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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　実行可能命令を含んで構成された一つ以上のコンピューティングシステムの制御下で、
　コンテキストメニューを呼び出すために、電子デバイスのディスプレイ上の位置で長押
しの入力を受信することと、
　前記位置に対応する第１オブジェクトを判断することと、
　ユーザによって以前に選択された第２オブジェクトと前記第１オブジェクトとの間の類
似点を判断することと、
　前記類似点に基づいて前記第１オブジェクトに関して実行される可能性の高い複数のア
クションを表す複数のアクション識別子を特定することと、
　前記長押しの入力に応答して、前記ディスプレイに前記コンテキストメニューとして前
記位置の少なくとも一部の周囲に放射パターンで前記複数のアクション識別子をユーザに
提示することと、
　前記複数のアクション識別子の提示に引き続いて、前記ディスプレイ上の前記位置から
第２位置へ長押しの入力の移動を判断することと、
　前記第２位置での長押しの入力の取り除きで前記複数のアクション識別子の一つの前記
アクション識別子を特定することと、
　特定した前記アクション識別子のアクションの実行を引き起こすことと、を含む、コン
ピュータ実施方法。
【請求項２】
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　前記アクションが、メッセージの送信、前記第１オブジェクトのソーシャルネットワー
キングサイトもしくはプラットフォームへのポスト、前記第１オブジェクトへのコメント
の追加、前記第１オブジェクトの獲得、前記第１オブジェクトと同様のオブジェクトの検
索、前記第１オブジェクトのセットへの追加、前記第１オブジェクトのセットからの取り
除き、前記第１オブジェクトの報告、前記第１オブジェクトに関するアクションをとった
他のユーザの特定、前記第１オブジェクトのデバイスへの保存、または前記第１オブジェ
クトのダウンロードの少なくとも一つである、請求項１に記載のコンピュータ実施方法。
【請求項３】
　前記アクションがリモートアクションを含むことを決定することと、
　アクション情報をリモートコンピューティングリソースに送信することと、をさらに含
む、請求項１に記載のコンピュータ実施方法。
【請求項４】
　前記アクショ識別子は、ユーザに関連するセットに前記第１オブジェクトを追加するア
クションを意味し、
　前記第１オブジェクト及び前記アクション識別子に対応するアクション命令を含むアク
ション情報をリモートコンピューティングリソースに送信する、請求項１に記載のコンピ
ュータ実施方法。
【請求項５】
　前記第１オブジェクトは画像であり前記アクショ識別子は前記画像を含むメッセージの
送信を意味し、
　前記第１オブジェクト及び前記アクション識別子に対応するアクション命令を含むアク
ション情報をリモートコンピューティングリソースに送信する、請求項１に記載のコンピ
ュータ実施方法。
【請求項６】
　一つ以上のプロセッサと、
　前記一つ以上のプロセッサに連結されており、プログラム命令を記憶するメモリと、を
備えており、前記プログラム命令が、前記一つ以上のプロセッサによって実行されたとき
に、前記一つ以上のプロセッサに、少なくとも、
　ディスプレイ上に表示される第１オブジェクトに対応する位置でコンテキストメニュー
の呼び出しをユーザから受信させ、
　ユーザによって以前に選択された第２オブジェクトと前記第１オブジェクトとの間の類
似点を判断させ、
　前記類似点に基づいて前記第１オブジェクトに関して実行される可能性の高い複数のア
クションを表す複数のアクション識別子を特定させ、
　ユーザの入力に応答して、前記位置の少なくとも一部の周囲に放射パターンで前記複数
のアクション識別子を含む前記コンテキストメニューをディスプレイに送信させ、
　前記ディスプレイに前記コンテキストメニューが送信されたことに引き続いて、前記デ
ィスプレイ上の前記位置から第２位置へ入力の移動を判断させ、
　少なくとも前記入力の移動に基づいて、前記複数のアクション識別子から選択されたア
クション識別子を受信させ、
　前記選択されたアクション識別子の決定に応答して前記アクションを実行させる、コン
ピューティングシステム。
【請求項７】
　前記プログラム命令が、前記一つ以上のプロセッサによって実行されたときに、さらに
、前記一つ以上のプロセッサに、少なくとも、
　前記アクションに対応する複数のアクションオプションを決定させ、
　前記選択されたアクション識別子の前記位置の少なくとも一部の周囲に放射パターンで
前記複数のアクションオプションの各々についての、複数のアクションオプション識別子
をディスプレイに送信させ、
　前記複数のアクションオプション識別子からの選択されたアクションオプション識別子
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を判断させ、
　前記選択されたアクションオプション識別子に関する前記アクションの実行を引き起こ
させる、請求項６に記載のコンピューティングシステム。
【請求項８】
　前記プログラム命令が、前記一つ以上のプロセッサによって実行されたときに、さらに
、前記一つ以上のプロセッサに、少なくとも、
　前記アクションに対応し、第一の選択の見込みを有する第一のアクションオプションを
決定させ、
　前記アクションに対応し、第二の選択の見込みを有する第二のアクションオプションを
決定させ、
　前記複数のアクションオプションが前記第一のアクションオプション及び前記第二のア
クションオプションを含む、請求項７に記載のコンピューティングシステム。
【請求項９】
　前記プログラム命令が、前記一つ以上のプロセッサによって実行されたときに、さらに
、前記一つ以上のプロセッサに、少なくとも、
　前記アクションがリモートアクションであることを判断させ、
　前記第１オブジェクト及び前記アクションの識別を含むアクション情報をリモートコン
ピューティングリソースに送信させる、請求項６に記載のコンピューティングシステム。
【請求項１０】
　第１オブジェクトに対応するコンテキストメニューを呼び出すための位置の入力をユー
ザから受信することと、
　ユーザによって以前に選択された第２オブジェクトと前記第１オブジェクトとの間の類
似点を判断することと、
　前記類似点に基づいて前記第１オブジェクトに関して実行される可能性の高い複数のア
クションを表す複数のアクション識別子を決定することと、
　前記入力に応答して、前記位置の少なくとも一部の周囲に放射パターンで決定した前記
複数のアクション識別子を含む前記コンテキストメニューを前記ユーザに提示することと
、
　前記コンテキストメニューを前記ユーザに提示したことに引き続いて、前記複数のアク
ション識別子から一つのアクション識別子の選択を受信することと、
　前記アクション識別子の選択に応答して、前記アクション識別子に対応するアクション
を実行することと、を含む、コンピュータ実施方法。
【請求項１１】
　前記コンテキストメニューの提示が、
　前記コンテキストメニューの呼び出しを受信した前記入力の近似位置に入力識別子を提
示することと、
　前記入力識別子から第一の距離に、前記複数のアクション識別子の各々を放射パターン
で提示することと、を含む、請求項１０に記載のコンピュータ実施方法。
【請求項１２】
　前記入力が、デバイスのタッチベースのディスプレイにおける入力デバイスの長押しで
ある、請求項１０に記載のコンピュータ実施方法。
【請求項１３】
　前記入力の位置に少なくとも部分的に基づいて前記第１オブジェクトを決定することを
さらに含む、請求項１０に記載のコンピュータ実施方法。
【請求項１４】
　前記第１オブジェクトに関する前記アクションが実行され、ディスプレイ上の前記複数
のオブジェクトのうちの他のオブジェクトに関する前記アクションは実行されない、請求
項１３に記載のコンピュータ実施方法。
【請求項１５】
　前記アクションが、メッセージの送信、前記第１オブジェクトのソーシャルネットワー
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キングサイトもしくはプラットフォームへのポスト、前記第１オブジェクトへのコメント
の追加、前記第１オブジェクトの獲得、前記第１オブジェクトと同様のオブジェクトの検
索、前記第１オブジェクトのセットへの追加、前記第１オブジェクトのセットからの取り
除き、、前記第１オブジェクトの報告、前記第１オブジェクトに関するアクションをとっ
た他のユーザの特定、前記第１オブジェクトのデバイスへの保存、または前記第１オブジ
ェクトのダウンロードの少なくとも一つである、請求項１０に記載のコンピュータ実施方
法。
 
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
関連出願の相互参照
　本願は、その全体が参照により本明細書に組み入れられる、２０１３年７月１６日に出
願された「Ｏｂｊｅｃｔ　Ｂａｓｅｄ　Ｒａｄｉａｌ　Ｍｅｎｕ　Ｃｏｎｔｒｏｌｓ」と
題された米国仮出願第６１／８４７，０７８号、及びその全体が参照により本明細書に組
み入れられる、２０１４年７月１５日に出願された「Ｏｂｊｅｃｔ　Ｂａｓｅｄ　Ｃｏｎ
ｔｅｘｔｕａｌ　Ｍｅｎｕ　Ｃｏｎｔｒｏｌｓ」と題された米国実用出願第１４／３３１
，８３７号の利益を主張するものである。
【背景技術】
【０００２】
　人々は、コンピュータ及び他の電子デバイスと新規かつ興味深い方法でますます相互作
用するようになっている。処理能力、接続性及び位置追跡が増進するにつれて、電子デバ
イスが、多くの日常的な活動に普及し、使用されるようになってきた。例えば、人々は、
多くの場合に、少し例を挙げると、製品を探す、ビデオを見る、音楽を聴く、調査する、
デジタル及び物理的製品を買う（「電子商取引」）、並びにニュースを受け取るために電
子デバイスを使用する。他の使用は、ソーシャルコミュニティ、友人及び家族との通信、
写真撮影、並びに多くの他のことを含む。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００３】
【特許文献１】米国特許公開第２０１１／０２０２８７９号
【発明の概要】
【０００４】
　詳細な説明は、添付の図面を参照して記述される。図面において、ある参照数字の最も
左の数字（複数可）は、その参照数字が初めて出現する図面を特定する。異なる図面にお
ける同じ参照数字の使用は、同様のまたは同一のアイテムを示す。
【図面の簡単な説明】
【０００５】
【図１Ａ】実施に従う、オブジェクトに関するコンテキストメニューを提示するための実
施例のユーザインターフェースのブロック図である。
【図１Ｂ】実施に従う、展開されたコンテキストメニューのブロック図である。
【図２】ネットワークを通じて通信的に接続されたサーバシステム及びクライアントデバ
イスを含む実例の環境の絵図である。
【図３】実施に従う、オブジェクトに関するコンテキストメニューを提示するための実施
例のユーザインターフェースのブロック図である。
【図４】実施に従う、セット及びオブジェクト識別子の実施例の構造のブロック図である
。
【図５】実施に従う、オブジェクト識別子をユーザに提示するための実施例のユーザイン
ターフェースのブロック図である。
【図６】実施に従う、実施例のコンテキストメニュー処理を図示する。
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【図７】さまざまな実施に従い使用することができる実施例のコンピューティングデバイ
スを図示する。
【図８】図７に図示するなどのコンピューティングデバイスのコンポーネントの実施例の
構成を図示する。
【図９】さまざまな実施に使用することができるサーバシステムの実例の実施の絵図であ
る。
【発明を実施するための形態】
【０００６】
　実施を一実施例として本明細書に記述するが、当業者は、その実施が、記述する実施例
または図面に限定されないことを認識する。図面及びその詳細な説明が、開示する特定の
形態に実施を限定することは意図せず、むしろ、その意図が、添付の特許請求の範囲によ
って定義されるような趣旨及び範囲内に収まるすべての変更、均等物及び代替物を含むこ
とを理解すべきである。本明細書に使用される見出しは、組織的な目的のみのためのもの
であり、説明または特許請求の範囲の範囲を限定するのに使用されることは意味しない。
本願全体を通して使用される「することができる」という用語は、義務的な意味（すなわ
ち、必須の意味）ではなく、許可的な意味（すなわち、可能性を有するという意味）にお
いて使用される。同様に、「を含む」、「を含んでいる」及び「を含む（主語が三人称単
数）」という用語は、それを含むがそれに限定されないことを意味する。
【０００７】
　本開示は、一部分において、オブジェクトがそこを通じて提示されるアプリケーション
及び／またはプログラムとは無関係のコンテキストメニューを利用して、オブジェクトに
おけるアクションをユーザがとることができるシステム及び方法を記述する。例えば、ユ
ーザは、コンピューティングデバイスのディスプレイ上のオブジェクト（例えば、画像）
を視認し、コンテキストメニューを呼び出し、コンテキストメニューが提供する利用可能
なアクションの群からアクションを選択し、選択したオブジェクトにおけるそのアクショ
ンを実行させることができる。さらなる詳細については後述するように、アクション及び
／またはコンテキストメニューそれ自体は、オブジェクトがそこを通じて提示されるアプ
リケーションと無関係にすることができる。同じ様に、アクションは、デバイスにローカ
ルにおいて実行できるし、かつ／またはデバイスからリモートにおいても実行できる。
【０００８】
　図１Ａは、実施に従う、オブジェクトに関するコンテキストメニューを提示するための
実施例のユーザインターフェースのブロック図である。図１Ａに関して提示する実施例は
、コンテキストメニュー１２０をユーザに提示し、ユーザによるアクション識別子の選択
に基づいたアクションの実行を起動するための一つの実施を図示する。この実施例におい
て、ユーザＡｄａｍは、タッチベースのディスプレイ１０２を含むポータブルコンピュー
ティングデバイス１００を利用して、複数の画像１０４、１０６、１０８、１１０、１１
２を視認することができる（各画像は、本明細書に論じるような「オブジェクト」の実施
例である）。オブジェクトは、例えば、ニュースフィード、ソーシャルネットワーキング
アプリケーション、ビデオ、フォトビューア、電子メールアプリケーション、インターネ
ットブラウザなどの任意のアプリケーションを利用するユーザに提示することができる。
ユーザＡｄａｍは、オブジェクトを視認しながら、ポータブルコンピューティングデバイ
ス１００のディスプレイ１０２上に指または他の入力デバイスを置き、一定の時間（例え
ば、２秒）入力デバイスをディスプレイ１０２にタッチさせたままにすることによって、
鮫の画像１０４などのオブジェクトのうちの一つを選択することができる（この選択のプ
ロセスは、本明細書において「長押し」と言及される）。オブジェクトの選択及び／また
は、長押しは、コンテキストメニューを呼び出すための呼び出しコマンドとみなすことも
できる。呼び出しコマンドに応答して、一つ以上のアクション識別子１２２Ａ～１２２Ｄ
を含むコンテキストメニュー１２０をユーザに提示することができる。この実施例におい
て、各アクション識別子は、図形の円によって表される。他の実施において、アクション
識別子１２２は、任意のタイプの図形または他のユーザが識別可能な形状、位置、色彩、
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音声などを使用して提示することができる。同じ様に、この実施例は四つのアクション識
別子を含むが、他の実施は、追加のまたは四つよりも少ないアクション識別子を含むこと
ができる。いくつかの実施において、アクション識別子は、逐語的に、画像を使用してま
たはテキストと画像との組み合わせにおいて表すことができる。
 
【０００９】
　ディスプレイへのタッチ入力以外のまたはそれに追加したアクションを使用して、オブ
ジェクトを選択し、かつ／またはコンテキストメニューを呼び出すことができる。例えば
、ユーザは、提示されたオブジェクトの上方に規定の距離をおいて指（または、他の入力
デバイス）を空中静止し、その空中静止を検出させることができる。別の実施例において
、ユーザの頭部及び／または眼球の画像を捕捉して処理し、ユーザの注視方向及び選択と
して利用される注視方向を判定することができる。
【００１０】
　アクション識別子は、選択されたオブジェクトにおいて実行することができる一つ以上
のアクションを示すことができる。例えば、アクションは、オブジェクトを含むメッセー
ジの送信（例えば、電子メール、ショートメッセージシステム（ＳＭＳ）、マルチメディ
アメッセージシステム（ＭＭＳ））、オブジェクトのソーシャルネットワーキングサイト
またはプラットフォームへのポスト、オブジェクトへのコメントの追加、オブジェクトの
獲得、同様のオブジェクトの検索、オブジェクト管理サービス（後述する）によってユー
ザのために保持されているセットへのオブジェクトの追加、オブジェクト管理システムに
よってユーザのために保持されているセットからのオブジェクトの取り除き、オブジェク
トの促進、オブジェクトに関するアクションをとった他のユーザの特定、オブジェクトの
報告（例えば、オブジェクト管理システムに対して攻撃的なオブジェクトの報告）、オブ
ジェクトのデバイスへの保存、オブジェクトのダウンロードなどであり得る。後述するよ
うに、アクションは、デバイスにローカルにおいても、かつ／またはリモート位置（例え
ば、オブジェクト管理サービス）においても実行できる。
【００１１】
　いくつかの実施において、コンテキストメニューの一部として提示されるアクション及
び対応するアクション識別子は、コンテキスト依存的であってもよく、ユーザの身元、ユ
ーザによって選択された先のアクション、オブジェクト、ユーザによって選択された先の
オブジェクト、及び／またはオブジェクトとユーザとの関係性などの一つ以上に基づいて
決定することができる。それ故に、コンテキストメニューは、提示されるたびに、ユーザ
、ユーザの進行中の及び／または過去の活動、選択されたオブジェクトなどに応じて異な
ってもよい。
【００１２】
　例えば、ユーザによる先のアクションの選択、ユーザ定義の嗜好、現在選択されている
オブジェクトに類似する、ユーザによって選択された先のオブジェクトにおいて実行され
るアクションなどを、コンテキストメニューの一部として提示するための一つ以上のアク
ション識別子を選択するためのものとして考慮及び利用することができる。一つの実施例
において、重み関数を使用してアクション及び対応するアクション識別子を決定し、ユー
ザにコンテキストメニューを提示することができる。重み関数は、ユーザによって選択さ
れた過去のアクション、及びアクションが最後に実行されてからの時間に基づいて各アク
ションに定められる減衰重み値を考慮することができる。同じ様に、コンテキストメニュ
ーが呼び出された所と同じまたは同様の提示領域においてユーザによって実行される任意
のアクションに追加の重みを与えることができる。次に、先のアクションの重み値の各々
を合計し（いろいろな時に実行された同じアクションを組み合わせる）、最も高い重み値
を持つアクションをコンテキストメニューの一部としてユーザに提示してもよい。他の実
施において、現在選択されているオブジェクトを、（例えば、画像認識アルゴリズムを使
用して）処理し、ユーザによって以前に選択された他のオブジェクトと比較し、現在選択
されているオブジェクトと高い類似点を有する先のオブジェクトにおいて実行されたアク
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ションに追加の重みを与えることができる。
【００１３】
　いくつかの実施において、コンテキストメニューは、選択されたオブジェクトを特定も
し、かつ／または受信した入力の近似位置を特定する入力識別子も含むことができる。例
えば、呼び出しコマンドの位置は、ユーザの指の下の入力識別子１２３によって図１Ａに
示される。アクション識別子は、ユーザによる選択が容易になるように、入力識別子の周
囲にかつそれから規定の距離をおいて提示され得る。例えば、図１Ａに図示するように、
アクション識別子は、その各々が、入力識別子の周囲に放射パターンにおいて入力識別子
から規定の距離をおいて提示され得る。他の実施において、入力識別子は、異なる構成及
び／または向きにおいて提示されてもよい。
【００１４】
　コンテキストメニュー１２０が提示されると、次に、ユーザは、指（または、他の入力
デバイス）をタッチベースのディスプレイ１０２から取り除き、かつ／または指（または
、他の入力デバイス）を、ディスプレイに沿ってアクション識別子１２２Ａ～１２２Ｄの
うちの一つにスライドさせることによって、アクション識別子１２２Ａ～１２２Ｄを選択
することができる。この選択は例えば、アクション識別子を長押しする（例えば、一定の
時間（例えば、２秒）指の位置を、アクション識別子を覆って置いたままにする）、また
は指をディスプレイから取り除き、指をディスプレイから取り除いたときに指が位置して
いたアクション識別子を選択することによって行われる。例えば、ユーザＡｄａｍは、指
を、アクション識別子１２２Ａを覆うように移動し、指をディスプレイから取り除くこと
によって、オブジェクト管理サービスによってユーザのために保持されているセットにオ
ブジェクトを追加することに関連するアクション識別子１２２Ａを選択することができる
。
 
【００１５】
　コンテキストメニューの呼び出しと同様に、例えば、注視検出、空中静止などの他の入
力も、アクション識別子を選択するために利用することができる。
【００１６】
　アクション識別子の選択を受信すると、選択されたアクション識別子に対応するアクシ
ョンが起動され得る。この実施例において、アクションの起動は、アクション情報をオブ
ジェクト管理サービスに送信することを含む。アクション情報は、オブジェクト、ユーザ
情報、アクションコマンド及び／またはオブジェクトについての選択的に追加された情報
（例えば、オブジェクトのソース、オブジェクト権の保有者など）を含むことができる。
【００１７】
　オブジェクト管理サービスは、アクション情報を受信すると、特定されたアクションを
実行することができる。この実施例において、オブジェクト管理サービスは、オブジェク
トに関するオブジェクト識別子を生成し、生成されたオブジェクト識別子を、オブジェク
ト管理サービスによってユーザのために保持されているセットに関連付けることができる
。いくつかの実施において、図１Ｂに関して後述するように、アクション識別子の選択に
おいて、選択されたアクションに対応する一つ以上のアクションオプションが確定され、
対応するアクションオプション識別子が選択のためにユーザに提示される。
【００１８】
　議論の目的のために、本明細書に使用される「オブジェクト識別子」は、オブジェクト
を特定する一つ以上の情報のアイテムの集合である。オブジェクト識別子は、図形表現、
可聴表現またはオブジェクトの他の表現などのオブジェクトに関する表現、ユーザによっ
て理解されるオブジェクトに関するコンテキスト、ユーザによって提供されるオブジェク
トの記述、オブジェクトについての静的情報、オブジェクトについての補足的情報、オブ
ジェクトが属するセット（後述する）、オブジェクトのソース、オブジェクト識別子がそ
こから生成された任意の親オブジェクト識別子、他の同様のオブジェクト識別子の任意の
識別の任意の組み合わせを含むことができる。認識されるように、追加のまたはより少な
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い情報のアイテムを、オブジェクト識別子に含ませることができる。
【００１９】
　コンテキストは、ユーザによって理解されるようなオブジェクトについての情報を示す
。コンテキストは、オブジェクト識別子を生成したユーザにとってそのオブジェクトが何
故重要であるかを説明する。いくつかの実施において、コンテキスト（複数可）は、ユー
ザによって直接に提供されたものでもよいし、またはユーザによって提供されるもしくは
ユーザについての他の情報に基づいて決定されてもよい。オブジェクトについての静的情
報は、オブジェクトについての変わらない任意の情報であってもよい。そのような情報は
、ユーザ、他のユーザ、外部ソース並びに／または本明細書に記述する方法及びシステム
によって提供することができる。
【００２０】
　本明細書に使用される補足的情報は、オブジェクトの表現、オブジェクト識別子及び／
またはセットに関連付けることができる任意の追加情報であってもよい。いくつかの実施
において、補足的情報は、外部ソース、ユーザによって定期的に更新することができ、か
つ／またはオブジェクト識別子と相互作用するユーザによって実行できるアクションを含
む。例えば、補足的情報は、オブジェクトの位置のローカルの気象を含むことができる。
ユーザがオブジェクト識別子を視認するときに、補足的情報は、その位置の現在の気象、
またはユーザが訪問する計画がある時間帯のその場所の予報の気象を示すように自動的に
更新することができる。
【００２１】
　オブジェクト識別子に関連する補足的情報は、一つまたは複数のソースによって提供す
ることができる。例えば、オブジェクト識別子によって特定されるオブジェクトがテレビ
受像機である場合には、オブジェクトのソースは、テレビ受像機の製造業者であるソニー
であってもよい。ソニーは、例えば、寸法、重量、特徴などのテレビ受像機についての補
足的情報を提供することができる。テレビ受像機の再販売業者などの他の外部ソースも、
オブジェクトに関連付けられた補足的情報を提供することができる。例えば、テレビ受像
機の各販売業者は、価格、位置、営業時間などを特定する補足的情報を提供することがで
きる。
【００２２】
　本明細書に記述する方法及びシステムによって、さらに、ユーザは、オブジェクト識別
子を「セット」に組織化することによって、オブジェクトを管理、検索、共有及び探索す
ることができる。例えば、ユーザは、一つ以上のセットを生成し、オブジェクトに関する
コンテキストメニューから選択されたアクションの受信に応答して、セットに自動的に関
連するユーザが選択したオブジェクトを表すオブジェクト識別子を有することができる。
通常、「セット」は、ユーザによって生成されたオブジェクト識別子の集合である。一つ
の実施において、各セットは、ゼロ（空集合）を含む任意の数のオブジェクト識別子を含
むことができる。オブジェクト識別子は、一つまたは多くのセットに関連付けられてもよ
い。一つの実施において、オブジェクト識別子は、一つのセットのみに関連付けられても
よい。
【００２３】
　ユーザは、オブジェクト識別子を生成し、コンテキストメニューとの相互作用、及びオ
ブジェクトをセットに追加するという選択を通じてそれらをセットに追加することができ
る。「オブジェクト」は、表現することができる何かであってもよい。例えば、ユーザは
、コンテキストメニューと相互作用して、テレビ番組、画像、物理的オブジェクト、音声
、におい、ウェブページ、位置、デジタルオブジェクトなどに関するオブジェクト識別子
を生成することができる。ユーザによって提供または特定された表現によって生成された
オブジェクト識別子は、親オブジェクト識別子の関係があるとみなされる。既存のオブジ
ェクト識別子に基づいて生成されたオブジェクト識別子は、子オブジェクト識別子とみな
される。オブジェクト識別子は、任意の数の親及び／または子オブジェクト識別子を有す
ることができる。さらに後述するように、オブジェクト識別子間の関係性（例えば、親と
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子）は、保持され、これによりユーザは、他のオブジェクトを探索し、オブジェクト識別
子によって表現されるオブジェクトのソースを知ることができる。
【００２４】
　図１Ｂは、実施に従う、提示されたコンテキストメニューからのアクションの選択にお
いて、アクションオプション識別子を提示するための実施例のユーザインターフェースの
ブロック図である。いくつかの実施において、ユーザがアクション識別子を選択すると、
一つ以上のアクションオプションが決定され、対応するアクションオプション識別子１２
２Ｂ１～１２２Ｂ３が選択のためにユーザに提示される。図１Ｂに図示する実施例は三つ
のアクションオプション識別子を示すが、他の実施では、より少ないまたはより多いアク
ションオプション、及びユーザに提示される対応するアクションオプション識別子が存在
してもよい。
【００２５】
　アクションオプションは、選択されたアクションに対応する任意のオプションであって
もよい。例えば、オブジェクト管理サービスによってユーザのために保持されているセッ
トにオブジェクトを追加するアクションをユーザが選択した場合には、アクションオプシ
ョンは、オブジェクト管理サービスによってユーザのために保持されている、オブジェク
トを追加できる種々のセットを特定することができる。例えば、ユーザが二つ以上のセッ
トを生成した場合には、オブジェクト管理サービスは、ユーザによって選択される可能性
が最も高いセットを決定し、それらのセットを表すアクションオプション識別子を、選択
のためにユーザに提示することができる。
【００２６】
　例証するために、図１Ａを再び簡単に参照すると、ユーザが、鮫の画像１０４を選択し
、オブジェクト管理サービスによってユーザのために保持されているセットに鮫の画像を
追加するアクションを選択した場合には、オブジェクト管理サービスは、選択された画像
を追加するためにユーザによって選択される可能性が最も高い、ユーザに関連するセット
（アクションオプション）を決定することができる。それらのアクションオプションを表
すアクションオプション識別子を、ユーザに提示することができる。例えば、オブジェク
ト管理サービスによってユーザのために保持される五つのセットをユーザが生成し、一つ
目のセットが魚の画像を含有し、二つ目のセットがビルディングの画像を含有し、三つ目
のセットが水の特徴の画像を含有し、四つ目のセットが犬の画像を含有し、五つ目のセッ
トが車の画像を含有する場合には、オブジェクト管理サービスは、それらのセットのうち
の、選択された画像を関連付けることをユーザが所望する可能性が最も高いセットを決定
することができる。セットの決定は、様々な技術を使用して遂行することができる。例え
ば、オブジェクト管理サービスは、選択された画像（例えば、メタデータ）、ユーザが画
像に追加した最後のセット、セットについてのメタデータ、セットに関連するオブジェク
ト識別子、セットに関連する画像、選択された画像についてのコンテキスト情報、オブジ
ェクト管理サービスによってユーザのために保持されているセットなどについての情報を
考慮することができる、
【００２７】
　実施例に戻ると、オブジェクト管理サービスは、魚の画像を含有するセット及び水の特
徴の画像を含有するセットが、選択された画像の追加に関する最も可能性が高いセットで
あることを決定することができる。決定に基づいて、それらのセットを表すアクションオ
プション識別子（アクションオプション）を、選択のためにユーザに提示することができ
る。例えば、アクションオプション識別子１２２Ｂ１は、魚の画像を含むセットに対応し
、アクションオプション識別子１２２Ｂ２は、水の特徴の画像を含むセットに対応するこ
とができる。アクションオプション識別子１２２Ｂ３は、選択されたアクションに対応す
る他の利用可能なアクションオプションを選択するためにユーザが選択可能なメニューオ
プションを表すことができる。
【００２８】
　ユーザは、アクションの選択と同様にアクションオプション識別子を選択することがで
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きる。例えば、ユーザは、長押しを使用してディスプレイ画面上のアクションオプション
の表示にタッチし、かつ／またはユーザは、選択されたアクション識別子１２２Ｂから所
望するアクションオプション識別子１２２Ｂ１～１２２Ｂ３に指１１０（または、他の入
力デバイス）をスライドさせることができる。アクションオプションのユーザによる選択
は、アクションオプションの長押し、アクションオプションを覆うように指を位置させた
後にディスプレイから取り除くこと、注視検出、指をアクションオプションの上方で空中
静止させることなどによって行うことができる。
 
【００２９】
　アクションオプションを選択すると、選択されたアクション及び対応するアクションオ
プションに関する選択されたアクションが実行される。いくつかの実施では、アクション
オプションが提示された場合でさえも、ユーザは、アクションオプションを選択しなくて
もよく、代わりに、提示されるアクションオプションが全くないかのようにアクションを
起動することができる。前述の実施例に継続し、ユーザの指は依然としてディスプレイ上
の選択されたアクション識別子の位置にあるが、ユーザは、指をディスプレイから取り除
くことによって、選択されたアクションを起動することができる。そのような実施におい
て、アクションは、オブジェクト及び選択されたアクションオプションについて実行され
るのではなく、選択されたオブジェクトに関して起動される。例えば、選択されたアクシ
ョンが、オブジェクト管理サービによってユーザのために保持されているセットにオブジ
ェクトを追加するアクションである場合には、ユーザがアクションオプションを選択せず
にアクションを起動するときに、ユーザによって保持されているセットのリストまたは他
の提示を選択のためにユーザに提示することができる。次に、ユーザは、オブジェクトが
関連付けられるセットを選択することができる。
【００３０】
　ユーザがアクションを実行しないことを決定した場合には、指（または、他の入力デバ
イス）を、コンテキスト識別子を含まない領域に移動させることによって、コンテキスト
メニューをキャンセルすることができる。例えば、図１Ｂを参照すると、アクションオプ
ション１２２の選択またはアクションの起動ではなく、ユーザは、指をディスプレイ上に
おいて下向きにスライドさせることによって、コンテキストメニューをキャンセルし、提
示から取り除くことができる。
【００３１】
　図２は、ネットワーク２０８を通じて通信的に接続された、ユーザ２０１（１）、２０
１（２）～２０１（Ｎ）などのユーザ２０１、一つ以上のサーバコンピュータ２０２（１
）、２０２（２）～２０２（Ｎ）を含むサーバシステム２０２、クライアントデバイス２
０４（１）、２０４（２）、２０４（３）～２０４（Ｎ）などの一つ以上のクライアント
デバイス２０４、及びサービス提供２０６（１）、レストラン２０６（２）、ウェブサイ
ト２０６（３）、ユーザ２０６（４）、小売店２０６（Ｎ）などの一つ以上の外部ソース
２０６を含む実例の環境２００の絵図である。認識されるように、任意の数及び／または
タイプのサーバシステム２０２、クライアントデバイス２０４及び／または外部ソース２
０６が、環境２００内に含まれてもよく、図２に図示するものは単なる例示にすぎない。
同じ様に、任意の数のユーザ２０１が環境２００内に含まれてもよい。議論の目的のため
に、「ユーザ」という用語は、サーバシステム２０２、クライアントデバイス２０４及び
／またはオブジェクト管理サービス２１０（後述する）と相互作用する個人を指すものと
して本明細書に使用される。
【００３２】
　ネットワーク２０８は、ローカルエリアネットワーク、公衆交換電話網（ＰＳＴＮ）な
どの広域ネットワーク、ケーブルテレビネットワーク、衛星ネットワーク、ネットワーク
の集合、公衆インターネットプロトコルネットワーク、プライベートインターネットプロ
トコルネットワーク、またはそれらの組み合わせを含むことができる。さらに、ネットワ
ーク２０８は、有線、無線またはその二つの組み合わせであってもよい。サーバシステム
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２０２は、マッピングデータストア２１２、オブジェクト識別子データストア２１４、セ
ットデータストア２１６、ソースデータストア２１８、及びユーザプロファイルデータス
トア２２０も含むことができる。さらに後述するように、データストアは、データのスト
レージ及び取得のために使用されるリスト、アレイ、データベース及び他のデータ構造を
含むことができる。同じ様に、本開示は、複数のデータストアを記述するが、いくつかの
実施において、データストアは、単一のデータストアとして構成されてもよいし、複数の
データストアとして構成されてもよい。
【００３３】
　マッピングデータストア２１２、オブジェクト識別子データストア２１４、セットデー
タストア２１６、ソースデータストア２１８、及びユーザプロファイルデータストア２２
０は、サーバシステム２０２と統合されてもよいし、別な様にサーバシステム２０２と通
信的に連結してもよい。例えば、マッピングデータストア２１２、オブジェクト識別子デ
ータストア２１４、セットデータストア２１６、ソースデータストア２１８、及びユーザ
プロファイルデータストア２２０の一つ以上は、リモートコンピューティングリソース（
図示せず）に位置し、サーバシステム２０２と通信的に連結されてもよい。いくつかの実
施において、マッピングデータストア２１２、オブジェクト識別子データストア２１４、
セットデータストア２１６、ソースデータストア２１８、及びユーザプロファイルデータ
ストア２２０は、一つ以上のＣＤ－ＲＷ／ＤＶＤ－ＲＷドライブ、ハードディスクドライ
ブ、テープドライブ、光学ドライブ、またはデジタルコンテンツ及び情報を記憶するのに
利用される他のストレージデバイスを含むことができる。サーバシステム２０２は、独立
して、またはマッピングデータストア２１２、オブジェクト識別子データストア２１４、
セットデータストア２１６、ソースデータストア２１８及びユーザプロファイルデータス
トア２２０とともに、コンテキストメニューを通じたオブジェクトにおけるアクションの
ユーザ起動に応答するオブジェクト管理サービス２１０を提供することができる。例えば
、オブジェクト管理サービス２１０は、デバイス２０４からアクション情報を受信し、そ
れらのアクションを実行することができる。
【００３４】
　いくつかの実施において、サーバシステム２０２は、一つ以上の外部ソース２０６と情
報をやり取りするようにも構成できる。外部ソース２０６は、オブジェクト識別子及び／
またはオブジェクトの表現を補足するのに使用できる、サービス、製品または情報を提供
する任意のタイプの事業体及び／または個人（複数可）を含むことができる。例えば、外
部ソース２０６は、例えば、ローカルの気象、時刻、その場所のストリーミングビデオな
どのサービス提供２０６（１）、レストラン２０６（２）、ウェブサイト２０６（３）、
ユーザ２０６（４）、及び例えば、玩具店、食料品店、インターネット商取引（電子商取
引）店、書店などの小売店２０６（Ｎ）を含むことができる。外部ソースは、事業所など
の固定位置（複数可）、外部ソースの現在の位置に応じて変わり得る位置（例えば、ハイ
キングガイド、モバイルヘルスプロバイダー）、または特定の場所をもたない位置（例え
ば、デジタルまたはバーチャルビジネス）に関連付けることができる。ウェブサイト２０
６（３）などのデジタルまたはバーチャルビジネスは、任意の形態の電子商取引、または
補足的情報を提供できる他のデジタル提供を含む。
【００３５】
　例えば、電子商取引サイトは、オブジェクトに関するコンテキストメニューのユーザに
よる呼び出しに応答して（例えば、オブジェクトにおける長押しを受信して）、オブジェ
クトに関するコンテキストメニューを提示するコードを含むことができる。ユーザは、ウ
ェブサイトを視認するときに、コンテキストメニューを呼び出し、選択されたオブジェク
トにおけるアクションを起動することができ、そのアクションはオブジェクト管理サービ
スによってオブジェクトを表すオブジェクト識別子を生成することと、そのオブジェクト
識別子をオブジェクト管理サービスによってそのユーザのために保持されているセットに
関連付けることとを含むことができる。
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【００３６】
　いくつかの実施において、外部ソース２０６は、オブジェクト管理サービス２１０と相
互作用し、ユーザのためのオブジェクト識別子を形成するためにその後に使用できる補足
的情報とともに、オブジェクトに関する表現を提供することができる。例えば、外部ソー
ス２０６がテレビ放送局である場合には、テレビ放送局は、放送番組、コマーシャルなど
のための図形表現を提供することができる。放送局は、とりわけ、番組及び／またはその
番組において示されるオブジェクトについての情報（例えば、俳優、製作品、場所、ジャ
ンル、年度、設定）、放送局についての情報などを含み得る、それらの番組についての他
の補足的情報も提供することができる。ユーザが番組に関するコンテキストメニュー（オ
ブジェクト）、または番組において示されるオブジェクトを呼び出すときに、補足的情報
をオブジェクト管理サービスによって利用して、オブジェクトに関するリクエストされた
アクションを実行することができる。
【００３７】
　外部ソースは、補足的情報の一つ以上のアイテムを定期的に更新することもできる。そ
れらの更新は、外部ソースによって提供された表現及び／または補足的情報を含むオブジ
ェクト識別子に反映される。
【００３８】
　図２に戻ると、クライアントデバイス２０４は、パーソナルコンピュータ、タブレット
コンピュータ、電子ブックリーダデバイス、ラップトップコンピュータ、デスクトップコ
ンピュータ、ネットブック、携帯情報端末（ＰＤＡ）、ポータブルゲーム機、スマートフ
ォンもしくは携帯電話機などの無線通信デバイス、セットトップボックス、ゲームコンソ
ール、カメラ、オーディオレコーダもしくはプレーヤ、またはそれらの任意の組み合わせ
を含むことができる。本明細書に示す実施に関して記述するように、サーバシステム２０
２は、ユーザ、アクションコマンド、オブジェクト、コンテキストメニュー、セット、表
現、オブジェクト識別子についての情報、他のそのような情報を含むデータ及び情報をク
ライアントデバイス２０４とやり取りするように構成される。例えば、オブジェクト管理
サービス２１０は、アクション命令、ユーザ識別及びオブジェクトを受信するようにサー
バシステム２０２を通じて相互作用し、受信されたオブジェクトにおいてリクエストされ
たアクションを実行することができる。
【００３９】
　同じ様に、ユーザ２０１は、クライアントデバイス２０４を通じてオブジェクト管理サ
ービス２１０と相互作用し、オブジェクト識別子及びオブジェクト識別子のセットを生成
、探索及び視認し、オブジェクト識別子によって特定されたオブジェクトについての情報
を取得（または、獲得）し、コンテキストメニューが提供する利用可能なアクションの実
行を起動し、コンテキストメニューが提供する利用可能なアクションを修正し、かつ／ま
たは他者と通信することができる。
【００４０】
　いくつかの実施において、コンテキストメニューは、オブジェクト管理サービス２１０
にアクセスするのに使用されるクライアントデバイス２０４に基づいて、異なるように提
示することができる。例えば、クライアントデバイス２０４がディスプレイスペース及び
／または性能が限定されたポータブルデバイスである場合には、コンテキストメニューは
、削減された情報（例えば、テキスト記述のない図形の識別子のみ）を表示することがで
きる。対照的に、クライアントデバイス２０４が大きなディスプレイを持つラップトップ
、デスクトップ、テレビ受像機または他のデバイスである場合には、各アクション識別子
の簡単な記述などの追加情報を提示することができる。同じ様に、コンテキストメニュー
は、デバイス２０４の性能に応じた種々のアクションを通じて呼び出すことができる。例
えば、デバイスがタッチベースのディスプレイを含む場合には、コンテキストメニューは
、長押しまたは他のタッチベースのアクションを通じて呼び出すことができる。デバイス
がタッチベースのディスプレイを含まない場合には、コンテキストメニューは、別の入力
コンポーネント（例えば、マウス、キーボード）の使用を通じて呼び出すことができる。
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【００４１】
　マッピングデータストア２１２は、オブジェクト識別子間の関係性、セット、ユーザ、
表現、及び補足的情報を提供する外部ソースについての情報を記憶する。例えば、各オブ
ジェクト識別子についての、オブジェクト識別子によって表されるオブジェクトのソース
へのリンクまたは他の参照が保持される。同じ様に、オブジェクト識別子が別のオブジェ
クト識別子からユーザのセットに追加された場合には、ユーザのセットと保持されている
オブジェクト識別子との関係性に加えて、先のオブジェクト識別子（親）と現在のオブジ
ェクト識別子とのリンクも保持される。いくつかの実施において、複数のオブジェクト識
別子間の関係性、または現在のオブジェクト識別子が生成された元になる親オブジェクト
識別子をその各々が表すリンクのチェーンが存在してもよい。
【００４２】
　例えば、ユーザＡは、エンパイア・ステート・ビルディングを表すオブジェクト識別子
を生成し、ユーザＡによって選ばれたエンパイア・ステート・ビルディングの画像（表現
）を含ませることができる。そのオブジェクト識別子は、「休暇で訪ねたビルディングＩ
」と名付けられたオブジェクト識別子のユーザＡのセットに関連付けることができる。ユ
ーザＡは、オブジェクト識別子についての記述も提供し、補足的情報をオブジェクト識別
子に関連付け、かつ／またはコンテキストをオブジェクト識別子に関して構築することが
できる。
【００４３】
　ユーザＢは、ユーザＡのオブジェクト識別子を視認し、ユーザＡのオブジェクト識別子
を長押しすることによってコンテキストメニューを呼び出し、ユーザＡのオブジェクト識
別子から独自のオブジェクト識別子を生成するためのアクションを選択し、生成されたオ
ブジェクト識別子をオブジェクト識別子のユーザＢのセットのうちの一つに追加すること
ができる。この実施例において、ユーザＡのオブジェクト識別子から、エンパイア・ステ
ート・ビルディングの表現を含む、ユーザＢのための新規のオブジェクト識別子が生成さ
れ、これがユーザＢのセットのうちの一つに関連付けられる。ユーザＢは、ユーザＡによ
って提供された記述を利用してもよいし、自身の記述を追加してもよい。オブジェクト管
理サービス２１０は、ユーザＢがオブジェクト識別子に追加した、セットについての情報
、ユーザＢによって選出もしくは追加された記述、及び／またはユーザＢの観点からのオ
ブジェクト識別子に意味を提供するユーザＢのオブジェクト識別子に関するコンテキスト
をオブジェクト管理サービス２１０が決定できる他の情報に基づいて、ユーザＢのオブジ
ェクト識別子に関するコンテキストを決定することができる。他の実施において、ユーザ
Ｂは、コンテキストを提供することができる。ユーザＡのオブジェクト識別子とユーザＢ
のオブジェクト識別子との間のリンクまたは他の関係性が、マッピングデータストア２１
２内に保持される。
 
【００４４】
　オブジェクト識別子データストア２１４は、オブジェクト管理サービス２１０によって
生成された各オブジェクト識別子についての情報を保持する。例えば、オブジェクト管理
サービス２１０は、各オブジェクト識別子についての、オブジェクト識別子内に含まれる
表現、オブジェクト識別子が関連付けられているセット、オブジェクト識別子を生成した
ユーザ、オブジェクト識別子に関するコンテキスト、任意のユーザが提供したオブジェク
ト識別子についての記述、オブジェクト識別子に関連する任意の補足的情報、オブジェク
ト識別子内に含まれる表現のソース、及び情報をそこから取得した任意の親オブジェクト
識別子に関する情報をオブジェクト識別子データストア２１４に記憶することができる。
オブジェクト識別子についての追加の記述は、図４に関して後述する。
【００４５】
　セットデータストア２１６は、オブジェクト管理サービス２１０のユーザによって構築
された各セットについての情報を含む。前述のように、セットは、ユーザによって選択及
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び／または生成されたオブジェクト識別子の集合である。セットは、いかなるオブジェク
ト識別子も含まない空集合であってもよい。同じ様に、任意の数のオブジェクト識別子を
セットに関連付けることができる。各セットについてのセットデータストア２１６は、セ
ットを生成したユーザ、セットに関するコンテキスト、セットに関するカテゴリ、任意の
ユーザが提供したセットに関する記述、セットに関連する任意の静的情報、及びセットに
関連するオブジェクトの識別を特定する情報を記憶する。セットについての追加の記述は
、図４に関して後述する。
【００４６】
　ソースデータストア２１８は、オブジェクト管理サービス２１０によって管理されたオ
ブジェクト識別子によって表されるオブジェクトのソースについての情報、及び／または
一つ以上のオブジェクトの表現に関連する補足的情報を提供する外部ソースについての情
報を記憶する。いくつかの実施例において、ソースは、オブジェクト識別子を生成するた
めのオブジェクト（例えば、画像）をそこから取得したウェブサイトであってもよい。
【００４７】
　ソースデータストア２１８は、これらに限定されないが、ソースネーム、ソースがオブ
ジェクト管理サービス２１０によって検証されたか否か、ソースによって提供された情報
のタイプ、ソースに関連する表現の識別などを含む各ソースについての任意の形態の情報
を含むことができる。
【００４８】
　ユーザプロファイルデータストア２２０は、オブジェクト管理サービス２１０のユーザ
２０１についての情報を記憶する。任意のタイプの情報を、ユーザプロファイルデータス
トア２２０に記憶することができる。例えば、属性、氏名、住所、性別、ブラウズ履歴、
オブジェクト識別子履歴、セット履歴、ソーシャルネットワーク、及び／またはユーザ２
０１が相互作用している友人などのユーザプロファイル情報を、ユーザプロファイルデー
タストア２２０に記憶することができる。ユーザプロファイル情報は、ユーザ２０１によ
って直接提供されてもよいし、かつ／またはオブジェクト管理サービス２１０と相互作用
しているとき（例えば、ユーザがオブジェクト管理サービス２１０を試しているときのク
リックストリームデータ）、セットを視認、生成もしくはそれと相互作用しているとき、
オブジェクト識別子を視認、生成もしくはそれと相互作用しているとき、及び／もしくは
オブジェクト管理サービス２１０を通じて友人もしくはソーシャルコミュニティと情報を
共有しているときに、クライアントデバイス２０４のユーザ２０１から収集してもよい。
いくつかの実施において、ユーザ情報は、外部ソースから取得することができる。例えば
、ユーザプロファイル情報は、これもユーザが加入している第三者（例えば、電子商取引
ウェブサイト、ソーシャルネットワーク）であって、その第三者に提供された及び／また
はその第三者によって収集されたいくつかまたはすべてのユーザプロファイル情報を共有
することを同意した第三者から取得することができる。いくつかの実施において、オブジ
ェクト管理サービス２１０のユーザは、そのユーザのユーザプロファイル内に含まれる情
報量を制限し、そのユーザのユーザプロファイル情報へのアクセスを制限し、かつ／また
は必要であれば、そのユーザのユーザプロファイル情報のうちの共有する情報を制限する
ことを選ぶことができる。
【００４９】
　マッピング、オブジェクト識別子、セット、ソース及びユーザについての情報の保持に
加えて、オブジェクト管理サービス２１０は、使用情報をユーザ２０１及び／または外部
ソース２０６に戻すことができる。例えば、オブジェクト管理サービス２１０は、サーバ
システム２０２とクライアントデバイス２０４との間の通信を通じて、使用情報をユーザ
２０１に戻すことができる。そのような情報は、最近に視認、生成または追加されたオブ
ジェクト識別子の識別、ユーザのセットを視認した他者の識別、オブジェクト識別子など
を含むことができる。同じ様に、オブジェクト管理サービス２１０は、サーバシステム２
０２と外部ソース２０６との間の通信を通じて、情報を外部ソース２０６に提供すること
ができる。そのような情報は、外部ソース２０６、外部ソースが関連付けられているオブ
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ジェクトに関する補足的情報に関連付けられ、それを提供できる他の外部ソースなどに関
連付けられているオブジェクトの表現についての分析論を含むことができる。
【００５０】
　図３は、実施に従う、インターフェース３５０に示されるオブジェクトに関するコンテ
キストメニューを呼び出すための、ユーザに関する能力を含む、ＷａｌｄｏのＢｌｏｇ３
５２である外部ウェブサイトのユーザインターフェース３５０の実施例を提供する。さま
ざまな実施において、外部ウェブサイトは、オブジェクトに関するコンテキストメニュー
をユーザが呼び出すことができるコードを含むことができる。例えば、外部ウェブサイト
は、そのウェブサイト内にジャバスクリプトコードを含むことができ、これにより、ユー
ザがオブジェクトを長押ししたときに、選択されたオブジェクトにおけるアクションを実
行するためのコンテキストメニューがユーザに提供される。他の実施において、ユーザは
、コンテキストメニューに関する呼び出しを受信し、ユーザが選択したアクションを起動
するアプリケーションのプラグイン（例えば、ブラウザのプラグイン）をインストールす
ることができる。なおも他の実施において、ブラウザまたは他のアプリケーションは、コ
ンテキストメニューを呼び出すことができ、ブラウザアプリケーションの一部としてコン
テキストメニューに関するコードを含むように構成することができる。最後に、いくつか
の実施において、クライアントデバイス２０４のオペレーティングシステムは、選択され
たオブジェクトに関するコンテキストメニューを呼び出すためのコードを含むように構成
することができる。
【００５１】
　コンテキストメニューが提供される方式にかかわらず、ユーザは、呼び出しコマンドを
用いてコンテキストメニューを呼び出すことができる。この実施例において、提示された
情報にコンテキストメニュー識別子３５６が含まれ、ユーザは、そのオブジェクトに関す
る対応するコンテキストメニュー識別子３５６を選択することによって、示されたオブジ
ェクトに関するコンテキストメニューを呼び出すことができる。この実施例はコンテキス
トメニュー識別子３５６の提示を含むが、他の実施では、ユーザは、示されたオブジェク
トにおける他の呼び出しコマンド（例えば、長押し）を利用して、コンテキストメニュー
を呼び出すことができる。
 
【００５２】
　選択されて示されたオブジェクトに関するコンテキストメニューを呼び出すと、選択さ
れたオブジェクトに関するコンテキストメニュー３５８が提示される。コンテキストメニ
ューは、選択されたオブジェクトに関する対応するアクションを起動するための、ユーザ
が選択することができる一つ以上のアクション識別子を含むことができる。前述のように
、コンテキストメニューは、アプリケーションとは無関係であり、これを使用してローカ
ル及び／またはリモートアクションを起動することができる。いくつかの実施において、
ユーザは、コンテキストメニューによって提示されるアクション識別子を構成することが
できる。
【００５３】
　この実施例において、コンテキストメニュー３５８は、四つのアクション識別子３６０
Ａ～３６０Ｄを含み、その任意の一つ以上を選択して、選択したオブジェクト３５４に関
するアクションを呼び出すことができる。前述のように、アクションは、クライアントデ
バイス２０４にローカルにおいて実行されてもよいし（例えば、保存、電子メール、コピ
ー、印刷）、クライアントデバイスからリモートにおいて実行されてもよい（例えば、ソ
ーシャルネットワークへのポスト、オブジェクト識別子の生成、セットへの追加、示され
たオブジェクトの獲得、オブジェクト及び／またはオブジェクト識別子においてアクショ
ンをとった他者の確認）。例えば、ユーザは、オブジェクト識別子３５４によって示され
るオブジェクトを、オブジェクト管理サービスによってそのユーザのために保持されてい
るセットに追加するためのアクション識別子を選択することができる。アクション識別子
３６０の選択において、オブジェクト識別子は、オブジェクト３５４、オブジェクトのソ
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ースについての情報などを含むように生成することができる。場合によっては、オブジェ
クト管理サービス２１０は、示されたオブジェクトを販売用に供給している商人がいるか
否かを決定し、それらの商人を生成されたオブジェクト識別子に関連付けることもできる
。なおも他の実施例において、ウェブページの提供者は、商人であってもよく、かつ／ま
たは示されたオブジェクトを販売用に供給している商人を特定することができる。そのよ
うな実施例では、商人情報を、表現とともに提供し、生成されたオブジェクト識別子の一
部として含ませることができる。
【００５４】
　前述のように、いくつかの実施において、アクション識別子の選択は、選択されたアク
ション識別子に対応すると決定された一つ以上のアクションオプションを生じ、それらの
アクションオプションに対応するアクションオプション識別子を、選択のためにユーザに
提示することができる。ユーザは、例えば、提示されたアクションオプション識別子を長
押しすることによって、アクションオプションを選択することができる。
 
【００５５】
　図４は、実施に従う、セット４００及びオブジェクト識別子４２０の実施例の構造のブ
ロック図である。セット４００は、セットを生成したユーザ４０２及びオブジェクト識別
子をセットに追加できるとして特定された任意のユーザの識別を含むことができる。さら
に、ユーザによって提供されたまたはオブジェクト管理サービス２１０によって決定され
たコンテキスト４０４が、ユーザが選択したカテゴリ４０６とともにセット４００に関連
付けられ得る。カテゴリ４０６は、オブジェクト管理サービス２１０によって提供された
既存のカテゴリのリストから選択することができる。例えば、カテゴリ４０６は、動物、
書籍、芸術及び娯楽、スポーツ、飲食物などであってもよい。ユーザは、セット４００が
生成されると、セット４００と関連するそれらのカテゴリのうちの一つ以上を選択するこ
とができる。ユーザは、ユーザの観点からのセット４００についての情報を提供する記述
４０８も提供することができる。静的情報４１０もセット４００に関連付けられ得る。例
えば、オブジェクト管理サービス２１０は、選択したカテゴリ及び選択的に、提供された
記述４０８に基づく、セット４００に関連する特定の情報を自動的に組み込むことができ
る。静的情報４１０は、セットのクリエイタ及び／またはオブジェクト管理サービス２１
０の他のユーザによって提供された情報も含むことができる。例えば、他のユーザは、セ
ットに関するフィードバックを視認、それにコメント及び／またはさもなければ提供する
ことができる。クリエイタ及び／または他のユーザからのコメント及び／または他のフィ
ードバックを、セット４００に関連付け、静的情報４１０として保持することができる。
【００５６】
　セット４００に関連する補足的情報４１１も保持することができる。セットに関する補
足的情報は、セットに関連する一つ以上の表現のソース、セットに関連する一つ以上のオ
ブジェクトのソース、または任意の他の外部ソースによって提供された任意の形態の情報
またはアクションであってもよい。例えば、セットがハワイ州についてのものである場合
には、気象サービス（外部ソース）は、セットに関連するハワイ州の気象の形態の補足的
情報を提供することができる。オブジェクト識別子は、セット４００に追加されるときに
、セット４００に関連するオブジェクト４１２として特定され得る。
【００５７】
　最後に、制約４１４もセット４００に関連付けられ、これを使用してセット４００のア
クセス、変更または他の態様を制御することができる。例えば、セット４００のクリエイ
タは、誰がセットを視認できるか、誰がオブジェクト識別子をセットに追加できるか、ユ
ーザがセットにコメントできるか否かなどに関する制約を指定することができる。
【００５８】
　いくつかの実施において、オブジェクト識別子４２０は、オブジェクト識別子４２０を
生成したユーザ４２２の識別、ユーザの観点からのオブジェクト識別子を記述したユーザ
が提供した記述４２６、ユーザによって提供されたまたはオブジェクト管理サービス２１
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０によって決定されたコンテキスト４２４、及び静的情報４２８を含むことができる。セ
ット４００と同様に、静的情報４２８は、オブジェクトの選択された表現４２３及び／ま
たはユーザによって提供された記述に基づいて、オブジェクト管理サービス２１０によっ
てオブジェクト識別子４２０内に含ませることができる。例えば、オブジェクト管理サー
ビスに既知のオブジェクトの表現４２３をユーザが選択した場合には、表現についての既
存の情報をオブジェクト識別子４２０内に含ませることができる。静的情報は、オブジェ
クト識別子がコンテキストメニューから選択されたアクションに応答して生成されたか否
かも特定することができる。オブジェクト識別子４２０についての他の静的情報は、オブ
ジェクト管理サービス２１０の他のユーザ、オブジェクト識別子のクリエイタなどによっ
て提供されたコメントを含むことができる。
【００５９】
　表現４２３も、オブジェクト識別子内に含ませることができる。表現は、オブジェクト
を表すのに使用できる任意の要素であってもよい。例えば、表現は、オブジェクトの図形
表現、オブジェクトの音声表現、または任意の他のオブジェクトの表現であってもよい。
【００６０】
　静的情報４２８を提供するオブジェクト管理サービス２１０に加えて、いくつかの実施
において、補足的情報４３０も、オブジェクト識別子４２０に関連付けられ得る。補足的
情報は、表現のソース、オブジェクトのソース、または任意の他の外部ソースによって提
供された任意の形態の情報またはアクションであってもよい。例えば、オブジェクトのソ
ースは、オブジェクトについての情報を提供し、一方で、他の外部ソースは、オブジェク
トに関連するアクションを提供することができる。例えば、オブジェクトがテレビ受像機
である場合には、テレビ受像機のソースは、オブジェクトについての基本情報を提供する
ことができるソニーなどの製造業者であってもよい。この実施例において、製造業者によ
って提供されるオブジェクトについての情報は、寸法、解像度、重量などを含むことがで
きる。テレビ受像機の販売業者などの他の外部ソースが、オブジェクト識別子４２０に関
連し得る追加の補足的情報を提供することができる。例えば、オブジェクトの販売業者は
、オブジェクトの獲得の起動、オブジェクトについての追加情報の取得、及びオブジェク
トを販売している外部ソースについての情報の取得などを、オブジェクト識別子４２０を
視認しているユーザが行うことができるアクションを提供することができる。
【００６１】
　図４に戻ると、オブジェクト識別子４２０は、オブジェクトの表現が取得されたソース
４３４、またはオブジェクトのソースも特定することができる。例えば、ソースは、コン
テキストメニューが呼び出されたウェブサイト、及び取得したオブジェクト識別子によっ
て表されるオブジェクトであってもよい。ソース４３４の提供に加えて、オブジェクト識
別子が別の既存のオブジェクト識別子に基づき、それから生成された場合には、その既存
のオブジェクト識別子を、オブジェクト識別子４２０の親４３６としてオブジェクト識別
子４２０において特定することができる。同じ様に、オブジェクトが関連付けられたセッ
ト（複数可）４３２を、オブジェクト識別子４２０内に含ませることができる。最後に、
制約４３８もオブジェクト識別子４２０に関連付けられ、これを使用してオブジェクト識
別子４２０のアクセス、変更または他の態様を制御することができる。例えば、オブジェ
クト識別子４２０のクリエイタは、オブジェクト識別子が他のユーザによって視認できる
か否か、他のセットにコピーできるか、ユーザがオブジェクト識別子にコメントできるか
否かなどに関する制約を指定することができる。
【００６２】
　図５は、実施に従う、オブジェクト識別子をユーザに提示するための実施例のユーザイ
ンターフェース５００のブロック図である。実施例のユーザインターフェース５００では
、オブジェクト識別子を、セット、すなわち、野生生物５０２、休暇５０４及びガジェッ
トとギア５０６内に配置した。前述のように、オブジェクト識別子５０８、５１０、５１
２、５１４、５１６、５１８、５２０、５２２、５２４、５２６、５２８、５３０、５３
２は、任意のオブジェクトを表現することができ、かつ／またはオブジェクトそれ自体で
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あってもよい。ユーザは、オブジェクト識別子を視認してそれと相互作用し、かつ／また
はオブジェクト識別子をセット５０２、５０４、５０６などに組織化することができる。
いくつかの実施において、ユーザは、オブジェクト識別子を選択し、コンテキストメニュ
ーを呼び出して選択されたオブジェクト識別子におけるアクションをとることができる。
例えば、ユーザは、ディスプレイにタッチし、長押ししてオブジェクト識別子５２２を選
択することができる。長押し（コンテキストメニューの呼び出し）が検出されると、コン
テキストメニューが提示され、ユーザは、選択したオブジェクト識別子におけるアクショ
ンを実行することができる。
 
【００６３】
　図６は、実施に従う、実施例のコンテキストメニュー処理６００を図示する。実施例の
プロセス６００及び本明細書に記述する他のプロセスの各々を、ロジカルフローグラフに
おけるブロックの集合として図示する。ブロックのいくつかは、ハードウェア、ソフトウ
ェアまたはそれらの組み合わせにおいて実装することができるオペレーションを示す。ソ
フトウェアのコンテキストにおいて、ブロックは、コンピュータ実行可能命令を表し、こ
の命令は、一つ以上のコンピュータ可読媒体に記憶され、一つ以上のプロセッサによって
実行されたときに、列挙されたオペレーションを実行する。通常、コンピュータ実行可能
命令は、特定の機能を実行するまたは特定の抽象データ型を実装するルーチン、プログラ
ム、オブジェクト、コンポーネント、データ構造などを含む。
【００６４】
　コンピュータ可読媒体は、ハードドライブ、フロッピーディスケット、光ディスク、半
導体ドライブ、ＣＤ－ＲＯＭ、ＤＶＤ、読み出し専用メモリ（ＲＯＭ）、ランダムアクセ
スメモリ（ＲＡＭ）、ＥＰＲＯＭ、ＥＥＰＲＯＭ、フラッシュメモリ、磁気もしくは光カ
ード、ソリッドステートメモリデバイス、または電子命令を記憶するのに適した他のタイ
プの記憶媒体を含み得る非一時的コンピュータ可読記憶媒体を含むことができる。さらに
、いくつかの実施において、コンピュータ可読媒体は、（圧縮形または非圧縮形の）一時
的なコンピュータ可読信号を含むことができる。コンピュータ可読信号の実施例は、キャ
リアを使用した変調の有無にかかわらず、これらに限定されないが、インターネットまた
は他のネットワークを通じてダウンロードまたはアップロードされた信号を含む、コンピ
ュータプログラムをホストまたは実行するコンピュータシステムがアクセスできるように
構成された信号を含む。最後に、オペレーションが記述された順序は、限定的に解釈され
ることは意図せず、任意の数の記述したオペレーションを、任意の順序において、かつ／
またはプロセスの実施と並行して組み合わせることができる。同じ様に、追加のまたは記
述したよりも少ないオペレーションを、本明細書に記述するさまざまな実施とともに利用
することができる。
【００６５】
　実施例のプロセス６００は、６０２において、コンテキストメニュー呼び出しコマンド
を受信することで開始する。前述のように、呼び出しコマンドは、コンテキストメニュー
を呼び出すための任意の規定の入力であってもよい。例えば、コンテキストメニュー呼び
出しコマンドは、長押し、タッチベースのディスプレイ上のダブルタッチ、コンテキスト
メニュー識別子の選択などであってもよい。コンテキストメニュー呼び出しコマンドを受
信すると、６０４において、呼び出しコマンドを用いて選択されたオブジェクトを決定す
る。例えば、呼び出しコマンドが画像などの示されたオブジェクトの長押しである場合に
は、画像を決定する。呼び出しがクライアントデバイスのディスプレイ上に示されたコン
テキストメニュー識別子の選択である場合には、コンテキストメニュー識別子に関連する
オブジェクトを決定する。
【００６６】
　６０５において、コンテキストメニューに含まれるアクションも決定する。例えば、ユ
ーザに提示されるアクションを、ユーザの身元、ユーザによって選択された先のアクショ
ン、オブジェクト、ユーザによって選択された先のオブジェクト、及び／またはオブジェ
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クトとユーザとの関係性などの一つ以上に少なくとも部分的に基づいて決定することがで
きる。
【００６７】
　一つの実施例において、重み関数を使用してアクション及び対応するアクション識別子
を決定し、ユーザにコンテキストメニューを提示する。重み関数は、ユーザによって選択
された過去のアクション、及びアクションが最後に実行されてからの時間に基づいて各ア
クションに定められる減衰重み値を考慮することができる。同じ様に、コンテキストメニ
ューが呼び出された所と同じまたは同様の提示領域においてユーザによって実行される任
意のアクションに追加の重みを与えることができる。次に、先のアクションの重み値の各
々を合計し（いろいろな時に実行された同じアクションを組み合わせる）、最も高い重み
値を持つアクションをコンテキストメニューの一部としてユーザに提示してもよい。他の
実施において、現在選択されているオブジェクトを、（例えば、画像認識アルゴリズムを
使用して）処理し、ユーザによって以前に選択された他のオブジェクトと比較し、現在選
択されているオブジェクトと高い類似点を有する先のオブジェクトにおいて実行されたア
クションに追加の重みを与えることができる。
【００６８】
　決定したアクションに基づいて、対応するアクション識別子を決定し、６０６において
、決定したアクション識別子を含むコンテキストメニューをユーザに提示する。いくつか
の実施において、コンテキストメニューは、コンテキストメニュー呼び出しコマンドを受
信した位置、及び／またはアクションを実行するために選択されたオブジェクトの識別も
決定することができる。本明細書に論じる実施例は、コンテキストメニューの視覚的表現
を記述するが、いくつかの実施において、コンテキストメニューのいくつかまたはすべて
は、他の形態においてユーザに示すことができる。例えば、コンテキストメニューは、音
声的に、触覚フィードバックを通じて、またはそれらの組み合わせにおいて示すことがで
きる。いくつかの実施において、アクション識別子及び／またはアクションオプション識
別子は、視覚的に提示でき、各アクション識別子及び／またはアクションオプション識別
子についての可聴情報を音声的に出すことができる。いくつかの実施において、より多い
またはより少ないアクション識別子及び／またはアクションオプション識別子を、コンテ
キストメニューに含ませてもよい。同じ様に、いくつかの実施において、ユーザは、提示
されているアクション識別子にどのアクションを関連付けるか、かつ／または提示されて
いるアクションにどのアクションオプションを関連付けるかを指定することができる。
【００６９】
　アクション識別子の提示後、６０８において、一つ以上のアクション選択を受信するこ
とができる。例えば、実施例のプロセスは、そのユーザから別のユーザにオブジェクトを
電子メールで送るアクション選択を受信することができる。アクション選択は、提示され
ているアクション識別子の一つ以上のユーザによる選択に応答して受信される。
【００７０】
　アクション選択を受信すると、６１０において、コンテキストメニューを展開するか否
かに関する決定を為す。選択されるアクションが一つ以上の対応するアクションオプショ
ンを有する場合には、コンテキストメニューを展開することを決定することができる。例
えば、ユーザがオブジェクトをソーシャルネットワークにポストするアクションを選択し
た場合には、オブジェクト（アクションオプション）をポストできる異なるソーシャルネ
ットワークに関する識別子（アクションオプション識別子）を提示するために、コンテキ
ストメニューを展開することを決定することができる。別の一実施例として、オブジェク
ト管理サービスによってユーザのために保持されているセットにオブジェクトを関連付け
るアクションオプションをユーザが選択し、ユーザのために保持されている複数のセット
が存在する場合には、セットのうちの一つをユーザが選択できるようにコンテキストメニ
ューを展開することを決定することができる。
【００７１】
　コンテキストメニューを展開することを決定した場合には、６１２において、選択され
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たアクションに対応するアクションオプションを決定し、対応するアクションオプション
識別子をユーザに提示する。いくつかの実施では、選択されたアクションに対応するすべ
てのアクションオプションを決定し、ユーザに提示することができる。他の実施では、ユ
ーザによって選択される可能性が高い、アクションオプションに対応するアクションオプ
ション識別子のみを選択用に提示することができる。例えば、実施例のプロセス６００は
、各々の可能性があるアクションオプションについて、ユーザによって選択される可能性
が高いアクションオプションのサブセットを決定するための追加のファクタを考慮するこ
とができる。追加のファクタは、これらに限定されないが、選択されたアクションを実行
するときにユーザによって最後に選択されたアクションオプション、各々の可能性がある
アクションオプション及び／または選択されたオブジェクトについてのコンテキスト情報
、選択されたオブジェクト、オブジェクト識別子、他のオブジェクトなどについてのメタ
データを含む。一実施例として、オブジェクト管理サービスによってユーザのために保持
されているセットにオブジェクトを追加するアクションをユーザが選択した場合には、オ
ブジェクト管理サービスによってユーザのために保持されている各セットは、アクション
オプションとみなされ、それとして提示するために選択されたサブセットであってもよい
。一つの実施において、オブジェクト管理サービスは、ユーザが最後に使用もしくはアク
セスしたセット、選択されたオブジェクトと同じ様に決定された他の関連するオブジェク
トを有するセット、及び／または同様のメタデータを有する他の関連するオブジェクトを
有するセットを、アクションオプションとして選択することができる。様々な技術を使用
して類似点を決定することができる。例えば、選択されたオブジェクトがデジタル画像で
ある場合には、画像を、例えば、エッジ検出、オブジェクト検出、顔検出、文字認識、特
徴検出などの一つ以上のアルゴリズムを使用して処理し、オブジェクトを表す特徴を作り
出すことができる。作り出された特徴を、ユーザのために保持されているセットに関連す
る他の画像の特徴と比較し、各セットについての総合的な類似性スコアを決定することが
できる。例えば、セットが１０個の画像を含む場合には、選択されたオブジェクトに関し
て決定された特徴を、セットの１０個の画像の各々の特徴と比較し、総合的な類似性スコ
ア（例えば、各類似性スコアの平均）を決定することができる。これをユーザのために保
持されている各セットについて行い、最も高い類似性スコアを持つセット（複数可）をア
クションオプションとして選択することができる。
【００７２】
　一つの実施において、アクションオプションは、アクションの提示と同じ様にユーザに
提示することができる。例えば、ユーザがアクションを選択する場合には、図１Ｂに図示
するように、利用可能なアクションオプションに関するアクションオプション識別子を、
ユーザに提示された選択されたアクション識別子の位置の周りに放射状に展開して提示す
ることができる。他の実施では、アクションオプション識別子を、リスト形式または他の
構成において提示することができる。
【００７３】
　アクションオプション識別子の提示後、実施例のプロセス６００は、６１４において、
アクションオプション選択を受信する。例えば、ユーザは、指（または、他の入力デバイ
ス）を、選択されたアクション識別子の位置から、提示されたアクションオプション識別
子のうちの一つに移動することによって、対応するアクションオプションを選択すること
ができる。いくつかの実施において、選択されたアクションオプションは、アクションの
選択であってもよい。例えば、ユーザは、提示されたアクションオプションを選択するの
ではなく、例えば、指を選択されたアクションを覆うように位置させ、そしてディスプレ
イから取り除くことによって、アクションを起動することができる。
【００７４】
　決定ブロック６１０に戻ると、いくつかのアクションでは、コンテキストメニューを展
開しなくてもよい。例えば、選択されたアクションが、可能性があるアクションオプショ
ンを一つしか有さない場合には、アクションオプションを実行し、コンテキストメニュー
は展開しなくてもよい。例えば、選択されたオブジェクトをダウンロードするアクション
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が選択された場合には、ダウンロードアクションが自動的に実行され得る。
【００７５】
　アクション選択の受信に応答してコンテキストメニューを展開しないことを決定ブロッ
ク６１０において決定した場合、またはブロック６１４においてアクションオプション選
択を受信した場合には、６１６において、選択されたアクションまたは選択されたアクシ
ョンオプションが、ローカルにおいて実行されるアクションまたはアクションオプション
であるか、またはそれが、クライアントデバイスからリモートにおいて実行されるもので
あるかに関する決定を為す。アクションまたはアクションオプションがリモートアクショ
ンであることを決定した場合には、６１８において、選択されたオブジェクト、アクショ
ンコマンド及びユーザ情報を含むアクション情報を、オブジェクト管理サービスなどのリ
モートコンピューティングリソースに提供する。他の実施では、アクション情報は、より
少ない、追加の及び／または異なる情報のアイテムを含むことができる。通常、アクショ
ン情報は、選択されたアクション及び／または選択されたアクションオプションを実行す
るための、リモートコンピューティングリソースに必須の情報を含む。
【００７６】
　アクション情報をリモートコンピューティングリソースに提供することに加えて、６２
０において、ローカルアクション及び／またはアクションオプションを実行するか否かに
関する決定も為すことができる。いくつかの実施において、アクション識別子及び／また
はアクションオプション識別子は、アクション識別子及び／またはアクションオプション
識別子の選択においてそれらのすべてを実行できる複数のアクション及び／またはアクシ
ョンオプションを表すことができる。複数のアクション及び／またはアクションオプショ
ンは、すべてローカルにおいても、すべてリモートにおいても、ローカル及びリモートの
両方の組み合わせおいても実行することもできる。例えば、アクション識別子は、選択さ
れたオブジェクトを別のユーザに電子メールで送り（ローカルアクション）、オブジェク
トをソーシャルネットワーキングサイトにポストするアクション（リモートアクション）
を表すことができる。同じ様に、アクションオプションを選択可能にするためのコンテキ
ストメニューの展開を伴うアクションの選択は、アクションも実行する。例えば、選択さ
れたオブジェクトをソーシャルネットワークにポストするアクションが選択された場合に
は、コンテキストメニューは、可能性がある複数のソーシャルネットワーク（アクション
オプション）から特定のソーシャルネットワークを選択可能なように、コンテキストメニ
ューを展開することができる。さらに、選択されたオブジェクトは、ユーザがソーシャル
ネットワークにポストしたオブジェクトを含む、ユーザのために保持されているセットに
自動的に関連付けることができる。
【００７７】
　決定ブロック６１６または決定ブロック６２０のいずれかにおいて、アクション識別子
及び／または選択されたアクションオプションが、ローカルにおいて実行されるアクショ
ン及び／またはアクションオプションを表すことを決定した場合には、６２２において、
ローカルアクション及び／またはアクションオプションの実行が、クライアントデバイス
において起動される。ローカルアクション及び／もしくはアクションオプションを完了す
ると、またはローカルアクション及び／もしくはアクションオプションを実行しないこと
を決定した場合には、６２４において、実施例のプロセス６００を完了する。
【００７８】
　図７は、本明細書に記述するさまざまな実施に従い使用することができる実施例のクラ
イアントデバイス２０４を図示する。この実施例において、クライアントデバイス２０４
は、ディスプレイ７０２、及び選択的に、デバイスにおけるディスプレイ７０２と同じ面
に、カメラなどの少なくとも一つの入力コンポーネント７０４を含む。クライアントデバ
イス２０４は、スピーカ７０６、及び選択的に、マイクロフォン７０８などのオーディオ
トランスデューサも含むことができる。通常、クライアントデバイス２０４は、ユーザが
クライアントデバイス２０４と相互作用することができる任意の形態の入出力コンポーネ
ントを有することができる。例えば、ユーザのデバイスとの相互作用を可能にするさまざ
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まな入力コンポーネントは、タッチベースのディスプレイ７０２（例えば、抵抗性、容量
性の補間感圧抵抗（ＩＦＳＲ））、（ジェスチャ追跡などのための）カメラ、マイクロフ
ォン、グローバル・ポジショニング・システム（ＧＰＳ）、コンパス、またはそれらの任
意の組み合わせを含むことができる。これらの入力コンポーネントの一つ以上は、デバイ
スに含ませる、さもなければ、デバイスと通信することができる。さまざまな他の入力コ
ンポーネント及び入力コンポーネントの組み合わせを、同じ様に、さまざまな実施の範囲
内において使用できることが、本明細書に含まれる教示及び示唆を考慮して明らかとなる
はずである。
【００７９】
　本明細書に記述するさまざまな機能性を提供するために、図８は、図７に関して記述し
、本明細書に論じたクライアントデバイス２０４などのクライアントデバイス２０４の基
本的コンポーネント８００の実施例のセットを図示する。この実施例において、デバイス
は、少なくとも一つのメモリデバイスまたは素子８０４に記憶できる命令を実行するため
の少なくとも一つの中央プロセッサ８０２を含む。当業者に明らかであるように、デバイ
スは、プロセッサ８０２によって実行するためのプログラム命令のための第一のデータス
トレージなどの、多くのタイプのメモリ、データストレージまたはコンピュータ可読記憶
媒体を含むことができる。他のデバイスと情報を共有するためのリムーバブルストレージ
メモリなども利用可能である。デバイスは、典型的に、タッチベースのディスプレイ、電
子インク（ｅ－ｉｎｋ）、有機発光ダイオード（ＯＬＥＤ）または液晶ディスプレイ（Ｌ
ＣＤ）などのいつくかのタイプのディスプレイ８０６を含む。
【００８０】
　前述のように、多くの実施におけるデバイスは、デバイス付近のオブジェクトを撮像で
きる一つ以上のカメラなどの少なくとも一つの画像捕捉素子８０８を含む。画像捕捉素子
は、確定された解像度、集束範囲、可視領域及びキャプチャレートを有するＣＣＤまたは
ＣＭＯＳ画像捕捉素子などの任意の適切な技術を含む、またはそれに少なくとも部分的に
基づくことができる。デバイスは、図６に関して前述したコンテキストメニュー処理を実
行するための少なくとも一つのコンテキストメニューコンポーネント８１０を含むことが
できる。クライアントデバイスは、オブジェクト管理サービス２１０と持続的にまたは断
続的に通信し、例えば、アクション情報、表現、記述、ソース情報などの情報を、コンテ
キストメニュー処理の一部としてオブジェクト管理サービス２１０とやり取りすることが
できる。
【００８１】
　デバイスは、リモートアクションを起動するための情報を記憶及び管理するリモートア
クションマネジメントコンポーネント８１２も含むことができる。そのようなデバイスに
おける情報の記憶及び保持は、クライアントデバイスがオブジェクト管理サービス２１０
と通信できないときでさえもリモートにおいて実行可能なアクションを選択する能力をユ
ーザに与える。通信が復帰すると、アクション情報がオブジェクト管理サービス２１０に
送達され、リクエストされたアクションが実行される。
【００８２】
　デバイスは、ＧＰＳ、ＮＦＣ位置追跡またはＷｉ－Ｆｉ位置モニタリングなどの少なく
とも一つの位置決めコンポーネント８１４も含むことができる。位置決めコンポーネント
８１４によって取得された位置情報を本明細書に論じるさまざまな実施とともに使用して
、ユーザの位置、ソース位置、オブジェクト位置などを特定し、セット及び／またはオブ
ジェクト識別子の生成、変更及び／または管理をサポートすることができる。
【００８３】
　実施例のクライアントデバイスは、ユーザからの従来型の入力を受信できる少なくとも
一つの追加の入力デバイスも含むことができる。この従来型の入力は、例えば、押しボタ
ン、タッチパッド、タッチベースのディスプレイ、ハンドル、ジョイスティック、キーボ
ード、マウス、トラックボール、キーパッド、またはコンテキストメニュー呼び出しコマ
ンドなどのコマンドをユーザがデバイスに入力できる任意の他のそのようなデバイスもし
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くは素子を含むことができる。これらのＩ／Ｏデバイスは、いくつかの実施において、同
様に、無線、赤外線、ブルートゥースまたは他のリンクによって接続することができる。
しかしながら、いくつかの実施において、そのようなデバイスは、ボタンを全く含まなく
てもよく、タッチ（例えば、タッチベースのディスプレイ）、音声（例えば、口語）コマ
ンド、またはそれらの組み合わせを通じてのみ制御されてもよい。
【００８４】
　図９は、図２の環境において使用できるサーバシステム２０２などのサーバシステムの
実例の実施の絵図である。サーバシステム２０２は、一つ以上の冗長プロセッサなどのプ
ロセッサ９００、ビデオディスプレイアダプタ９０２、ディスクドライブ９０４、入出力
インターフェース９０６、ネットワークインターフェース９０８、及びメモリ９１２を含
むことができる。プロセッサ９００、ビデオディスプレイアダプタ９０２、ディスクドラ
イブ９０４、入出力インターフェース９０６、ネットワークインターフェース９０８、及
びメモリ９１２は、コミュニケーションバス９１０によって互いに通信的に連結すること
ができる。
【００８５】
　ビデオディスプレイアダプタ９０２は、サーバシステム２０２のオペレータがサーバシ
ステム２０２のオペレーションを監視及び構成することができるディスプレイ信号をロー
カルディスプレイ（図９には図示せず）に提供する。入出力インターフェース９０６は、
さらに、マウス、キーボード、スキャナ、またはサーバシステム２０２のオペレータによ
って操作することができる他の入力及び出力デバイスなどの図９には示さない外部入出力
デバイスと通信する。ネットワークインターフェース９０８は、他のコンピューティング
デバイスと通信するためのハードウェア、ソフトウェアまたはそれらの任意の組み合わせ
を含む。例えば、ネットワークインターフェース９０８は、図２に示すように、サーバシ
ステム２０２とクライアントデバイス２０４などの他のコンピューティングデバイスとの
間のネットワーク２０８を通じた通信を提供するように構成できる。
【００８６】
　メモリ９１２は、通常、ランダムアクセスメモリ（ＲＡＭ）、読み出し専用メモリ（Ｒ
ＯＭ）、フラッシュメモリ、及び／または他の揮発性もしくはパーマネントメモリを備え
る。メモリ９１２は、サーバシステム２０２のオペレーションを制御するためのオペレー
ティングシステム９１４を記憶するように示される。サーバシステム２０２の低レベルオ
ペレーションを制御するためのバイナリ入出力システム（ＢＩＯＳ）９１６も、メモリ９
１２に記憶される。
【００８７】
　メモリ９１２は、さらに、クライアントデバイス２０４及び外部ソース２０６が情報及
びデータファイルをサーバシステム２０２及び／またはオブジェクト管理サービス２１０
とやり取りすることができるネットワークサービスを提供するためのプログラムコード及
びデータを記憶する。それ故に、メモリ９１２は、ブラウザアプリケーション９１８を記
憶することができる。ブラウザアプリケーション９１８は、プロセッサ９００によって実
行されると、ウェブページなどの構成可能なマークアップ文書を作り出す、さもなければ
取得するコンピュータ実行可能命令を含む。ブラウザアプリケーション９１８は、データ
ストアマネージャアプリケーション９２０と通信し、マッピングデータストア２１２、オ
ブジェクト識別子データストア２１４、セットデータストア２１６、ソースデータストア
２１８、及び／またはユーザプロファイルデータストア２２０、図２に示すクライアント
デバイス２０４などのクライアントデバイス、及び／または図２に示す外部ソース２０６
などの外部ソース間のデータ交換及びマッピングを促進する。
【００８８】
　本明細書に使用される「データストア」という用語は、データを記憶、それにアクセス
及びそれを取得することができる任意のデバイスまたはデバイスの組み合わせを意味し、
任意の標準の分散されたまたはクラスタ化された環境において、任意の組み合わせ及び数
のデータサーバ、データベース、データストレージデバイス及びデータ記憶媒体を含むこ
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とができる。サーバシステム２０２は、必要に応じて、クライアントデバイス２０４、外
部ソース２０６及び／またはオブジェクト管理サービス２１０のための一つ以上のアプリ
ケーションの態様を実行するための、データストア２１２～２２０と統合するための任意
の適切なハードウェア及びソフトウェアを含むことができる。サーバシステム２０２は、
データストア２１２～２２０と協働してアクセス制御サービスを提供し、クライアントデ
バイス２０４または外部ソース２０６に転送されるテキスト、グラフィックス、オーディ
オ、ビデオなどのコンテンツ及び／またはオブジェクト識別子もしくはセット関連情報（
例えば、ユーザインターフェースについての表現、コンテキスト、記述、マッピング、分
析論）を作り出すことができる。
【００８９】
　データストア２１２～２２０は、特定の態様に関するデータを記憶するための、いくつ
かの別々のデータテーブル、データベースまたは他のデータストレージ機構及び媒体を含
むことができる。例えば、図示するデータストア２１２～２２０は、コンテンツ、ユーザ
情報、マッピング及び外部ソース情報、表現を記憶するための機構を含む。これらを使用
して、コンテンツ（例えば、セット、オブジェクト識別子、表現）を作り出してクライア
ントデバイス２０４及び／または外部ソース２０６に送達し、実行されるアクションを制
御することができる。
【００９０】
　データストア２１２～２２０に記憶することができるアクセス権情報などの多くの他の
態様が存在できることを理解すべきである。これらは、必要に応じて上記の機構のいずれ
か、またはデータストア２１２～２２０のいずれかの追加の機構に記憶させることができ
る。データストア２１２～２２０は、それに関連する論理を通じて、サーバシステム２０
２からの命令を受信し、その命令に応じてデータを取得、更新、さもなければ別な様に処
理するように動作可能である。例えば、クライアントデバイスは、選択されたオブジェク
トからオブジェクト識別子を生成するためのアクション情報を提示することができる。
【００９１】
　メモリ９１２は、前述のオブジェクト管理サービス２１０も含むことができる。オブジ
ェクト管理サービス２１０は、サーバシステム２０２の機能の一つ以上を実施するように
プロセッサ９００によって実行可能である。一つの実施において、オブジェクト管理サー
ビス２１０は、メモリ９１２に記憶された一つ以上のソフトウェアプログラムにおいて具
体化された命令を示すことができる。別の実施において、オブジェクト管理サービス２１
０は、ハードウェア、ソフトウェア命令またはそれらの組み合わせを示すことができる。
【００９２】
　サーバシステム２０２は、一つの実施において、一つ以上のコンピュータネットワーク
または直接接続を使用した通信リンクを通じて相互接続されたいくつかのコンピュータシ
ステム及びコンポーネントを利用する分散環境である。しかしながら、そのようなシステ
ムが、図９に図示するよりも少ないまたは多い数のコンポーネントを有するシステムでも
同様に動作できることが当業者によって認識される。故に、図９の描写は、事実上実例と
みなされ、本開示の範囲を限定しないはずである。
【００９３】
　構造的特徴及び／または方法的行為に特有の言葉で主題を記述したが、添付の特許請求
の範囲に定義された主題が、記述した具体的な特徴または行為を必ずしも限定しないこと
を理解すべきである。むしろ、具体的な特徴または行為は、特許請求の範囲を実施する例
示の形態として開示される。
条項
〔１〕
　実行可能命令を含んで構成された一つ以上のコンピューティングシステムの制御下で、
　コンテキストメニュー呼び出しを受信することと、
　コンテキストメニュー呼び出しに対応する選択されたオブジェクトを決定することと、
　選択されたオブジェクトに少なくとも部分的に基づいてアクションを決定することと、
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　選択されたオブジェクトに関して実行することができるアクションをその各々が表し、
そのうちの一つが決定されたアクションを表す複数のアクション識別子を含むコンテキス
トメニューをユーザに提示することと、
　複数のアクション識別子からの特定のアクション識別子の選択を受信することと、
　選択されたアクション識別子によって表されるアクションを実行することと、を含む、
コンピュータ実施方法。
〔２〕
　コンテキストメニュー呼び出しが、ユーザによるオブジェクトの選択に応答して受信さ
れる、条項１に記載のコンピュータ実施方法。
〔３〕
　オブジェクトが、デバイスに提示された複数のオブジェクトのうちの一つである、条項
１に記載のコンピュータ実施方法。
〔４〕
　アクションが、メッセージの送信、選択されたオブジェクトのソーシャルネットワーキ
ングサイトもしくはプラットフォームへのポスト、選択されたオブジェクトへのコメント
の追加、選択されたオブジェクトの獲得、選択されたオブジェクトと同様のオブジェクト
の検索、選択されたオブジェクトのセットへの追加、選択されたオブジェクトのセットか
らの取り除き、選択されたオブジェクトの促進、選択されたオブジェクトの報告、選択さ
れたオブジェクトに関するアクションをとった他のユーザの特定、選択されたオブジェク
トのデバイスへの保存、または選択されたオブジェクトのダウンロードの少なくとも一つ
である、条項１に記載のコンピュータ実施方法。
〔５〕
　アクションがリモートアクションを含むことを決定することと、
　アクション情報をリモートコンピューティングリソースに送信することと、をさらに含
む、条項１に記載のコンピュータ実施方法。
〔６〕
　アクション情報が、選択されたオブジェクト、アクションコマンドまたはユーザ情報の
一つ以上を含む、条項５に記載のコンピュータ実施方法。
〔７〕
　一つ以上のプロセッサと、
　一つ以上のプロセッサに連結されており、プログラム命令を記憶するメモリと、を備え
ており、プログラム命令が、一つ以上のプロセッサによって実行されたときに、一つ以上
のプロセッサに、少なくとも、
　コンテキストメニューの呼び出しをユーザから受信させ、
　ユーザの身元、ユーザによって選択された先のアクション、オブジェクト、ユーザによ
って選択された先のオブジェクト、またはオブジェクトとユーザとの関係性の一つ以上に
少なくとも部分的に基づいて、ユーザに提示される複数のアクションを決定させ、
　複数のアクションのうちの一つにその各々が対応する複数のアクション識別子を含むコ
ンテキストメニューをディスプレイに送信させ、
　複数のアクション識別子からの特定のアクション識別子の選択を受信させ、
　選択されたアクション識別子に対応するアクションを実行させる、コンピューティング
システム。
〔８〕
　プログラム命令が、一つ以上のプロセッサによって実行されたときに、さらに、一つ以
上のプロセッサに、少なくとも、
　選択されたアクションに対応する複数のアクションオプションを決定させ、
　複数のアクションオプションの各々についての、アクションオプション識別子をディス
プレイに送信させ、
　複数のアクションオプション識別子からの特定のアクションオプション識別子の選択を
受信させ、
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　一つ以上のプロセッサによって実行されたときに、選択されたアクション識別子に対応
するアクションを実行させるプログラム命令が、選択されたアクションオプション識別子
に関するアクションを実行させる命令を含む、条項７に記載のコンピューティングシステ
ム。
〔９〕
　プログラム命令が、一つ以上のプロセッサによって実行されたときに、さらに、一つ以
上のプロセッサに、少なくとも、
　選択されたアクションに対応し、第一の選択の見込みを有する第一のアクションオプシ
ョンを決定させ、
　選択されたアクションに対応し、第二の選択の見込みを有する第二のアクションオプシ
ョンを決定させ、
　複数のアクションオプションが第一のアクションオプション及び第二のアクションオプ
ションを含む、条項８に記載のコンピューティングシステム。
〔１０〕
　プログラム命令が、一つ以上のプロセッサによって実行されたときに、さらに、一つ以
上のプロセッサに、少なくとも、
　追加のアクションオプション識別子の選択が可能なメニュー識別子をディスプレイに送
信させる、条項９に記載のコンピューティングシステム。
〔１１〕
　プログラム命令が、一つ以上のプロセッサによって実行されたときに、さらに、一つ以
上のプロセッサに、少なくとも、
　コンテキストメニューの呼び出しの一部として選択されたオブジェクトを決定させる、
条項７に記載のコンピューティングシステム。
〔１２〕
　オブジェクトに関するアクションを実行する、条項１１に記載のコンピューティングシ
ステム。
〔１３〕
　プログラム命令が、一つ以上のプロセッサによって実行されたときに、さらに、一つ以
上のプロセッサに、少なくとも、
　選択されたアクションがリモートアクションであることを決定させ、
　選択されたオブジェクト及び選択されたアクションの識別を含むアクション情報をリモ
ートコンピューティングリソースに送信させる、条項７に記載のコンピューティングシス
テム。
〔１４〕
　オブジェクトに対応するコンテキストメニューを呼び出すための入力をユーザから受信
することと、
　ユーザの身元、ユーザによって選択された先のアクション、オブジェクト、ユーザによ
って選択された先のオブジェクト、またはオブジェクトとユーザとの関係性の一つ以上に
少なくとも部分的に基づいて、ユーザに提示される複数のアクションを決定することと、
　決定したアクションにその各々が対応する複数のアクション識別子を含むコンテキスト
メニューをユーザに提示することと、
　アクション識別子の選択を受信することと、
　アクション識別子に対応するアクションを実行することと、を含む、コンピュータ実施
方法。
〔１５〕
　コンテキストメニューの提示が、
　コンテキストメニューの呼び出しを受信した入力の近似位置に入力識別子を提示するこ
とと、
　入力識別子から第一の距離に、複数のアクション識別子の各々を提示することと、を含
む、条項１４に記載のコンピュータ実施方法。
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〔１６〕
　入力が、デバイスのタッチベースのディスプレイにおける入力デバイスの?長押しであ
る、条項１４に記載のコンピュータ実施方法。
〔１７〕
　入力の位置に少なくとも部分的に基づいてオブジェクトを決定することをさらに含む、
条項１４に記載のコンピュータ実施方法。
〔１８〕
　オブジェクトが、ディスプレイ上に提示された複数のオブジェクトのうちの一つである
、条項１７に記載のコンピュータ実施方法。
〔１９〕
　オブジェクトに関するアクションが実行され、複数のオブジェクトのうちの他のオブジ
ェクトに関するアクションは実行されない、条項１８に記載のコンピュータ実施方法。
〔２０〕
　アクションが、メッセージの送信、選択されたオブジェクトのソーシャルネットワーキ
ングサイトもしくはプラットフォームへのポスト、選択されたオブジェクトへのコメント
の追加、選択されたオブジェクトの獲得、選択されたオブジェクトと同様のオブジェクト
の検索、選択されたオブジェクトのセットへの追加、選択されたオブジェクトのセットか
らの取り除き、選択されたオブジェクトの促進、選択されたオブジェクトの報告、選択さ
れたオブジェクトに関するアクションをとった他のユーザの特定、選択されたオブジェク
トのデバイスへの保存、または選択されたオブジェクトのダウンロードの少なくとも一つ
である、条項１４に記載のコンピュータ実施方法。
 

【図１Ａ】 【図１Ｂ】
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