシステム上で動作するよう提供され得る。これ
らプラットフォームは、アプリが互いに、及びモバイルデバイスの特定のハードウェア及
びソフトウェア要素と通信することを可能にするフレームワークを典型的には提供する。
例えば、上で挙げられたモバイルデバイスオペレーティングシステムは、それぞれ、位置
サービス回路、有線及び無線ネットワークインタフェース、ユーザコンタクト、及び他の
アプリケーションと相互作用するためのフレームワークを提供する。アプリの外で動作す
るハードウェア及びソフトウェアモジュールとの通信は、モバイルデバイスオペレーティ
ングシステムによって提供されるアプリケーションプログラミングインタフェース（ＡＰ
Ｉ）を介して典型的には提供される。よって、クライアントデバイス１０１Ａ－１０１Ｎ
上で動作するアプリを介して、これらクライアントデバイス１０１Ａ－１０１Ｎは、１つ
以上のウェブソケットを介して、グループベース通信プラットフォーム１０５と通信する
よう構成される。
【００５３】
　ある好ましい非限定的な実施形態では、クライアントデバイス１０１Ａ－１０１Ｎは、
メッセージ配信サーバ１０７Ａ－１０７Ｎ及び／又はインタフェース計算エンティティ１
０９とウェブブラウザを介して相互作用し得る。クライアントデバイス１０１Ａ－１０１
Ｎは、メッセージ配信サーバ１０７Ａ－１０７Ｎ及び／又はインタフェース計算エンティ
ティ１０９と相互作用するよう設計されたさまざまなハードウェア又はファームウェアも
含み得る。再び、クライアントデバイス１０１Ａ－１０１Ｎのブラウザを介して、クライ
アントデバイス１０１Ａ－１０１Ｎは、１つ以上のウェブソケットを介してグループベー
ス通信プラットフォーム１０５と通信するよう構成される。
【００５４】
　例示的グループベース通信プラットフォーム１０５のある実施形態では、メッセージ又
はメッセージング通信は、クライアントデバイス１０１Ａ－１０１Ｎからグループベース
通信プラットフォーム１０５に送られ得る。さまざまな実現例において、メッセージは、
クライアントデバイス１０１Ａ－１０１Ｎのうちの１つによって直接に、通信ネットワー
ク１０３を通じてグループベース通信プラットフォーム１０５に送られ得る。メッセージ
は、メッセージサーバ及び／又はその他のような媒介を介してグループベース通信プラッ
トフォーム１０５に送られ得る。例えば、クライアントデバイス１０１Ａ－１０１Ａは、
デスクトップ、ラップトップ、タブレット、スマートフォン、及び／又はクライアントア
プリケーションを実行しているもの（例えばグループベース通信アプリ）であり得る。あ
る実現例では、メッセージは、メッセージ識別子、送信ユーザ識別子、グループ識別子、
グループベース通信チャネル識別子、メッセージコンテンツ（例えばテキスト、絵文字、
画像、リンク）、添付物（例えばファイル）、メッセージ階層データ（例えばそのメッセ
ージは、他のメッセージの応答であり得る）、サードパーティメタデータ、及び／又はそ
の他のようなデータを含み得る。ある実施形態では、クライアントデバイス１０１Ａ－１
０１Ｎは、エクステンシブルマークアップランゲージ（「ＸＭＬ」）でフォーマットされ
たデータを含む、以下に示される（セキュア）ハイパーテキストトランスファプロトコル
（「ＨＴＴＰ（Ｓ）」）ＰＯＳＴメッセージの形態を実質的にとる、以下の例示的メッセ
ージを提供し得る。
【００５５】
　　　POST /authrequest.php HTTP/1.1
　　　Host: www.server.com
　　　Content-Type: Application/XML
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　　　Content-Length: 667
　　　<?XML version = “1.0” encoding = “UTF-8”?>
　　　<auth_request>
　　　　<timestamp>2020-12-31 23:59:59</timestamp>   
　　　　　<user_accounts_details>
　　　　　<user_account_credentials>
　　　　　　<user_name>ID_user_1</user_name>
　　　　　　<password>abc123</password>
　　　　　　//OPTIONAL <cookie>cookieID</cookie>
　　　//OPTIONAL <digital_cert_link>www.mydigitalcertificate.com/ JohnDoeDaDoeDo
e@gmail.com/mycertifcate.dc</digital_cert_link>
　　　　　　//OPTIONAL <digital_certificate>_DATA_</digital_certificate>
　　　　　</user_account_credentials>
　　　　</user_accounts_details>
　　　　<client_details> //iOS Client with App and Webkit
　　　　　　//it should be noted that although several client details
　　　　　　//sections are provided to show example variants of client
　　　　　　//sources, further messages will include only on to save
　　　　　　//space
　　　　　<client_IP>10.0.0.123</client_IP>
　　　　　<user_agent_string>Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 7_1_1 like Mac O
S X) AppleWebKit/537.51.2 (KHTML, like Gecko) Version/7.0 Mobile/11D201 Safari/9
537.53</user_agent_string>
　　　　　<client_product_type>iPhone6,1</client_product_type>
　　　　　<client_serial_number>DNXXX1X1XXXX</client_serial_number>
　　　　　<client_UDID>3XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXD</client_UDID>
　　　　　<client_OS>iOS</client_OS>
　　　　　<client_OS_version>7.1.1</client_OS_version>
　　　　　<client_app_type>app with webkit</client_app_type>
　　　　　<app_installed_flag>true</app_installed_flag>
　　　　　<app_name>MSM.app</app_name>
　　　　　<app_version>1.0 </app_version>
　　　　　<app_webkit_name>Mobile Safari</client_webkit_name>
　　　　　<client_version>537.51.2</client_version>
　　　　</client_details>
　　　　<client_details> //iOS Client with Webbrowser
　　　　　<client_IP>10.0.0.123</client_IP>
　　　　　<user_agent_string>Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 7_1_1 like Mac O
S X) AppleWebKit/537.51.2 (KHTML, like Gecko) Version/7.0 Mobile/11D201 Safari/9
537.53</user_agent_string>
　　　　　<client_product_type>iPhone6,1</client_product_type>
　　　　　<client_serial_number>DNXXX1X1XXXX</client_serial_number>
　　　　　<client_UDID>3XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXD</client_UDID>
　　　　　<client_OS>iOS</client_OS>
　　　　　<client_OS_version>7.1.1</client_OS_version>
　　　　　<client_app_type>web browser</client_app_type>
　　　　　<client_name>Mobile Safari</client_name>
　　　　　<client_version>9537.53</client_version>
　　　　</client_details>
　　　　<client_details> //Android Client with Webbrowser
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　　　　　<client_IP>10.0.0.123</client_IP>
　　　　　<user_agent_string>Mozilla/5.0 (Linux; U; Android 4.0.4; en-us; Nexus 
S Build/IMM76D) AppleWebKit/534.30 (KHTML, like Gecko) Version/4.0 Mobile Safari
/534.30</user_agent_string>
　　　　　<client_product_type>Nexus S</client_product_type>
　　　　　<client_serial_number>YXXXXXXXXZ</client_serial_number>
　　　　　<client_UDID>FXXXXXXXXX-XXXX-XXXX-XXXX-XXXXXXXXXXXXX</client_UDID>
　　　　　<client_OS>Android</client_OS>
　　　　　<client_OS_version>4.0.4</client_OS_version>
　　　　　<client_app_type>web browser</client_app_type>
　　　　　<client_name>Mobile Safari</client_name>
　　　　　<client_version>534.30</client_version>
　　　　</client_details>
　　　　<client_details> //Mac Desktop with Webbrowser
　　　　　<client_IP>10.0.0.123</client_IP>
　　　　　<user_agent_string>Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_9_3) Appl
eWebKit/537.75.14 (KHTML, like Gecko) Version/7.0.3 Safari/537.75.14</user_agent
_string>
　　　　　<client_product_type>MacPro5,1</client_product_type>
　　　　　<client_serial_number>YXXXXXXXXZ</client_serial_number>
　　　　　<client_UDID>FXXXXXXXXX-XXXX-XXXX-XXXX-XXXXXXXXXXXXX</client_UDID>
　　　　　<client_OS>Mac OS X</client_OS>
　　　　　<client_OS_version>10.9.3</client_OS_version>
　　　　　<client_app_type>web browser</client_app_type>
　　　　　<client_name>Mobile Safari</client_name>
　　　　　<client_version>537.75.14</client_version>
　　　　</client_details>
　　　　<message>
　　　　　<message_identifier>ID_message_10</message_identifier>
　　　　　<team_identifier>ID_team_1</team_identifier>
　　　　　<channel_identifier>ID_channel_1</channel_identifier>
　　　　　<contents>That is an interesting invention. I have attached a copy our
 patent policy.</contents>
　　　　　<attachments>patent_policy.pdf</attachments>
　　　　</message>
　　　</auth_request>
　図示された実施形態では、グループベース通信プラットフォーム１０５は、チャネル識
別子及び／又はグループ識別子によって特定されたチャネル内の複数のクライアントデバ
イス１０１Ａ－１０１Ｎの間で及び／又はそれら複数のクライアントデバイス１０１Ａ－
１０１Ｎに送信されたメッセージを受信及び／又は配布（disseminate）し、通信チャネ
ルのメンバーシップを集合的に形成するクライアントデバイス１０１Ａ－１０１Ｎの間で
のこれらメッセージの配布を促進するよう構成された複数のメッセージ配信サーバ１０７
Ａ－１０７Ｎを備える。
【００５６】
　ある実施形態では、上で規定されたオブジェクト識別子は、特定のメッセージが特定の
オブジェクトに関連するオブジェクトアップデートとして実現されることを示すよう、メ
ッセージと関連付けられ得る。
【００５７】
　ある実施形態では、応答を示すデータは、そのメッセージと関連付けられ得る。例えば
、他のユーザによるメッセージへの応答は、反応（例えばメッセージに関連付けられた絵
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文字の選択、メッセージに関連付けられた「いいね」ボタンの選択）、メッセージに埋め
込まれたハイパーリンクをクリックすること、メッセージへ応答すること（例えばメッセ
ージに応答してグループベース通信チャネルインタフェースにメッセージをポストするこ
と）、メッセージに関連付けられたファイルをダウンロードすること、あるグループベー
ス通信チャネルから他のグループベース通信チャネルへメッセージをシェアすること、メ
ッセージをピン留めすること、メッセージに星を付けること、及び／又はその他を含み得
る。ある実施形態では、他のユーザによるメッセージへの応答に関するデータは、メッセ
ージに含まれ得て、そのメッセージは、応答を決定するためにパースされ得る（例えばＰ
ＨＰコマンドを用いて）。他の実現例では、メッセージへの応答に関するデータは、デー
タベースから取り出され得る。例えば、応答に関するデータは、以下のようなMySQLデー
タベースコマンドを介して取り出され得る。
【００５８】
　SELECT messageResponses
　FROM MSM_Message
　WHERE messageID = ID_message_10.
　例えば、メッセージへの応答に関するデータは、メッセージについてのコンテキスト（
例えばメッセージについての、あるユーザの視点からのソーシャルスコア）を決定するの
に用いられ得る。他の例では、メッセージへの応答に関連するデータは、ユーザに関する
コンテキストを決定するために分析され得る（例えばあるトピックにおけるユーザの経験
は、そのトピックに関するユーザのメッセージに対する応答に基づいて決定され得る）。
【００５９】
　実施形態において、添付物は、メッセージに含まれ得る。もし添付物が存在するなら、
ファイルは、メッセージと関連付けられ得て、ある実施形態では、これらファイルは、対
応するオブジェクト識別子を有するオブジェクトとして分離して特定され得る。ある実現
例では、メッセージは、添付物のファイル名を決定するためにパースされ得る（例えばＰ
ＨＰコマンドを用いて）。例えば、ファイルコンテンツは、メッセージについてのコンテ
キストを決定するために分析され得る（例えば特許ポリシーの文書は、そのメッセージが
「特許」というトピックに関連付けられていると表示し得る）。
【００６０】
　実施形態において、会話プリミティブ（conversation primitive）は、メッセージと関
連付けられ得る。ある実施形態では、会話プリミティブは、メッセージを分析し、インデ
ックス付けし、記憶し、及び／又はその他をするのに用いられる要素である。例えば、メ
ッセージは、それ自身で分析され得て、それ自身の会話プリミティブを形成し得る。他の
例では、メッセージは、会話を構成する他のメッセージと共に分析され得て、会話を構成
するメッセージは、会話プリミティブを形成し得る。ある実現例では、会話プリミティブ
は、当該メッセージ、特定の個数（例えば２）の先行するメッセージ及び特定の個数（例
えば２）の後続するメッセージとして決定され得る。他の実現例では、会話プリミティブ
は、当該メッセージ及び他のメッセージで議論されているトピック及び／又はこれらメッ
セージの近接性（例えばメッセージ送信順序の近接性、メッセージ送信時刻の近接性）の
分析に基づいて決定され得る。
【００６１】
　実施形態においては、上で説明されたように決定されたさまざまなメタデータ及び／又
はメッセージのコンテンツは、メッセージをインデックス化し（例えば会話プリミティブ
を用いて）、及び／又はサーチングのさまざまなファセット（すなわちメッセージ配信サ
ーバ１０７から結果を返すサーチクエリ）を促進するために用いられ得る。メッセージ配
信サーバ１０７Ａ－１０７Ｎにおいて、メッセージに関連付けられたメタデータが求めら
れ得て、メッセージはインデックス化され得る。ある実施形態において、メッセージは、
会社の又はグループのメッセージが別個にインデックス化されるようにインデックス化さ
れ得る（例えば他のグループ及び／又は会社とシェアされていないグループ及び／又は会
社に関連付けられた別個のインデックスにおいて）。ある実現例では、メッセージは、別
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個の分散化されたリポジトリにおいてインデックス化され得る（例えばセキュリティの目
的のためにデータ隔離を促進するために）。もしメッセージに関連付けられた添付物が存
在するなら、その関連付けられたファイルのファイルコンテンツは、サーチングを促進す
るために、メッセージ配信サーバ１０７Ａ－１０７Ｎにおいてそのようなファイルをイン
デックス化するために用いられ得る。ある実施形態においては、ファイルは、別個の配信
リポジトリにおいて会社の又はグループのファイルがインデックス化されるように、イン
デックス化され得る。
【００６２】
　１つ以上のクライアントデバイス１０１Ａ－１０１Ｎ及びグループベース通信プラット
フォーム１０５の間での電子情報交換の例は、図１を参照して以下に説明される。
【００６３】
　図１に示されるように、グループベース通信プラットフォーム１０５は、個々のクライ
アントデバイス１０１Ａ－１０１Ｎが、さまざまなメッセージを互いに交換し、及び／又
はグループベース通信プラットフォーム１０５から配布されたオブジェクトアップデート
を取り出すことができるようにする。そのようなメッセージを交換するために、個別のク
ライアントデバイス１０１Ａ－１０１Ｎは、メッセージ（例えばテキストベースのメッセ
ージ、ファイル、ビデオ及び／又はオーディオストリーム、及び／又はその他）を通信プ
ロトコル（例えばウェブソケット、非ＲＴＭ（非リアルタイムメッセージング）メッセー
ジングプロトコル、及び／又はその他）を介してインタフェース（例えばインタフェース
計算エンティティ１０９）に送信する。これらメッセージは、１つ以上のメッセージ配信
サーバ１０７Ａ－１０７Ｎに究極的には提供され、これがメッセージをインデックス化し
、これらメッセージをメッセージの意図された受信者（例えばクライアントデバイス１０
１Ａ－１０１Ｎ）に配信する。オブジェクトアップデートは、メッセージ配信サーバ１０
７Ａ－１０７Ｎに同様に提供されるが、そのようなオブジェクトアップデートは、クライ
アントデバイス１０１Ａ－１０１Ｎから発生していないかもしれない。むしろオブジェク
トアップデートは、１つ以上の外部システム（例えばファイル管理システム）から提供さ
れてもよく、又はオブジェクトアップデートは、グループベース通信プラットフォーム１
０５内の１つ以上の計算エンティティによって生成されてもよい。配信されたメッセージ
は、インタフェース計算エンティティ１０９を介して受信者クライアントデバイス１０１
Ａ－１０１Ｎに提供され、このエンティティは、メッセージの個別の受信者クライアント
デバイス１０１Ａ－１０１Ｎとのウェブソケット接続を維持し、さまざまなメッセージ配
信サーバ１０７Ａ－１０７Ｎとの１つ以上のバックエンド接続を維持する。
【００６４】
　図１の実施形態によれば、クライアントデバイス１０１Ａ－１０１Ｎは、クライアント
デバイス１０１Ａ－１０１Ｎのユーザに利用可能なコンテキスト上関連するユーザインタ
フェースにおいて、受信されたメッセージを表示するよう構成される。例えば、グループ
ベース通信チャネルの一部として第１クライアントデバイス１０１から送信されたメッセ
ージは、そのグループベース通信チャネルの他のメンバに関連付けられたクライアントデ
バイス１０１Ａ－１０１Ｎ上のユーザインタフェースディスプレイウィンドウ内で表示さ
れる。ここで説明されるように、特定のオブジェクトアップデートを示すメッセージは、
受信者クライアントデバイス１０１Ａ－１０１Ｎによって使用可能なオブジェクト識別子
と共に送信されることによって、これらメッセージを、適切なユーザディスプレイ要素の
ような適切なコンテキストと共に、及び／又は適用可能なオブジェクトと関連させて表示
する。さらに、オブジェクト識別子は、ここで説明されるように、オブジェクトサブスク
リプションに基づいて特定のクライアントデバイス１０１Ａ－１０１Ｎに仕向けられたメ
ッセージをフィルタリングするために、メッセージ配信サーバ１０７Ａ－１０７Ｎのうち
のさまざまなものによって使用可能であり得る。
【００６５】
　個別のクライアントデバイス１０１Ａ－１０１Ｎにメッセージを配信するために、メッ
セージは、メッセージ配信サーバ１０７Ａ－１０７Ｎからインタフェース計算エンティテ
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ィ１０９に送信され、これは、クライアントデバイス１０１Ａ－１０１Ｎのそれぞれに仕
向けられた全てのメッセージを仕向け、これらメッセージの全てを適切な接続（例えばウ
ェブソケット接続）を通じてクライアントデバイス１０１Ａ－１０１Ｎに送信する。
【００６６】
　さまざまな実施形態で利用される例示的装置
　それぞれのメッセージ配信サーバ１０７は、図２に示される装置２００のような１つ以
上の計算システムによって実現され得る。装置２００は、プロセッサ２０２、メモリ２０
４、入力／出力回路２０６、通信回路２０８、及びメッセージ増幅器回路２１０を含み得
る。装置２００は、図１－６についてここで説明された操作を実行するよう構成され得る
。これら要素２０２－２１０は、機能的な限定について記載されているが、具体的な実現
例は、特定のハードウェアの使用を必然的に含むことを理解されたい。これらの要素２０
２－２１０のいくつかは、同様の又は共通のハードウェアも含み得ることも理解されたい
。例えば、回路のうちの２つのセットが同じプロセッサ、ネットワークインタフェース、
記憶媒体等の使用を活用することで、それらの関連付けられた機能を実行し、重複するハ
ードウェアが回路群のそれぞれのセットごとには必要がないようにする。
【００６７】
　ある実施形態においては、プロセッサ２０２（及び／又はコプロセッサ又はプロセッサ
を補助する又はそうでなければプロセッサに関連付けられた任意の他の処理回路）は、装
置の要素の間で情報を受け渡しをするためにバスを介してメモリ２０４と通信し得る。メ
モリ２０４は、非一時的であり、例えば１つ以上の揮発性及び／又は不揮発性メモリを含
み得る。換言すれば、例えばメモリ２０４は、電子記憶装置（例えばコンピュータで読み
取り可能な記憶媒体）であり得る。メモリ２０４は、この装置が、本発明の例示的実施形
態に従ってさまざまな機能を実行できるようにするために、情報、データ、コンテンツ、
アプリケーション、命令等を記憶するよう構成され得る。
【００６８】
　プロセッサ２０２は、いくつかの異なるやり方で実現され得て、例えば独立して実行す
るよう構成された１つ以上の処理装置を含み得る。ある好ましく非限定的な実施形態では
、プロセッサ２０２は、命令の独立した実行、パイプライン処理、及び／又はマルチスレ
ッディングを可能にするようにバスを介して並列に構成された１つ以上のプロセッサを含
み得る。「処理回路」という語の使用は、装置の内部にあるシングルコアプロセッサ、マ
ルチコアプロセッサ、マルチプロセッサ、及び／又はリモートつまり「クラウド」プロセ
ッサを含むと理解されよう。
【００６９】
　いくつかの好ましい非限定的な実施形態においては、プロセッサ２０２は、メモリ２０
４に記憶された又はそうでなければプロセッサ２０２にアクセス可能である命令を実行す
るよう構成され得る。ある好ましい非限定的な実施形態においては、プロセッサ２０２は
、ハードコードされた機能を実行するよう構成され得る。よってハードウェア又はソフト
ウェアのいずれの方法によって構成されようとも、又はそれらの組み合わせによって構成
されようとも、プロセッサ２０２は、そのように構成されている間は、本発明の実施形態
による操作を実行することができるエンティティ（例えば回路として物理的に実現される
）を表し得る。代替として、他の例として、プロセッサ２０２がソフトウェア命令の実行
者として実現される時、これら命令は、命令が実行される時にプロセッサ２０２がここに
記載されたアルゴリズム及び／又は操作を実行するようにプロセッサ２０２を具体的に構
成し得る。
【００７０】
　一つの例として、プロセッサ２０２は、複数のクライアントデバイス１０１Ａ－１０１
Ｎを接続する１つ以上の通信チャネルを維持することによって、それらの間でメッセージ
の共有／配布を可能にするよう構成され得る。プロセッサ２０２は、特定の通信チャネル
内のクライアントデバイス１０１Ａ－１０１Ｎの間でのやりとりが意図されたメッセージ
が、クライアントデバイス１０１Ａ－１０１Ｎを介して提供されたそれぞれのディスプレ
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イウィンドウ内で表示されるように、それらクライアントデバイス１０１Ａ－１０１Ｎに
適切に配布されることを確実にする。
【００７１】
　さらに、プロセッサ２０２は、特定の通信チャネルでやりとりされたメッセージを、そ
の中でのメッセージの記憶及び／又はインデキシングのためにデータベースと同期化する
よう構成され得る。ある実施形態では、プロセッサ２０２は、クライアントデバイス１０
１Ａ－１０１Ｎへの配布のために、記憶された及び／又はインデキシングされたメッセー
ジをインタフェース計算エンティティ１０９に提供し得る。
【００７２】
　ある実施形態においては、装置２００は、入力／出力回路２０６を含み得て、これが今
度は、出力をユーザに提供するために、またある実施形態では、ユーザ入力の表示を受け
取るためにプロセッサ２０２と通信し得る。入力／出力回路２０６は、ユーザインタフェ
ースを備え得て、ディスプレイを含み得て、ウェブユーザインタフェース、モバイルアプ
リケーション、クライアントデバイス、キオスク等を備え得る。ある実施形態では、入力
／出力回路２０６は、キーボード、マウス、ジョイスティック、タッチスクリーン、タッ
チエリア、ソフトキー、マイクロホン、スピーカ、又は他の入力／出力機構を含み得る。
プロセッサを備えるプロセッサ及び／又はユーザインタフェース回路は、プロセッサにア
クセス可能であるメモリ（例えばメモリ２０４及び／又はその他）上に記憶されたコンピ
ュータプログラム命令（例えばソフトウェア及び／又はファームウェア）を通して１つ以
上のユーザインタフェース要素の１つ以上の機能を制御するよう構成され得る。
【００７３】
　通信回路２０８は、装置２００と通信するネットワーク及び／又は任意の他のデバイス
、回路、又はモジュールから／へデータを受信及び／又は送信するよう構成される、ハー
ドウェアか、ハードウェア及びソフトウェアの組み合わせかのいずれかで実現されるデバ
イス又は回路のような任意の手段であり得る。この点で、通信回路２０８は、有線又は無
線の通信ネットワークとの通信を可能にするネットワークインタフェースを例えば含み得
る。例えば、通信回路２０８は、１つ以上のネットワークインタフェースカード、アンテ
ナ、バス、スイッチ、ルータ、モデム、及びサポートするハードウェア及び／又はソフト
ウェア、又はネットワークを介した通信を可能にするのに適切な任意の他のデバイスを含
み得る。追加として又は代替として、通信回路２０８は、アンテナ／アンテナ群を介した
送信を行うために、又はアンテナ／アンテナ群を介して受け取られた信号の受信を扱うた
めに、アンテナ／アンテナ群と相互作用するための回路を含み得る。
【００７４】
　メッセージ増幅器回路２１０は、１つ以上のクライアントデバイス１０１Ａ－１０１Ｎ
から他のクライアントデバイス１０１Ａ－１０１Ｎに受け取られた電子メッセージ及び関
連付けられたメタデータをデータベースシャード（群）に基づいてコピー及び増幅するよ
う構成されたハードウェアを含む。メッセージ増幅器回路２１０は、これらのアクション
を実行するためにプロセッサ２０２のような処理回路を利用し得る。しかし、ある実施形
態では、メッセージ増幅器回路２１０は、ここで記載された機能を実行するための別個の
プロセッサ、特別に構成されたフィールドプログラマブルゲートアレイ（ＦＰＧＡ）、又
は特定用途向け集積回路（ＡＳＩＣ）を含み得ることも理解されたい。メッセージ増幅器
回路２１０は、これらの設計された機能を実現するハードウェア又はソフトウェアのいず
れかによって構成された装置のハードウェア要素を用いて実現され得る。
【００７５】
　ここで説明されている情報のうちの全て又は一部は、装置２００の１つ以上の要素によ
って受信され、生成され、及び／又は保持されているデータに基づき得る。ある実施形態
では、ここで説明されている機能のうちの少なくとも一部を提供するために、１つ以上の
外部システム（リモートクラウドコンピューティング及び／又はデータストレージシステ
ムのような）も活用され得る。
【００７６】
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　図３の図示された実施形態においては、インタフェース計算エンティティ１０９は、装
置３００を包含する１つ以上の計算システムによって実現される。図示された装置３００
は、プロセッサ３０１、メモリ３０３、入力／出力回路３０５、及び通信回路３０７を含
む。装置３００は、図１－６について説明された操作を実行するよう構成され得る。これ
らの要素３０１－３０７は、機能的限定について説明されているが、具体的な実現例は、
特定のハードウェアの使用を必然的に含むことを理解されたい。これら要素３０１－３０
７のあるものは、同様又は共通のハードウェアを含み得ることも理解されたい。例えば、
２セットの回路は、同じプロセッサ、ネットワークインタフェース、記憶媒体等の使用を
共に活用し得て、それらの関連付けられた機能を実行することで、重複するハードウェア
が回路のそれぞれのセットについて必要ではなくなるようにできる。
【００７７】
　ある実施形態では、プロセッサ３０１（及び／又はコプロセッサ又はプロセッサを補助
する又はそうでなければプロセッサに関連付けられた任意の他の処理回路）は、装置の要
素の間で情報を受け渡しをするためにバスを介してメモリ３０３と通信し得る。メモリ３
０３は、非一時的であり、例えば１つ以上の揮発性及び／又は不揮発性メモリを含み得る
。換言すれば、例えばメモリ３０３は、電子記憶装置（例えばコンピュータで読み取り可
能な記憶媒体）であり得る。メモリ３０３は、この装置が、本発明の例示的実施形態に従
ってさまざまな機能を実行できるようにするために、情報、データ、コンテンツ、アプリ
ケーション、命令等を記憶するよう構成され得る。例えば、メモリ３０３は、１つ以上の
グループベース通信チャネル上でやりとりされるメッセージをキャッシュすることによっ
て、プロセッサ３０１がさまざまなメッセージをクライアントデバイスに提供し得る（例
えば必要に応じて又はリクエストされた場合に）よう構成され得る。
【００７８】
　プロセッサ３０１は、いくつかの異なるやり方で実現され得て、例えば独立して実行す
るよう構成された１つ以上の処理装置を含み得る。ある好ましく非限定的な実施形態では
、プロセッサ３０１は、命令の独立した実行、パイプライン処理、及び／又はマルチスレ
ッディングを可能にするようにバスを介して並列に構成された１つ以上のプロセッサを含
み得る。
【００７９】
　いくつかの好ましい非限定的な実施形態においては、プロセッサ３０１は、メモリ３０
３に記憶された又はそうでなければプロセッサ３０１にアクセス可能である命令を実行す
るよう構成され得る。ある好ましい非限定的な実施形態においては、プロセッサ３０１は
、ハードコードされた機能を実行するよう構成され得る。よってハードウェア又はソフト
ウェアのいずれの方法によって構成されようとも、又はそれらの組み合わせによって構成
されようとも、プロセッサ３０１は、そのように構成されている間は、本発明の実施形態
による操作を実行することができるエンティティ（例えば回路として物理的に実現される
）を表し得る。代替として、他の例として、プロセッサ３０１がソフトウェア命令の実行
者として実現される時、これら命令は、命令が実行される時にプロセッサ３０１がここに
記載されたアルゴリズム及び／又は操作を実行するようにプロセッサ３０１を具体的に構
成し得る。
【００８０】
　ある実施形態においては、装置３００は、入力／出力回路３０５を含み得て、これが今
度は、出力をユーザに提供するために、またある実施形態では、ユーザ入力の表示を受け
取るためにプロセッサ３０１と通信し得る。入力／出力回路３０５は、ユーザインタフェ
ースを備え得て、ディスプレイを含み得て、ウェブユーザインタフェース、モバイルアプ
リケーション、クライアントデバイス、キオスク等を備え得る。ある実施形態では、入力
／出力回路３０５は、キーボード、マウス、ジョイスティック、タッチスクリーン、タッ
チエリア、ソフトキー、マイクロホン、スピーカ、又は他の入力／出力機構も含み得る。
【００８１】
　通信回路３０７は、装置３００と通信するネットワーク及び／又は任意の他のデバイス
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、回路、又はモジュールから／へデータを受信及び／又は送信するよう構成される、ハー
ドウェアか、ハードウェア及びソフトウェアの組み合わせかのいずれかで実現されるデバ
イス又は回路のような任意の手段であり得る。この点で、通信回路３０７は、有線又は無
線の通信ネットワークとの通信を可能にするネットワークインタフェースを例えば含み得
る。例えば、通信回路３０７は、１つ以上のネットワークインタフェースカード、アンテ
ナ、バス、スイッチ、ルータ、モデム、及びサポートするハードウェア及び／又はソフト
ウェア、又はネットワークを介した通信を可能にするのに適切な任意の他のデバイスを含
み得る。追加として又は代替として、通信回路３０７は、アンテナ／アンテナ群を介した
送信を行うために、又はアンテナ／アンテナ群を介して受け取られた信号の受信を扱うた
めに、アンテナ／アンテナ群と相互作用するための回路を含み得る。
【００８２】
　ここで説明されている情報のうちの全て又は一部は、装置３００の１つ以上の要素によ
って受信され、生成され、及び／又は保持されているデータに基づき得る。ある実施形態
では、ここで説明されている機能のうちの少なくとも一部を提供するために、１つ以上の
外部システム（リモートクラウドコンピューティング及び／又はデータストレージシステ
ムのような）も活用され得る。
【００８３】
　さらに、インタフェース計算エンティティ１０９は、グループベース通信プラットフォ
ーム１０５の境界の中で示されているが、インタフェース計算エンティティ１０９は、通
信ネットワーク１０３を介してグループベース通信プラットフォーム１０５の局面と通信
するエッジベース計算デバイスとして実現され得ることを理解されたい。そのような実施
形態は、地理的に分散されている複数のインタフェース計算エンティティ１０９を備え得
て、そのようなインタフェース計算エンティティ１０９は、それぞれのインタフェース計
算エンティティ１０９に近接した地理的範囲内にあるクライアントデバイス１０１Ａ－１
０１Ｎと通信するよう構成され得る。
【００８４】
　「回路」という語は、ハードウェア、及び、ある実施形態においてはハードウェアを設
定するためのソフトウェアを含むように広く理解されるべきである。したがって、それぞ
れの装置２００，３００の要素について、ここで用いられる「回路」という語は、ここで
記載される特定の回路に関連付けられた機能を実行するよう構成された特定のハードウェ
アを含むように理解されるべきである。例えば、ある実施形態では、「回路」は、処理回
路、記憶媒体、ネットワークインタフェース、入力／出力デバイス等を含み得る。ある実
施形態では、装置２００の他の要素は、特定の回路の機能を提供又は補充し得る。例えば
、プロセッサ２０２は、処理機能を提供し得て、メモリ２０４は、記憶機能を提供し得て
、通信回路２０８は、ネットワークインタフェース機能を提供し得る等である。同様に、
装置３００の他の要素は、特定の回路の機能を提供又は補充し得る。例えば、プロセッサ
３０１は、処理機能を提供し得て、メモリ３０３は、記憶機能を提供し得て、通信回路３
０７は、ネットワークインタフェース機能を提供し得る等である。
【００８５】
　理解されるように、任意のそのようなコンピュータプログラム命令及び／又は他のタイ
プのコードは、コンピュータ、プロセッサ又は他のプログラム可能な装置の回路にロード
されることによって、その機械上でコードを実行するコンピュータ、プロセッサ又は他の
プログラム可能な回路が、ここで説明されるものを含むさまざまな機能を実現する手段を
成すような機械が作り出される。
【００８６】
　上に説明されたように、及び本開示に基づいて理解されるように、本発明の実施形態は
、方法、モバイルデバイス、バックエンドネットワークデバイス等として構成され得る。
したがって実施形態は、ハードウェアだけを含む、又はソフトウェア及びハードウェアの
任意の組み合わせを含むさまざまな手段を備え得る。さらに、実施形態は、記憶媒体内に
実現されたコンピュータ読み取り可能なプログラム命令（例えばコンピュータソフトウェ
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ア）を有する、少なくとも１つの非一時的コンピュータ読み取り可能な記憶媒体上のコン
ピュータプログラム製品の形態をとり得る。非一時的ハードディスク、ＣＤ－ＲＯＭ、フ
ラッシュメモリ、光学記憶デバイス、又は磁気記憶デバイスを含む任意の適切なコンピュ
ータ読み取り可能な記憶媒体が利用され得る。
【００８７】
　さらに、示されていないが、グループベース通信プラットフォームのさまざまな実施形
態は、さまざまなグループベース通信チャネル内でやりとりされたメッセージを記憶及び
／又はインデキシングするよう構成された１つ以上のデータベースを備え得る。
【００８８】
　例示的データフロー
　図５－６は、個々のクライアントデバイス１０１Ａ－１０１Ｎ及びグループベース通信
プラットフォーム１０５を示すフロー図である。上述のように、さまざまな実施形態は、
グループベース通信プラットフォーム１０５が、オブジェクトアップデートについてのサ
ブスクリプションベースのデータ送信スキームの使用を通してクライアントデバイス１０
１Ａ－１０１Ｎに送信されるネットワークトラフィックの量を最小化できるようにする。
これらサブスクリプションベースのデータ送信スキームは、クライアントデバイス１０１
Ａ－１０１Ｎによるユーザアクティビティに基づいて動作することによって、クライアン
トデバイス１０１Ａ－１０１Ｎが、特定のオブジェクトが現在ユーザによって見られてい
るか、又はそうでなければユーザの現在の関心の対象であると考えられていると判断され
ると、特定のオブジェクトのアップデートをサブスクライブするようリクエストし得る。
クライアントデバイス１０１Ａ－１０１Ｎは、１つ以上のトリガイベントを利用すること
によって、サブスクライブリクエスト又はアンサブスクライブリクエストをいつ生成すべ
きかを決定し得る。
【００８９】
　クライアントデバイスの動作
　さまざまな実施形態によれば、個別のクライアントデバイス１０１Ａ－１０１Ｎは、そ
れに対してオブジェクトアップデートを提供するためにグループベース通信プラットフォ
ーム１０５からそれらクライアントデバイス１０１Ａ－１０１Ｎに送信されるネットワー
クトラフィックのレベルを求める。クライアントデバイス１０１Ａ－１０１Ｎは、ある種
の定義されたトリガイベントの検出に依拠して、どのオブジェクトアップデートがグルー
プベース通信プラットフォーム１０５から個別のクライアントデバイス１０１Ａ－１０１
Ｎに送信されなければならないかを決定し、それらクライアントデバイス１０１Ａ－１０
１Ｎは、オブジェクトアップデートについてクライアントデバイス１０１Ａ－１０１Ｎの
決定された必要を反映させるために、サブスクライブリクエスト及びアンサブスクライブ
リクエストとして実現されるサブスクリプション変更リクエストの形態をとるデータをグ
ループベース通信プラットフォーム１０５に提供する。個別のクライアントデバイス１０
１Ａ－１０１Ｎは、ユーザによる使用を常にモニタすることによって、クライアントデバ
イス１０１Ａ－１０１Ｎのグラフィカルインタフェースとのユーザのインタラクションに
基づいて、どのオブジェクトアップデートサブスクリプションが中止され、どのオブジェ
クトアップデートサブスクリプションが開始される必要があるかを決定するよう構成され
る。
【００９０】
　図５は、グループベース通信プラットフォーム１０５に関連しリアルタイムでアップト
ゥデートなオブジェクトアップデートサブスクリプションを維持するために、例示的クラ
イアントデバイス１０１によって実行されるさまざまなステップを図示する。ブロック５
０１において示されるように、クライアントデバイス１０１は、クライアントデバイス１
０１とのユーザインタラクションをモニタすることによって、ブロック５０２で示される
ように、１つ以上のオブジェクトについてトリガイベントが起こったかを検出する。
【００９１】
　トリガイベントは、クライアントデバイス１０１のユーザが特定のオブジェクトに関心
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を有することを示すさまざまなイベントのうちの任意のものであり得る。図４の例示的イ
ンタフェースの概略図を簡単に参照すれば、トリガイベントは、インタフェース内での特
定のペインをスクロールすることによって、オブジェクトの表示がユーザインタフェース
の可視部分の境界を横切って、隠れた部分４０３（例えばインタフェースの視野の外）か
ら可視部分４０２（例えばインタフェースの視野の中）に動き、サブスクライブリクエス
トを開始し、又はその反対をすること（可視部分４０２から隠れた部分４０３への動き）
でアンサブスクライブリクエストを開始することであり得る。他の例として、トリガイベ
ントは、あるディスプレイと他のディスプレイとの間で移動することであり得る（例えば
クライアントデバイスに、新しく選択されたディスプレイ内の１つ以上のオブジェクトに
ついてサブスクライブリクエストを開始するようにし、クライアントデバイスに、選択さ
れていないディスプレイ内の１つ以上のオブジェクトについてアンサブスクライブリクエ
ストを開始するようにさせること）。その中に１つ以上のオブジェクトを有するチャネル
を選択すること、オブジェクトの統合されたリスティングを選択すること、クライアント
デバイスにおいて特定のデータタイプを受信する（例えばウェブソケット接続、ＲＴＭ接
続、及び／又はその他を介して）こと、及び／又はその他のような、他のトリガイベント
は、サブスクリプション変更リクエストを開始するのに利用され得るトリガイベントのさ
らなる例である。
【００９２】
　図５を再び参照して、サブスクライブリクエストを開始するためのトリガイベントを検
出すると、クライアントデバイス１０１は、ブロック５０３で示されるように、そのよう
なサブスクライブリクエストを生成する。これらサブスクライブリクエスト（後述するア
ンサブスクライブリクエストと共に）は、トリガイベントの発生が検出されると生成され
るので、クライアントデバイス１０１は、サブスクリプション変更リクエストを動的に生
成することによって、メッセージ配信サーバ１０７Ａ－１０７Ｎが、クライアントデバイ
ス１０１についてのサブスクリプションリスティングを備えるアップトゥデートなサブス
クリプションデータを保持するよう構成される。サブスクリプション変更リクエストの動
的生成を通して、クライアントデバイス１０１は、クライアントデバイス１０１（及びク
ライアントデバイスのユーザ）にとって現在関心がある特定のオブジェクトに関連するオ
ブジェクトアップデートだけがクライアントデバイス１０１に送信されることを確実にす
る。これは、グループベース通信プラットフォーム１０５及びクライアントデバイス１０
１の間で送信されるオブジェクトアップデートデータの量を最小化する。
【００９３】
　ある実施形態では、サブスクライブリクエストは、リクエスト識別子（レスポンスを最
初のリクエストと一致させるためにあとで利用され得る）、サブスクライブタイプ（例え
ばどのようにリクエスト／レスポンスがクライアントデバイス１０１及びメッセージ配信
サーバ１０７Ａ－１０７Ｎの間でルーティングされるかを示し得る、及び／又はサブスク
ライブリクエストがどのタイプのオブジェクトに関連するかを示し得る）、及びサブスク
リプションがリクエストされるオブジェクト及び／又はそれらオブジェクトの他の特性を
特定するサブスクリプションマップ（例えばバージョン識別子／番号）を備える。サブス
クリプションマップは、さまざまな実施形態によるアレイにおいて提供され得る。ある実
施形態では、サブスクリプションリクエストは、メッセージ配信サーバ１０７Ａ－１０７
Ｎにおいて付加的であり、したがってサブスクリプションマップは、サブスクリプション
がリクエストされている新しいオブジェクトのリスティングだけを含み得る。サブスクリ
プションマップ内に含まれているリスティングは、ここで説明されるように、メッセージ
配信サーバ１０７Ａ－１０７Ｎにおいて既存のリスティングに付加される。しかし、ある
実施形態においては、サブスクリプションマップは、排他的であることによって、サブス
クリプションマップは、メッセージ配信サーバ１０７Ａ－１０７Ｎにおいてサブスクリプ
ションリクエストが受信されると、クライアントデバイス１０１によってサブスクライブ
された既存のオブジェクトのリスティングを上書きし得ることを理解されたい。
【００９４】
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　ブロック５０４で示されるように、構築されたサブスクリプションリクエストは、グル
ープベース通信プラットフォーム１０５に送信され、ここでそれは、記憶及び使用のため
に、メッセージ配信サーバ１０７Ａ－１０７Ｎに仕向けられる。図５では示されていない
が、メッセージ配信サーバ１０７Ａ－１０７Ｎは、サブスクライブリクエストが成功／不
成功だったことを示す別個のレスポンスを送信し得て、これは、任意のオブジェクトアッ
プデートを受信する前にクライアントデバイス１０１によって受信され得る。そのような
実施形態においては、クライアントデバイス１０１は、レスポンスがサブスクライブリク
エストが不成功だったことを示す場合においては、新しいサブスクライブリクエストを生
成し得る。
【００９５】
　いったんサブスクライブリクエストがメッセージ配信サーバ１０７Ａ－１０７Ｎによっ
て成功してアクセプトされたなら、メッセージ配信サーバ１０７Ａ－１０７Ｎは、クライ
アントデバイス１０１のローカルデータストレージエリア内に記憶されたオブジェクトデ
ータが最新でないと判断すると（例えばクライアントデバイス１０１に記憶され、サブス
クリプション変更リクエスト内で反映されたオブジェクトデータのバージョン識別子が、
メッセージ配信サーバ１０７Ａ－１０７Ｎに記憶された最新のバージョン識別子と一致し
ないと判断すると）、オブジェクトアップデートをクライアントデバイス１０１に提供す
る。クライアントデバイス１０１は、ブロック５０５で示されるように、ローカルデータ
ストレージエリア内のそれらのオブジェクトアップデートを受信及び記憶し、ブロック５
０６で示されるように、クライアントデバイス１０１のグラフィカルディスプレイを介し
て表示されたそれらオブジェクトの視覚化インジケータに適切なアップデートを提供する
。
【００９６】
　再びブロック５０２を参照すれば、オブジェクトについてのアンサブスクライブトリガ
イベント（例えばオブジェクトをディスプレイの非可視部分に移動させること）を検出す
ると、クライアントデバイス１０１は、ブロック５０７で示されるように、アンサブスク
ライブリクエストを生成する。ある実施形態では、アンサブスクライブリクエストは、リ
クエスト識別子（レスポンスを最初のリクエストと一致させるためにあとで利用され得る
）、アンサブスクライブタイプ（例えばどのようにリクエスト／レスポンスがクライアン
トデバイス１０１及びメッセージ配信サーバ１０７Ａ－１０７Ｎの間でルーティングされ
るかを示し得る、及び／又はアンサブスクライブリクエストがどのタイプのオブジェクト
に関連するかを示し得る）、及びアンサブスクライブリクエストが関連するオブジェクト
のリスティングを備える。オブジェクトのリスティングは、ある実施形態では、アレイに
おいて提供され得る。いったんアンサブスクライブリクエストがクライアントデバイス１
０１においてアセンブルされると、クライアントデバイス１０１は、ブロック５０８で示
されるように、アンサブスクライブリクエストをグループベース通信プラットフォーム１
０５に送信し、ここでそれは、摂取され、メッセージ配信サーバ１０７Ａ－１０７Ｎに提
供される。
【００９７】
　ある実施形態では、アンサブスクリプションリクエストは、メッセージ配信サーバ１０
７Ａ－１０７Ｎにおいて付加的であり、したがってオブジェクトのリスティングは、アン
サブスクライブリクエストが提供されている新しいオブジェクトのリスティングだけを含
む。ある実施形態では、メッセージ配信サーバ１０７Ａ－１０７Ｎのデフォルト動作は、
特定のオブジェクトについてアンサブスクライブ状態であり、したがってアンサブスクラ
イブリクエストは、メッセージ配信サーバ１０７Ａ－１０７Ｎが、特定のクライアントデ
バイス１０１についてメッセージ配信サーバ１０７Ａ－１０７Ｎにおいて保持されている
サブスクリプションリストからリストされたオブジェクトを除去するようにし得る。
【００９８】
　ある実施形態においては、クライアントデバイス１０１をグループベース通信プラット
フォーム１０５から切断すること及び／又は再接続することは、クライアントデバイス１
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０１を、クライアントデバイスのサブスクリプションリスト内に含まれる全てのサブスク
リプションからアンサブスクライブするよう動作する（例えばクライアントデバイス１０
１から送信された別個のアンサブスクライブリクエストのあるなしにかかわらず）。例え
ば、切断イベントの後に、クライアントデバイス１０１がグループベース通信プラットフ
ォーム１０５に再接続されると、クライアントデバイス１０１は、切断イベントの前に存
在した以前に確立されたサブスクリプションの全てについてのアンサブスクライブリクエ
ストを生成及び送信し得る。他の例として、クライアントデバイス１０１がグループベー
ス通信プラットフォーム１０５に再接続されると、メッセージ配信サーバ１０７Ａ－１０
７Ｎは、クライアントデバイス１０１を、切断イベントの前に存在していた全ての以前に
確立されたサブスクリプションから自動的にアンサブスクライブし得る。これは、クライ
アントデバイスのサブスクリプションリストの中に残っている任意の外部の（extraneous
）サブスクリプションをクリーンアップするよう動作し得て、それによりクライアントデ
バイス１０１がグループベース通信プラットフォーム１０５と再接続する時に、関連する
サブスクリプションだけが更新される。図５に関連して説明される方法に従って示される
ように、再接続すると、クライアントデバイス１０１は、トリガイベントが検出される（
例えばオブジェクトインジケータがディスプレイの視野の中にあることを検出すること及
び／又はその他）オブジェクトについてだけ、サブスクリプションリクエストを生成する
。
【００９９】
　メッセージ配信サーバの動作
　図６は、ある実施形態によるサブスクリプション変更リクエストについてメッセージ配
信サーバ１０７Ａ－１０７Ｎによって実行されるステップの例示的セットを示す。ブロッ
ク６０１で示されるように、メッセージ配信サーバ１０７Ａ－１０７Ｎは、サブスクリプ
ション変更リクエストを１つ以上のクライアントデバイス１０１Ａ－１０１Ｎから受信す
る。これらリクエストは、送信元クライアントデバイス１０１の身元を示すメタデータと
共に受信され、それによってメッセージ配信サーバ１０７Ａ－１０７Ｎは、送信元クライ
アントデバイス１０１Ａ－１０１Ｎについてのサブスクリプションリストを適切にアップ
デートし得る。さらに、それらサブスクリプション変更リクエストは、リクエスト識別子
（メッセージ配信サーバ１０７Ａ－１０７Ｎにおいて生成されたレスポンスを、クライア
ントデバイス１０１において生成された初期リクエストと関連付けるのに用いられ得る）
、リクエストタイプ（例えば、中でも、そのリクエストがサブスクライブ又はアンサブス
クライブリクエストのどちらであるか、及びどのタイプのオブジェクトにそのリクエスト
が関するのかを示し得る）、及びリクエストが関連するオブジェクトのリスティングを備
えるアレイを備え得る。具体的な例として、リクエストタイプは、リクエストがファイル
アップデートについてのサブスクライブリクエストであることを示し得て、含まれるアレ
イは、リクエストが関連する特定のファイル（群）を特定するデータを備え得る。さらに
他の例として、リクエストは、そのリクエストがユーザアップデートについてのアンサブ
スクライブリクエストであることを示し得て、含まれるアレイは、そのリクエストが関連
する特定のユーザ（群）を特定するデータを備え得る。オブジェクトアップデートは、ア
ップデートが関連するオブジェクトのタイプ及びアップデートが関連するオブジェクトの
身元を特定する１つ以上の識別子と共に配信サーバ１０７Ａ－１０７Ｎから送信されるの
で、リクエストの中に含まれるデータは、メッセージ配信サーバ１０７Ａ－１０７Ｎが、
クライアントデバイス１０１Ａ－１０１Ｎに送信されたオブジェクトアップデートにフィ
ルタを適用させるのに十分であり得る。
【０１００】
　図６のブロック６０２で示されるように、メッセージ配信サーバ１０７Ａ－１０７Ｎは
、クライアントデバイス１０１についてのサブスクリプションリストを、受け取られたサ
ブスクリプション変更リクエストに基づいてアップデートする。上述のように、特定のク
ライアントデバイス１０１Ａ－１０１Ｎについてメッセージ配信サーバ１０７Ａ－１０７
Ｎにおいて記憶されているサブスクリプションリストは付加的であり、それによりサブス
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クリプションリストをアップデートすることは、あるクライアントデバイスのサブスクリ
プションについて非重複的オブジェクトを、クライアントデバイスに固有のサブスクリプ
ションリストに追加することを含む。
【０１０１】
　ある実施形態においては、メッセージ配信サーバ１０７Ａ－１０７Ｎは、サブスクリプ
ションリストをアップデートする前に、単一のクライアントデバイス１０１から受け取ら
れたサブスクライブリクエスト及びアンサブスクライブリクエストを比較するよう構成さ
れ、それにより、サブスクリプションリストに対して正味の変化をきたさないであろうサ
ブスクライブリクエスト及びアンサブスクライブリクエストの組み合わせは、サブスクリ
プションリストをアップデートする前にキャンセルされ得る。具体的な例として、もし既
存のサブスクリプションリストが、クライアントデバイス１０１がオブジェクトＡをサブ
スクライブしていることを示すなら、メッセージ配信サーバ１０７Ａ－１０７Ｎは、オブ
ジェクトＡに関連するアンサブスクライブリクエスト及びサブスクライブリクエストの両
方をそれから受け取り、これらは全体としては、オブジェクトＡのアップデートへの連続
したアンサブスクリプション（unsubscription）に続くリサブスクリプション（resubscr
iption）を結果として生じ、メッセージ配信サーバ１０７Ａ－１０７Ｎは、これらリクエ
ストをキャンセルし得るが、それは、アンサブスクライブ及びサブスクライブイベントの
正味の結果は、オブジェクトＡについてのサブスクリプションの現状を維持することにな
るからである。
【０１０２】
　さらにある実施形態においては、メッセージ配信サーバ１０７Ａ－１０７Ｎは、特定の
クライアントデバイス１０１Ａ－１０１Ｎについて最大数の同時サブスクリプションを実
現し得る。よって少なくとも実質的に同時のサブスクライブ及びアンサブスクライブリク
エストを受信する時、メッセージ配信サーバ１０７Ａ－１０７Ｎは、サブスクライブリク
エストに基づいて新しいサブスクリプションを追加する前に、アンサブスクライブリクエ
ストに基づいて、サブスクリプションリストをアップデートするよう構成され得る。さら
にそのような実施形態においては、メッセージ配信サーバ１０７Ａ－１０７Ｎは、最大許
容数のサブスクリプションを超えるサブスクリプションの合計数になるようなサブスクラ
イブリクエストを拒否するよう構成され得る。他の実施形態においては、メッセージ配信
サーバ１０７Ａ－１０７Ｎは、サブスクリプションの合計数がサブスクリプションの最大
数を超えるサブスクライブリクエストを拒否せずに、その代わりにクライアントデバイス
１０１を、サブスクリプションリストの中の最も古いサブスクリプションから自動的にア
ンサブスクライブすることによって、サブスクライブリクエスト内の新しくリクエストさ
れたサブスクリプションを含むサブスクリプションの合計数が、クライアントデバイス１
０１のサブスクリプションの最大数と同じかそれ未満に維持されるようにし得る。
【０１０３】
　アップデートされたサブスクリプションリストに基づいて、メッセージ配信サーバ１０
７Ａ－１０７Ｎは、ブロック６０３に示されるように、オブジェクトアップデートをクラ
イアントデバイス１０１Ａ－１０１Ｎに配布する。これらオブジェクトアップデートは、
インタフェース計算エンティティ１０９を通して提供され得て、このエンティティは、そ
れらオブジェクトアップデートを適切なクライアントデバイス１０１Ａ－１０１Ｎに渡す
よう構成され得る。ある実施形態においては、例えば、切断から回復するためにクライア
ントデバイス１０１をグループベース通信プラットフォーム１０５に再接続した後に、メ
ッセージ配信サーバ１０７Ａ－１０７Ｎは、全ての適切なオブジェクトアップデートがク
ライアントデバイス１０１に提供されることによって、オブジェクトアップデートを最新
の状態にすることを確実にするようさらに構成され得る。
【０１０４】
　さらに図６には不図示であるが、メッセージ配信サーバ１０７Ａ－１０７Ｎは、サブス
クリプション変更リクエストが成功したか不成功だったかを示すメッセージを、クライア
ントデバイス１０１に送信するよう構成され得る。これらの応答するメッセージ（リクエ
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スト識別子に基づいてオリジナルリクエストと関連付けられ得る）は、ある実施形態にお
いては、任意のオブジェクトアップデートデータからは別個に送信され得る。他の実施形
態においては、応答するメッセージは、クライアントデバイス１０１に送信されたオブジ
ェクトアップデートメッセージに追加される（例えば連結される）ことによって、サブス
クリプション変更リクエストが成功したという表示をクライアントデバイス１０１に提供
し得る。
【０１０５】
　ある実施形態においては、クライアントデバイス１０１において生成されたサブスクリ
プション変更リクエストは、グループベース通信プラットフォーム１０５からデータを受
け取るためにクライアントデバイス１０１によって利用される特定の接続メカニズムつい
て固有である。例えば、クライアントデバイス１０１がグループベース通信プラットフォ
ーム１０５を持つ１つ以上のウェブソケット接続を介してデータを受け取る実施形態にお
いては、サブスクリプション変更リクエストは、１つ以上のウェブソケット接続のそれぞ
れについて独立してクライアントデバイス１０１において生成される。よってクライアン
トデバイス１０１及びグループベース通信プラットフォーム１０５が全体として複数のウ
ェブソケット通信をそれらの間に維持する実施形態においては（例えば別個のディスプレ
イ、チャネル、及び／又はその他をサポートする）、それぞれのウェブソケット接続は、
クライアントデバイス１０１から送信され、メッセージ配信サーバ１０７Ａ－１０７Ｎに
よって処理されたサブスクリプション変更リクエストに基づいて維持される対応するサブ
スクリプションリストを有し得る。
【０１０６】
　さらにある実施形態においては、メッセージ配信サーバ１０７Ａ－１０７Ｎは、宛先ク
ライアントデバイス１０１Ａ－１０１Ｎが１つ以上のメッセージを既に受信しているか、
又はメッセージが依然としてそれらの宛先クライアントデバイス１０１Ａ－１０１Ｎに送
信されなければならないかを決定するよう構成される。そのような機能は、通信切断の後
のクライアントデバイス１０１Ａ－１０１Ｎ及びグループベース通信プラットフォーム１
０５の間の再接続の間に特に関連し得る。そのような場合、メッセージ配信サーバ１０７
Ａ－１０７Ｎは、クライアントデバイス１０１Ａ－１０１Ｎがそこに記憶されるアップト
ゥデートなメッセージを示すデータを有するためには、どのメッセージ（又は他のデータ
）がクライアントデバイス１０１Ａ－１０１Ｎに送信されなければならないかを決定する
よう構成され得る。例えばメッセージ配信サーバ１０７Ａ－１０７Ｎは、特定のオブジェ
クトについて特定のクライアントデバイス１０１Ａ－１０１Ｎに提供された最後のメッセ
ージを示すデータ（例えばクライアントデバイス１０１Ａ－１０１Ｎに提供されたオブジ
ェクトのバージョン識別子を示すデータ）を、特定のオブジェクトについて生成された全
てのメッセージを示すデータ（例えば特定のオブジェクトについての最新バージョン識別
子を示すデータ）と比較し得る。メッセージ配信サーバ１０７Ａ－１０７Ｎは、どのメッ
セージ（もしあれば）がクライアントデバイス１０１Ａ－１０１Ｎに提供されるべきであ
って、それによってそれらクライアントデバイス１０１Ａ－１０１Ｎが、サブスクライブ
されたオブジェクトについてオブジェクトアップデートについて十分に最新の状態にある
ようにできるか、クライアントデバイス１０１Ａ－１０１Ｎ上に記憶されているそれらサ
ブスクライブされたオブジェクトを示すそのようなデータが十分に現在のものであるよう
にできるかをそれから判断し得る。
【０１０７】
　インタフェース計算エンティティの動作
　一般に、インタフェース計算エンティティ１０９は、メッセージ、オブジェクトアップ
デート、及び／又はその他をクライアントデバイス１０１Ａ－１０１Ｎ及びメッセージ配
信サーバ１０７Ａ－１０７Ｎの間でリレーするよう構成される。メッセージが、クライア
ントデバイス１０１Ａ－１０１Ｎに配布されるべくメッセージ配信サーバ１０７Ａ－１０
７Ｎから受信される時、インタフェース計算エンティティ１０９は、宛先クライアントデ
バイス１０１Ａ－１０１Ｎとの適切なウェブソケット接続を特定し、それらメッセージを
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適切なクライアントデバイス１０１Ａ－１０１Ｎに渡すよう構成される。ある実施形態で
は、アサインされた宛先クライアントデバイス１０１Ａ－１０１Ｎでインタフェース計算
エンティティ１０９において受信されたメッセージ（オブジェクトアップデート）は、こ
こで説明されたサブスクリプション方法に従って既にフィルタリングされていて、よって
インタフェース計算エンティティ１０９は、特定のクライアントデバイス１０１が、イン
タフェース計算エンティティ１０９において受信されたオブジェクトアップデートをサブ
スクライブしたかを判断する必要がない。さらに、インタフェース計算エンティティ１０
９は、特定のクライアントデバイス１０１がその特定のクライアントデバイス１０１に宛
先が設定されたメッセージを既に受信したかを判断する必要がない。そのような実施形態
では、インタフェース計算エンティティ１０９は、メッセージをメッセージ配信サーバ１
０７Ａ－１０７Ｎ及びクライアントデバイス１０１Ａ－１０１Ｎの間で単に届けるよう動
作する。
【０１０８】
　ここで説明されたたように、インタフェース計算エンティティ１０９は、クライアント
デバイス１０１Ａ－１０１Ｎのうちのそれぞれと１つ以上のウェブソケット接続（又は他
のデータ送信接続）を維持するよう構成され得る。同様に、インタフェース計算エンティ
ティ１０９は、メッセージ配信サーバ１０７Ａ－１０７Ｎとの１つ以上のバックエンド接
続を維持するよう構成され、それによってオブジェクトアップデート及び／又は他のメッ
セージがクライアントデバイス１０１Ａ－１０１Ｎ及びメッセージ配信サーバ１０７Ａ－
１０７Ｎの間で届けられることを可能にする。
【０１０９】
　さらに、ある実施形態においては、メッセージ配信サーバ１０７Ａ－１０７Ｎを参照し
てここで説明された１つ以上の機能は、インタフェース計算エンティティ１０９によって
実行され得ることを理解されたい。例えば、ある実施形態のインタフェース計算エンティ
ティ１０９は、１つ以上のクライアントデバイス１０１Ａ－１０１Ｎについてのサブスク
リプションデータを保持し得て、及び／又はインタフェース計算エンティティ１０９は、
サブスクライブされたオブジェクトについてクライアントデバイス１０１Ａ－１０１Ｎに
おいて記憶されるオブジェクトに関連するデータが完全に最新であるかを判断し得る。よ
って、グループベース通信プラットフォーム１０５のさまざまな機能を実行するとしてこ
こで説明された計算エンティティの性質は、ある種の構成に限定される必要はないことを
理解されたい。
【０１１０】
　結論
　多くの改変及び他の実施形態には、本開示が関連する技術における当業者なら、前述の
記載及び関連する図面において提示された教示を利用し、想到することができよう。した
がって、本開示は、開示された特定の実施形態に限定されるべきではなく、改変及び他の
実施形態は、添付の特許請求の範囲の範囲内に含まれるよう意図されていると理解される
べきである。ここでは特定の語が採用されているが、それらは一般的な叙述的な意味で用
いられているのに過ぎず、限定を目的としたものではない。
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