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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　ソーシャルネットワーキングシステムに関連する１以上の計算装置が、発信元ユーザか
らターゲットユーザのコネクション情報に対するリクエストを受信するステップと、
　前記ソーシャルネットワーキングシステムに関連する１以上の計算装置が、前記ターゲ
ットユーザのコネクション情報を前記ターゲットユーザの計算装置の記憶装置における１
以上のディレクトリにおいて検索するステップと、
　前記ターゲットユーザのコネクション情報が検出されると、前記ソーシャルネットワー
キングシステムに関連する１以上の計算装置が、前記ターゲットユーザのコネクション情
報が前記発信元ユーザに提供されることを前記ターゲットユーザの１以上のプライバシ設
定が許可しているか判断するステップと、
　前記ターゲットユーザのコネクション情報が前記発信元ユーザに提供されることを前記
プライバシ設定が許可しているとき、前記ソーシャルネットワーキングシステムに関連す
る１以上の計算装置が、前記ターゲットユーザのコネクション情報を前記発信元ユーザに
提供するステップと、
　前記ターゲットユーザのコネクション情報が前記発信元ユーザに提供されることを前記
プライバシ設定が許可していないとき、前記ソーシャルネットワーキングシステムに関連
する１以上の計算装置が、前記プライバシ設定が前記発信元ユーザと前記ターゲットユー
ザとの間の匿名通信セッションを許可しているか判断し、前記プライバシ設定が匿名通信
セッションを許可しているとき、前記発信元ユーザと前記ターゲットユーザとの間の匿名
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通信セッションを確立するステップであって、前記発信元ユーザのコネクション情報は前
記匿名通信セッションにおいて前記ターゲットユーザに提示され、前記ターゲットユーザ
のコネクション情報は前記匿名通信セッションにおいて前記発信元ユーザから隠される、
確立するステップと、
　前記匿名通信セッションが終了したことに応答して、前記ソーシャルネットワーキング
システムが、前記ソーシャルネットワーキングシステムにおける前記発信元ユーザとの関
係を作成するか、又は前記ソーシャルネットワーキングシステムにおいて前記関係の作成
を阻止することを前記ターゲットユーザに促すステップと、
　前記ソーシャルネットワーキングシステムにおける前記発信元ユーザと前記ターゲット
ユーザとの間の関係を作成するか、又は前記ソーシャルネットワーキングシステムにおい
て前記関係の作成を阻止するステップと、
を有する方法。
【請求項２】
　前記ソーシャルネットワーキングシステムにおける前記発信元ユーザと前記ターゲット
ユーザとの間の関係を作成するステップは、前記ソーシャルネットワーキングシステムに
おける前記ターゲットユーザから前記発信元ユーザに友達要求を送信することを含む、請
求項１記載の方法。
【請求項３】
　前記ソーシャルネットワーキングシステムは、複数のノードと前記ノードを接続するエ
ッジとを有するソーシャルグラフを有し、
　前記ソーシャルグラフにおける少なくとも１つのノードは前記発信元ユーザに対応し、
　前記ソーシャルグラフにおける少なくとも１つのノードは前記ターゲットユーザに対応
する、請求項１記載の方法。
【請求項４】
　前記ソーシャルネットワーキングシステムにおける前記発信元ユーザと前記ターゲット
ユーザとの間の関係を作成するステップは、前記発信元ユーザに対応する前記ソーシャル
グラフにおける前記ノードの少なくとも１つと前記ターゲットユーザに対応する前記ソー
シャルグラフにおける前記ノードの少なくとも１つとの間の関係エッジを作成することを
含み、
　前記ソーシャルネットワーキングシステムにおいて前記ターゲットユーザから前記発信
元ユーザを阻止するステップは、前記発信元ユーザに対応する前記ソーシャルグラフにお
ける前記ノードの少なくとも１つと前記ターゲットユーザに対応する前記ソーシャルグラ
フにおける前記ノードの少なくとも１つとの間の阻止エッジを作成することを含む、請求
項３記載の方法。
【請求項５】
　前記プライバシ設定の１以上は、前記ターゲットユーザに対応する前記ソーシャルグラ
フにおける前記ノードが、エッジ数の閾値の範囲内で前記ターゲットユーザに対応する前
記ソーシャルグラフにおける前記ノードの少なくとも１つに接続されるとき、前記ターゲ
ットユーザのコネクション情報が前記発信元ユーザに提供されることを許可する設定を含
む、請求項３記載の方法。
【請求項６】
　前記プライバシ設定の１以上は、前記ターゲットユーザがある期間内にある地理的位置
にいたとき、前記ターゲットユーザのコネクション情報が前記発信元ユーザに提供される
ことを許可する設定を含む、請求項１記載の方法。
【請求項７】
　ソフトウェアを実現する１以上のコンピュータ可読な非一時的媒体であって、前記ソフ
トウェアは、実行時、
　ソーシャルネットワーキングシステムにおいて、発信元ユーザからターゲットユーザの
コネクション情報に対するリクエストを受信するステップと、
　前記ソーシャルネットワーキングシステムにおいて、前記ターゲットユーザのコネクシ
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ョン情報を前記ターゲットユーザの計算装置の記憶装置における１以上のディレクトリに
おいて検索するステップと、
　前記ターゲットユーザのコネクション情報が検出されると、前記ソーシャルネットワー
キングシステムにおいて、前記ターゲットユーザのコネクション情報が前記発信元ユーザ
に提供されることを前記ターゲットユーザの１以上のプライバシ設定が許可しているか判
断するステップと、
　前記ターゲットユーザのコネクション情報が前記発信元ユーザに提供されることを前記
プライバシ設定が許可しているとき、前記ソーシャルネットワーキングシステムから、前
記ターゲットユーザのコネクション情報を前記発信元ユーザに提供するステップと、
　前記ターゲットユーザのコネクション情報が前記発信元ユーザに提供されることを前記
プライバシ設定が許可していないとき、前記ソーシャルネットワーキングシステムにおい
て、前記プライバシ設定が前記発信元ユーザと前記ターゲットユーザとの間の匿名通信セ
ッションを許可しているか判断し、前記プライバシ設定が匿名通信セッションを許可して
いるとき、前記ソーシャルネットワーキングシステムにおいて、前記発信元ユーザと前記
ターゲットユーザとの間の匿名通信セッションを確立するステップであって、前記発信元
ユーザのコネクション情報は前記匿名通信セッションにおいて前記ターゲットユーザに提
示され、前記ターゲットユーザのコネクション情報は前記匿名通信セッションにおいて前
記発信元ユーザから隠される、確立するステップと、
　前記匿名通信セッションが終了したことに応答して、前記ソーシャルネットワーキング
システムが、前記ソーシャルネットワーキングシステムにおける前記発信元ユーザとの関
係を作成するか、又は前記ソーシャルネットワーキングシステムにおいて前記関係の作成
を阻止することを前記ターゲットユーザに促すステップと、
　前記ソーシャルネットワーキングシステムにおける前記発信元ユーザと前記ターゲット
ユーザとの間の関係を作成するか、又は前記ソーシャルネットワーキングシステムにおい
て前記関係の作成を阻止するステップと、
を実行するよう構成される媒体。
【請求項８】
　前記ソーシャルネットワーキングシステムにおける前記発信元ユーザと前記ターゲット
ユーザとの間の関係を作成するステップは、前記ターゲットユーザから前記発信元ユーザ
に友達要求を送信することを含む、請求項７記載の媒体。
【請求項９】
　前記ソーシャルネットワーキングシステムは、複数のノードと前記ノードを接続するエ
ッジとを有するソーシャルグラフを有し、
　前記ソーシャルグラフにおける少なくとも１つのノードは前記発信元ユーザに対応し、
　前記ソーシャルグラフにおける少なくとも１つのノードは前記ターゲットユーザに対応
する、請求項７記載の媒体。
【請求項１０】
　前記ソーシャルネットワーキングシステムにおける前記発信元ユーザと前記ターゲット
ユーザとの間の関係を作成するステップは、前記発信元ユーザに対応する前記ソーシャル
グラフにおける前記ノードの少なくとも１つと前記ターゲットユーザに対応する前記ソー
シャルグラフにおける前記ノードの少なくとも１つとの間の関係エッジを作成することを
含み、
　前記ソーシャルネットワーキングシステムにおいて前記ターゲットユーザから前記発信
元ユーザを阻止するステップは、前記発信元ユーザに対応する前記ソーシャルグラフにお
ける前記ノードと前記ターゲットユーザに対応する前記ソーシャルグラフにおける前記ノ
ードとの間の阻止エッジを作成することを含む、請求項９記載の媒体。
【請求項１１】
　１以上のプロセッサと、
　前記プロセッサに接続され、前記プロセッサにより実行可能な命令を有するメモリと、
を有する装置であって、前記命令を実行すると、前記プロセッサは、
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　ソーシャルネットワーキングシステムにおいて、発信元ユーザからターゲットユーザの
コネクション情報に対するリクエストを受信するステップと、
　前記ソーシャルネットワーキングシステムにおいて、前記ターゲットユーザのコネクシ
ョン情報を前記ターゲットユーザの計算装置の記憶装置における１以上のディレクトリに
おいて検索するステップと、
　前記ターゲットユーザのコネクション情報が検出されると、前記ソーシャルネットワー
キングシステムにおいて、前記ターゲットユーザのコネクション情報が前記発信元ユーザ
に提供されることを前記ターゲットユーザの１以上のプライバシ設定が許可しているか判
断するステップと、
　前記ターゲットユーザのコネクション情報が前記発信元ユーザに提供されることを前記
プライバシ設定が許可しているとき、前記ソーシャルネットワーキングシステムから前記
ターゲットユーザのコネクション情報を前記発信元ユーザに提供するステップと、
　前記ターゲットユーザのコネクション情報が前記発信元ユーザに提供されることを前記
プライバシ設定が許可していないとき、前記ソーシャルネットワーキングシステムにおい
て、前記プライバシ設定が前記発信元ユーザと前記ターゲットユーザとの間の匿名通信セ
ッションを許可しているか判断し、前記プライバシ設定が匿名通信セッションを許可して
いるとき、前記ソーシャルネットワーキングシステムにおいて、前記発信元ユーザと前記
ターゲットユーザとの間の匿名通信セッションを確立するステップであって、前記発信元
ユーザのコネクション情報は前記匿名通信セッションにおいて前記ターゲットユーザに提
示され、前記ターゲットユーザのコネクション情報は前記匿名通信セッションにおいて前
記発信元ユーザから隠される、確立するステップと、
　前記匿名通信セッションが終了したことに応答して、前記ソーシャルネットワーキング
システムが、前記ソーシャルネットワーキングシステムにおける前記発信元ユーザとの関
係を作成するか、又は前記ソーシャルネットワーキングシステムにおいて前記関係の作成
を阻止することを前記ターゲットユーザに促すステップと、
　前記ソーシャルネットワーキングシステムにおける前記発信元ユーザと前記ターゲット
ユーザとの間の関係を作成するか、又は前記ソーシャルネットワーキングシステムにおい
て前記関係の作成を阻止するステップと、
を実行するよう動作可能である装置。
【請求項１２】
　前記ソーシャルネットワーキングシステムにおける前記発信元ユーザと前記ターゲット
ユーザとの間の関係を作成するステップは、前記ターゲットユーザから前記発信元ユーザ
に友達要求を送信することを含む、請求項１１記載の装置。
【請求項１３】
　前記ソーシャルネットワーキングシステムは、複数のノードと前記ノードを接続するエ
ッジとを有するソーシャルグラフを有し、
　前記ソーシャルグラフにおける少なくとも１つのノードは前記発信元ユーザに対応し、
　前記ソーシャルグラフにおける少なくとも１つのノードは前記ターゲットユーザに対応
する、請求項１１記載の装置。
【請求項１４】
　前記ソーシャルネットワーキングシステムにおける前記発信元ユーザと前記ターゲット
ユーザとの間の関係を作成するステップは、前記発信元ユーザに対応する前記ソーシャル
グラフにおける前記ノードと前記ターゲットユーザに対応する前記ソーシャルグラフにお
ける前記ノードとの間の関係エッジを作成することを含み、
　前記ソーシャルネットワーキングシステムにおいて前記ターゲットユーザから前記発信
元ユーザを阻止するステップは、前記発信元ユーザに対応する前記ソーシャルグラフにお
ける前記ノードと前記ターゲットユーザに対応する前記ソーシャルグラフにおける前記ノ
ードとの間の阻止エッジを作成することを含む、請求項１３記載の装置。
【請求項１５】
　前記プライバシ設定の１以上は、前記ターゲットユーザに対応する前記ソーシャルグラ
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フにおける前記ノードが、エッジ数の閾値の範囲内で前記ターゲットユーザに対応する前
記ソーシャルグラフにおける前記ノードに接続されるとき、前記ターゲットユーザのコネ
クション情報が前記発信元ユーザに提供されることを許可する設定を含む、請求項１３記
載の装置。
【請求項１６】
　前記プライバシ設定の１以上は、前記ターゲットユーザがある期間内にある地理的位置
にいたとき、前記ターゲットユーザのコネクション情報が前記発信元ユーザに提供される
ことを許可する設定を含む、請求項１１記載の装置。
【請求項１７】
　前記プライバシ設定の１以上は、前記ターゲットユーザに対応する前記ソーシャルグラ
フにおける前記ノードが、エッジ数の閾値の範囲内で前記ターゲットユーザに対応する前
記ソーシャルグラフにおける前記ノードに接続されるとき、前記ターゲットユーザのコネ
クション情報が前記発信元ユーザに提供されることを許可する設定を含む、請求項９記載
の媒体。
【請求項１８】
　前記プライバシ設定の１以上は、前記ターゲットユーザがある期間内にある地理的位置
にいたとき、前記ターゲットユーザのコネクション情報が前記発信元ユーザに提供される
ことを許可する設定を含む、請求項７記載の媒体。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本開示は、一般にソーシャルプライバシ及びコンタクト関連付け機能を有する個人ディ
レクトリ及び検索サービスの提供に関する。
【背景技術】
【０００２】
　ソーシャルネットワーキングウェブサイトなどのソーシャルネットワーキングシステム
は、それのユーザがシステムを介しそれと及び互いにやりとりすることを可能にする。ソ
ーシャルネットワーキングシステムは、ユーザに関して、しばしばユーザプロファイルと
呼ばれるレコードを生成及び格納する。ユーザプロファイルは、ユーザの地理的情報、通
信チャネル情報、個人的興味及びソーシャルネットワーキングシステム内の他のユーザと
のユーザのやりとりを含むものであってもよい。ソーシャルネットワーキングシステムは
また、例えば、ユーザが参加するつもりであるソーシャルイベントなどのユーザのイベン
トのレコードを生成及び格納してもよい。一方、ユーザは、ユーザプロファイル及びイベ
ント情報に関連するプライバシ設定を設定することによって、ユーザの情報が他人と共有
されるか制御してもよい。
【０００３】
　人々に関する情報のディレクトリが知られている。さらに、Ｌｉｇｈｔｗｅｉｇｈｔ　
Ｄｉｒｅｃｔｏｒｙ　Ａｃｃｅｓｓ　Ｐｒｏｔｏｃｏｌは、ディレクトリサービスを用い
てデータを照会及び変更するためのアプリケーションプロトコルである。ディレクトリは
、論理的かつ階層的に整理された属性を有するオブジェクトセットとすることができる。
シンプルな具体例は、各名前がそれに関連付けされた住所及び電話番号を有する、アルフ
ァベット順に整理された（個人又は組織の）名前のリストから構成される電話番号ディレ
クトリである。
【発明の概要】
【０００４】
　本開示は、一般に個人ディレクトリ及びコンタクト検索サービスに関する。いくつかの
実現形態では、個人ディレクトリ及びコンタクト検索サービスは、ユーザが通信セッショ
ンを確立し、ユーザ間の以降の通信のためのコンタクト関連付けを生成し、及び／又はコ
ンタクト情報へのアクセスのための社交的及び時空間的側面を有するプライバシ設定を設
定することを可能にする。本開示の上記及び他の特徴、態様及び効果が、以下の図面に関
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して詳細な説明において以下でより詳細に説明される。
【図面の簡単な説明】
【０００５】
【図１】図１は、ソーシャルネットワーキングシステム及びそのディレクトリサービスの
一例となるシステムを示す。
【図２】図２は、以降の通信のためコンタクト関連付けによる一例となる個人検索方法を
示す。
【図３】図３は、ターゲットユーザと発信元ユーザとの間の以降の通信のためのコンタク
ト関連付けを生成する一例となる方法を示す。
【図４】図４は、時空間的プライバシ特徴を有するディレクトリサービスにより実現され
る一例となる方法を示す。
【図５】図５は、一例となるネットワーク環境を示す。
【図６】図６は、一例となるコンピュータシステムを示す。
【発明を実施するための形態】
【０００６】
　本発明が、添付した図面に示されるようないくつかの実施例を参照して詳細に説明され
る。以下の説明では、本開示の完全な理解を提供するため、多数の具体的詳細が提供され
る。しかしながら、本開示がこれらの具体的詳細の一部又は全てを備えることなく実現さ
れてもよいことは、当業者に明らかであろう。他の例として、本開示を不要に不明りょう
にしないため、周知の方法ステップ及び／又は構成は説明されていない。さらに、本開示
は特定の実施例に関して説明されるが、本説明は開示された実施例に本開示を限定するこ
とを意図するものでないことが理解されるべきである。他方、本説明は、添付した請求項
により規定されるような本開示の趣旨及び範囲内に含まれる代替、改良及び均等をカバー
することが意図される。
【０００７】
　ソーシャルネットワーキングウェブサイトなどのソーシャルネットワーキングシステム
は、それのユーザがシステムを介しそれと及び互いにやりとりすることを可能にする。典
型的には、ソーシャルネットワーキングシステムの登録ユーザになるため、人間又は人間
でないエンティティは、ソーシャルネットワーキングシステムにアカウントが登録される
。その後、登録ユーザは、例えば、正しいログインＩＤ又はユーザネームとパスワードと
を提供するなどによって、アカウントを介しソーシャルネットワーキングシステムにログ
インする。ここで用いられる“ユーザ”とは、このようなソーシャルネットワーキングシ
ステムとやりとり又は通信する個人（人間のユーザ）、エンティティ（企業、会社又はサ
ードパーティアプリケーションなど）又はグループ（個人又はエンティティの）であって
もよい。
【０００８】
　ユーザが最初にソーシャルネットワーキングシステムにアカウントを登録すると、ソー
シャルネットワーキングシステムは、ユーザに関する“ユーザプロファイル”としばしば
呼ばれるレコードを生成及び格納する。ユーザプロファイルは、ユーザにより提供される
情報と、ユーザのアクティビティ又はアクションに関するソーシャルネットワーキングシ
ステムを含む各種システムにより収集される情報とを含むものであってもよい。例えば、
ユーザは、ユーザの名前、連絡先、誕生日、性別、結婚歴、家族状況、仕事、学歴、嗜好
、興味及びユーザプロファイルに含められるべき他の個人情報を提供するものであっても
よい。ユーザは、自分の友人と考えるソーシャルネットワーキングシステムの他のユーザ
を特定する。ユーザの友人又は一次コンタクトのリストがユーザのプロファイルに含まれ
る。ソーシャルネットワーキングシステムにおけるコネクションは、双方向又は一方向で
あってもよい。例えば、ＢｏｂとＪｏｅとの双方がユーザであり、互いにコネクトしてい
る場合、ＢｏｂとＪｏｅのそれぞれは他方のコネクションである。他方、ＢｏｂがＳａｍ
の投稿されたコンテンツアイテムを閲覧するためＳａｍにコネクトすることを所望するが
、ＳａｍはＢｏｂにコネクトすることを選択しなかった場合、ＳａｍがＢｏｂのコネクシ
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ョンである一方向のコネクションが形成されるが、ＢｏｂはＳａｍのコネクションでない
。ソーシャルネットワーキングシステムのいくつかの実施例は、コネクションが１以上の
コネクションレベル（友人の友人など）を介した間接的なものであることを許容する。コ
ネクションは、例えば、友人になるため特定の他のユーザを選択したユーザなどにより明
示的に追加されてもよいし、あるいは、ユーザの共通する特徴（同じ教育機関の卒業生で
あるユーザなど）に基づきソーシャルネットワーキングシステムにより自動生成されても
よい。ユーザは、自分が頻繁に訪れるウェブサイトやウェブページを特定又はブックマー
クし、これらのウェブサイト又はウェブページがユーザのプロファイルに含まれてもよい
。
【０００９】
　ユーザは、アカウント登録時又は以降においてユーザの各種特性（連絡先や興味など）
に関する情報を提供する。ユーザはまた、任意の時点でユーザのプロファイル情報を更新
してもよい。例えば、ユーザが引っ越すときや電話番号を変更するとき、ユーザは連絡先
を更新してもよい。さらに、ユーザの興味は、時間の経過に従って変化する可能性があり
、ユーザは経時的に自分のプロファイルの興味を更新してもよい。ソーシャルネットワー
キングシステム上のユーザのアクティビティ、例えば、システム上の特定の情報へのアク
セス頻度などがまた、ユーザのプロファイルに含まれる情報を提供するようにしてもよい
。再び、このような情報は、ユーザの最近のアクティビティを反映するよう経時的に更新
されてもよい。さらに、他のユーザやユーザのいわゆる友人やコンタクトはまた、ユーザ
のプロファイルの更新に影響を与える又は引き起こすアクティビティを実行する可能性が
ある。例えば、コンタクトは、ユーザを友人として追加してもよい（又はユーザを友人と
して削除してもよい）。コンタクトはまた、ウォール投稿として典型的に知られるユーザ
のプロファイルページにメッセージを書き込むものであってもよい。
【００１０】
　ユーザプロファイル情報に加えて、ソーシャルネットワーキングシステムは、ユーザに
関する他の情報を追跡又は維持する。例えば、ソーシャルネットワーキングシステムは、
ユーザの位置を記録する１以上の位置ベースサービスを提供してもよい。例えば、ユーザ
は、ユーザのモバイル装置により管理される特定用途クライアントアプリケーションを用
いて、ソーシャルネットワーキングシステムにアクセスしてもよい。クライアントアプリ
ケーションは、モバイル装置によりサポートされるＧＰＳ（Ｇｌｏｂａｌ　Ｐｏｓｉｔｉ
ｏｎｉｎｇ　Ｓｙｓｔｅｍ）又は他のジオロケーション機能に自動的にアクセスしてもよ
い。さらに、クライアントアプリケーションは、ユーザが様々な場所でチェックインし、
当該位置を他のユーザに通信することを可能にするジオソーシャルネットワーキング機能
をサポートしてもよい。ユーザはまた、ユーザが関連付けされるイベントを追加、削除又
は更新してもよい。例えば、ユーザは、ユーザが参加予定の日時に関するソーシャルイベ
ントを更新するか、又は自分が参加した過去のイベントに関するウォール投稿でコメント
してもよい。
【００１１】
　他方、ユーザは、他のユーザやサードパーティアプリケーションと自らの情報を共有す
ることを所望するか、又は所望しないかもしれず、あるいは、特定のユーザ又はサードパ
ーティアプリケーションのみと自らの情報を共有することを所望するかもしれない。ユー
ザは、自らの情報がユーザプロファイルに関するプライバシ設定を介して他のユーザ又は
サードパーティアプリケーションと共有されるか制御する。例えば、ユーザは、各ユーザ
に関するユーザデータについてプライバシ設定を選択してもよい。プライバシ設定は、ユ
ーザデータにアクセス可能なエンティティセット（他のユーザ、ユーザのコネクション、
友人の友人、又はサードパーティアプリケーションなど）を規定又は特定する。プライバ
シ設定は、ソーシャルネットワークにおける特定のエンティティ（他のユーザなど）、ユ
ーザのコネクショングループ、特定タイプのコネクション、ユーザのすべてのコネクショ
ン、ユーザのコネクションのすべての１次コネクション、ソーシャルネットワーク全体又
はインターネット全体（投稿されたコンテンツアイテムをインターネット上でインデック
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ス可能及びサーチ可能にすることなど）指定するなどによって、各種粒度レベルにより指
定されてもよい。ユーザは、投稿されるすべてのユーザデータについてデフォルトのプラ
イバシ設定を選択してもよい。さらに、ユーザは、ユーザデータや特定タイプのユーザデ
ータを閲覧するのに特定のエンティティを具体的に排除してもよい。さらに、ユーザはま
た、電話番号や電子メールアドレスなどの通信チャネル情報の１以上の側面のアクセス可
能性を制御する１以上のプライバシ設定を設定してもよい。例えば、ユーザは、ユーザの
電子メールアドレスへの２次（友人の友人など）アクセスを許可しながら、ユーザの携帯
電話番号への１次コンタクトアクセスしか許可しないプライバシ設定を設定してもよい。
ユーザの通信チャネル情報の１以上の側面のアクセス可能性を制御するプライバシ設定は
また、ユーザに関する時間及び位置の近接性を考慮する動的な位置ベースの側面を有して
もよい。例えば、ユーザは、過去３ヶ月以内にユーザと同じイベントに参加した他のユー
ザに対してのみ、ユーザの電子メールアドレスへのアクセスを許可するプライバシ設定を
設定してもよい。さらなる具体例として、ユーザは、ユーザの現在位置の半径１０マイル
以内にいる他のユーザに対してのみ、ユーザの携帯電話番号へのアクセスを許可するプラ
イバシ設定を設定してもよい。つまり、非限定的な具体例として、ソーシャルネットワー
キングシステムは、ユーザが１）特定のユーザ、コンタクト又は友人、２）離間の程度（
１次、２次又は全てなど）、３）過去の共有履歴（同じ会社、同じ学校、同じ故郷）、４
）年齢（他のユーザの閾値年齢範囲内のユーザなど）、５）政治的又は他のグループの所
属、６）興味、７）参加したイベント、及び８）居住又は存在の現在位置のカテゴリの１
以上に沿って情報へのアクセスを制御することを許可してもよい。
【００１２】
　さらに、ソーシャルネットワーキングシステムは、ユーザが互いにやりとりするための
各種通信チャネルを提供する。このため、ソーシャルネットワーキングシステムのユーザ
は、通信チャネルを介し各種メディアのコンテンツアイテムを送信することによって、互
いにやりとりする。特定の実施例では、通信チャネルは、限定することなく、電子メール
、インスタントメッセージング、テキスト、音声又はビデオチャット、及びウォール投稿
を含むものであってもよい。ソーシャルネットワーキングシステムはまた、外部の電子メ
ールアドレス、電話番号及び物理的住所（“１０００　Ｍａｉｎ　Ｓｔｒｅｅｔ，Ｓａｎ
　Ｆｒａｎｃｉｓｃｏ，ＣＡ”など）などの外部のアドレス情報を維持してもよい。ユー
ザインタラクションを促進し、ソーシャルネットワーキングシステムとのさらなる関わり
を増大させるため、ソーシャルネットワーキングシステムは、一般にソーシャルネットワ
ーキングシステム内で登録ユーザを検索し、要求元のユーザが所与の通信チャネルを介し
ターゲットユーザに到達することを可能にするための連絡先を提供するため、ディレクト
リサービスを提供している。ソーシャルネットワーキングシステムは、ディレクトリサー
ビスをソーシャルネットワーキングシステムの外部で利用可能にする。
【００１３】
　図１は、一例となるソーシャルネットワーキングシステム及びそれのディレクトリサー
ビスを示す。特定の実施例では、ソーシャルネットワーキングシステムは、ユーザプロフ
ァイルデータをユーザプロファイルデータベース１０１に格納する。特定の実施例では、
ソーシャルネットワーキングシステムは、ユーザイベントデータをイベントデータベース
１０２に格納する。特定の実施例では、ソーシャルネットワーキングシステムは、プライ
バシポリシデータをプライバシポリシデータベース１０３に格納する。特定の実施例では
、データベース１０１，１０２，１０３は、ソーシャルネットワーキングシステムのフロ
ントエンド１０４に動作接続される。特定の実施例では、フロントエンド１０４は、ネッ
トワーククラウド１０６を介しクライアント装置１０５とやりとりする。クライアント装
置１０５は、一般にコンピュータネットワークを介し（遠隔的など）通信するための機能
を含むコンピュータ又は計算装置である。クライアント装置１０５は、デスクトップコン
ピュータ、ラップトップコンピュータ、ＰＤＡ（Ｐｅｒｓｏｎａｌ　Ｄｉｇｉｔａｌ　Ａ
ｓｓｉｓｔａｎｔ）、車両内外ナビゲーションシステム、スマートフォン、他のセルラ若
しくは携帯電話、モバイルゲーム装置、他の適切な計算装置であってもよい。クライアン
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ト装置１０５は、コンピュータネットワークを介しコンテンツにアクセス及び閲覧するた
め、ウェブブラウザ（Ｍｉｃｒｏｓｏｆｔ　Ｗｉｎｄｏｗｓ　Ｉｎｔｅｒｎｅｔ　Ｅｘｐ
ｌｏｒｅ、Ｍｏｚｉｌｌａ　Ｆｉｒｅｆｏｘ、Ａｐｐｌｅ　Ｓａｆａｒｉ、Ｇｏｏｇｌｅ
　Ｃｈｒｏｍｅ、Ｏｐｅｒａなど）などの１以上のクライアントアプリケーションを実行
する。フロントエンド１０４は、ユーザがソーシャルネットワーキングシステムにアクセ
スすることを可能にするため、ウェブ又はＨＴＴＰサーバ機能と共に他の機能を有する。
ネットワーククラウド１０６は、一般にクライアント装置１０５がソーシャルネットワー
キングシステムにアクセスするためのネットワーク又はネットワークコレクション（イン
ターネット、企業イントラネット又はこれらの組み合わせなど）を表す。
【００１４】
　ソーシャルネットワーキングシステムは、個人のグループ間の関係により一般に規定で
きるソーシャルグラフ情報を維持し、ちょっとした知り合いから緊密な家族の繋がりまで
の関係を含むものであってもよい。ソーシャルネットワークは、グラフ構造を用いて表現
されてもよい。グラフの各ノードは、ソーシャルネットワークのメンバを表す。２つのノ
ードを接続するエッジは、２人のユーザの間の関係を表す。さらに、何れか２つのボード
の間の離間の程度は、一方のノードから他方のノードにグラフをトラバースするのに必要
な最小ホップ数として規定される。２人のユーザの間の離間の程度は、グラフにおけるノ
ードにより表される２人のユーザの間の関連性の指標とみなすことができる。
【００１５】
　特定の実施例では、ディレクトリサービス１０７は、データベース１０１，１０２，１
０３に接続される。特定の実施例では、ディレクトリサービス１０７は、ユーザプロファ
イルデータ、イベントデータ及びソーシャルネットワーキングサービス内の登録ユーザの
プライバシポリシ設定に基づき個人検索サービスを提供する。特定の実施例では、ディレ
クトリサービス１０７は、ソーシャルネットワーキングシステムのフロントエンド１０４
を介し個人検索サービスを提供する。特定の実施例では、ディレクトリサービス１０７は
、モバイル装置１１０との音声通信のため、通信ハンドラ１０８及び／又はインタラクテ
ィブ音声応答システム１０９を介し個人検索サービスを提供する。特定の実施例では、モ
バイル装置１１０は、音声通信可能な装置（電話やパーソナルコンピュータなど）であっ
てもよい。
【００１６】
　ユーザは、１以上のターゲットユーザに関連する通信チャネル情報を検索するため、デ
ィレクトリサービス１０７にアクセスする。ユーザは、ファーストネームとラストネーム
とによりターゲットユーザを特定可能である。ユーザにより提供された情報が複数のター
ゲットユーザ候補を決定するケースでは、ディレクトリサービス１０７は、発信元のユー
ザが知っている可能性が高い検索候補など、同一のソーシャルネットワーク（同じ大学、
同じ都市、同じコンサートへの参加など）における友人の友人やユーザなどを選択しても
よい。すなわち、ディレクトリサービス１０７は、キーワードとして名前及び他の情報を
用いた第１サーチとユーザ間のコンタクトを含むソーシャルグラフを評価する第２サーチ
との間の重複を評価する。例えば、ソーシャルネットワーキングシステムは、ソーシャル
グラフに維持されるユーザコネクション情報に基づきユーザが知っている可能性のある検
索候補のリストを生成してもよい。要求元のユーザに対してソーシャルグラフにアクセス
する検索処理は、ユーザがコネクション示唆をコネクションに積極的に変換する確率を計
算することによって、ユーザが知っている可能性のある候補のリストを生成する。確率計
算は、限定することなく、ソーシャルグラフにおける離間の程度、個人情報（共通する友
人の人数、職歴、学歴又は位置近接性など）、過去の行動データ（候補がコネクト要求を
受け入れた回数など）、過去のインタラクションデータ（候補がユーザのビデオを視聴し
た回数など）、プライバシ設定（候補が特定のソーシャルネットワークグループからのコ
ネクションリクエストをブロックするなど）、及び過去の指示データ（候補が同様のコネ
クション要求を以前に断ったなど）を含むファクタに基づくものであってもよい。適切な
ソーシャルグラフ検索処理は、参照することによりここに援用される米国特許第７，０６
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９，３０３号、第７，１８８，１５３号及び第７，４５１，１６１号に詳述されている。
【００１７】
　特定の実施例では、ディレクトリサービス１０７へのアクセスは、モバイル装置１１０
に管理されるモバイルディレクトリサービスクライアントアプリケーションに関連して機
能する。いくつかの実現形態では、モバイルディレクトリサービスクライアントアプリケ
ーションは、モバイル装置１１０にインストールされているアドレスブックアプリケーシ
ョンへのプラグインとすることができる。特定の実施例では、ディレクトリサービス１０
７は、モバイル装置１００に管理されるサードパーティソフトウェアアプリケーション（
ウェブブラウザなど）を介しアクセス可能である。特定の実施例では、発信元ユーザは、
１）ターゲットユーザの識別情報（ファーストネーム及びラストネーム、登録ユーザＩＤ
、電子メールアドレス又は電話番号など）、及び２）ターゲットユーザに関する要求され
る１以上のタイプの通信チャネル情報（電子メールアドレス、携帯電話番号又は他の電話
番号など）をディレクトリサービス１０７に提供することによって、個人検索クエリを送
信する。特定の実施例では、モバイルディレクトリサービスクライアントアプリケーショ
ンは、発信元ユーザによりディレクトリサービス１０７に提供されるクエリ情報を通信し
、ディレクトリサービス１０７は、限定することなく、ＮＵＬＬメッセージ（ターゲット
ユーザ情報が検出されず、又は発信元ユーザはターゲットユーザの情報にアクセスできな
いなど）、ターゲットユーザのプライバシ設定により許可されるようなターゲットユーザ
の通信チャネル情報、信頼性レベル指標（ターゲットユーザの通信チャネル情報が１次コ
ンタクトからのものである場合は承認され、そうでない場合には承認されないなど）、及
びエラーコード（ディレクトリサービス１０７は利用可能でないなど）を含む情報によっ
てディレクトリサービスクエリに応答する。特定の実施例では、モバイルディレクトリサ
ービスクライアントアプリケーションとディレクトリサービス１０７との間の通信は、Ｕ
ＤＰ（Ｕｓｅｒ　Ｄａｔａｇｒａｍ　Ｐｒｏｔｏｃｏｌ）を用いて実現される。さらに、
ディレクトリサービス１０７から返されるレスポンスは、ＪＳＯＮ（ＪａｖａＳｃｒｉｐ
ｔ　Ｏｂｊｅｃｔ　Ｎｏｔａｔｉｏｎ）コードアレイによるものであってもよい。他の実
施例では、モバイルディレクトリサービスクライアントアプリケーションとディレクトリ
サービス１０７との間とディレクトリサービス１０７との間の通信は、ＳＭＳ（Ｓｈｏｒ
ｔ　Ｍｅｓｓａｇｅ　Ｓｅｒｖｉｃｅ）プロトコルにより実現されてもよい。特定の実施
例では、モバイルディレクトリサービスクライアントアプリケーションは、モバイル装置
１１０に管理される特定のサードパーティソフトウェアアプリケーションからのクライア
ントアプリケーションを介しディレクトリサービス１０７へのアクセスを許可するホワイ
トリストにより設定されてもよい。特定の実施例では、ターゲットユーザは、特定のユー
ザグループ（友人のみ、友人の友人のみ、又は特定のネットワークのみなど）についてタ
ーゲットユーザの通信チャネル情報へのアクセスを許可する１以上のプライバシ設定を設
定し、何れの通信チャネル情報（携帯電話番号や電子メールアドレスなど）がモバイルデ
ィレクトリサービスクライアントアプリケーションに利用可能にすることができるか制御
する。各種実現形態では、クライアントは、クエリ、クライアントからのアイデンティテ
ィ及びサーバレスポンスを含む通信チャネルを確立する。クエリ及びレスポンスの符号化
は、装置及び伝送媒体に依存する。一例となる実施例は、シンプルなキー値符号化を利用
したコネクションレス結果のためにＵＤＰを利用することを含む。他の実施例は、ＨＴＴ
Ｐを介した従来のウェブサービス技術や当該結果のためのＳＭＳを利用する。特定の実施
例は、上記の組み合わせを利用してもよい。ここに開示されるサービスは、通信チャネル
技術から独立している。
【００１８】
　図２は、本発明の１つの可能な実現形態によるディレクトリサービスを実現する一例と
なる方法を示す。開示された実施例では、ソーシャルネットワーキングシステムは、発信
元ユーザ（ｉｎｉｔｉａｔｉｎｇ　ｕｓｅｒ）とターゲットユーザ（ｔａｒｇｅｔ　ｕｓ
ｅｒ）との間の以降の通信を促進するコンタクト関連付け機構を含む個人検索サービスを
提供する。特定の実施例では、ディレクトリサービス１０７は、ターゲットユーザのディ
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レクトリ情報に対する発信元ユーザからの要求を受信する（ステップ２０１）。当該要求
は、ディレクトリサービス１０７がターゲットユーザを検索及び特定するため、及び／又
は発信元ユーザに対するアクセスパーミッションを決定するため利用する１以上の情報属
性を含む。当該要求はまた、ターゲットユーザに関するプライバシ設定ルールの１以上を
適用するため、ディレクトリサービス１０７が発信元ユーザを特定することを可能にする
ために発信元ユーザの情報を特定することを含むものであってもよい。発信元ユーザによ
り提供されるターゲットユーザに関する情報は、名前、ユーザプロファイル情報及び／又
はイベント情報（“ロサンジェルスのＪｏｈｎ　Ｓｍｉｔｈ”、又は“２００９年７月に
ＵＣ　Ｂｅｒｋｅｌｅｙのキャンパスで私が会ったＭａｒｙ　Ｗｉｌｌｉａｍｓ”など）
を含むものであってもよい。発信元ユーザは、モバイル装置１１０又はクライアント装置
１０５から要求する。発信元ユーザは、ソーシャルネットワーキングシステム内の登録ユ
ーザであってもよいし、又はそうでなくてもよい。当該要求はまた、電子メールアドレス
、チャットユーザ識別子、携帯電話番号、物理的住所など、ターゲットユーザに関連する
１以上の通信チャネルに関するデータについてディレクトリサービスに照会してもよい。
【００１９】
　特定の実施例では、ディレクトリサービス１０７は、ターゲットユーザを検索する（ス
テップ２０２）。特定の実施例では、ディレクトリサービスがターゲットユーザを検出で
きない場合、ディレクトリサービスは、発信元ユーザに“ユーザ未検出”メッセージを返
す（ステップ２０３）。ディレクトリサービス１０７がターゲットユーザを検出し、ター
ゲットユーザのディレクトリ情報へのアクセスが、ターゲットユーザのプライバシ設定に
よる許可される場合、ディレクトリサービス１０７は、ターゲットユーザのディレクトリ
情報を発信元ユーザに提供する（ステップ２０４）。ディレクトリサービス１０７は、タ
ーゲットユーザの通信チャネル情報へのアクセスを許可するか決定するため、発信元ユー
ザがターゲットユーザの友人であるか否か、ターゲットユーザと発信元ユーザとの間の離
間の程度、ターゲットユーザと発信元ユーザの居住位置、ターゲットユーザと発信元ユー
ザのグループ又は所属、ターゲットユーザと発信元ユーザの共通の興味など、発信元ユー
ザの社交的及び他の属性に対するターゲットユーザのプライバシ設定にアクセスする。例
えば、ターゲットユーザは、電子メールアドレスや電話番号などのターゲットユーザの連
絡先の１以上の側面に同じ大学に通っていた誰かがアクセスすることを許可するプライバ
シコンタクト設定を設定済みであってもよい。上述した属性を有する連絡先プライバシ設
定の設定可能性は、ユーザディレクトリ情報へのセミパブリックなアクセスを可能にする
。
【００２０】
　特定の実施例では、ターゲットユーザの通信チャネル情報及び匿名のコネクションへの
アクセスが、ターゲットユーザのプライバシ設定により許可されない場合、ディレクトリ
サービス１０７は、発信元ユーザに“アクセス拒絶”メッセージを返す。匿名のコネクシ
ョンがターゲットユーザのプライバシ設定により許可される場合、ディレクトリサービス
１０７は、ターゲットユーザと発信元ユーザとの間で匿名コネクションセッションを確立
する（ステップ２０５，２０６）。匿名コネクションセッションは、匿名電話発信、匿名
電子メール通信及び匿名チャットセッションの形態をとり、これらの全てがディレクトリ
サービス１０７により仲介される。上述されるように、ディレクトリサービス１０７は、
匿名通信セッションを開始するか否か判断するため、発信元ユーザの社交的及び他の属性
に対するターゲットユーザのプライバシ設定にアクセスする。例えば、ターゲットユーザ
は、２つの離間度により離間されるユーザが匿名通信セッションを介しターゲットユーザ
にコンタクトすることを可能にする１以上の設定を設定してもよい。プライバシコンフィ
ギュレーション設定はまた、離間度に加えて又は代わりに、現在の住まい、参加したイベ
ント、興味、個人履歴（共通の教育機関や雇用主など）などの他の属性を含むものであっ
てもよい。
【００２１】
　特定の実施例では、ディレクトリサービス１０７は、匿名通信セッションが終了したか
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判断する（ステップ２０７）。特定の実施例では、匿名通信セッションが終了した後、デ
ィレクトリサービス１０７は、ターゲットユーザと発信元ユーザとの間の以降の通信のた
めのコンタクト関連付けを生成するためのオプションを生成し、ターゲットユーザに提供
する（ステップ２０８）。特定の実施例では、ターゲットユーザが当該オプションを受け
入れた場合、ソーシャルネットワーキングシステムは、ターゲットユーザと発信元ユーザ
との間の以降の通信のためコンタクト関連付けを生成する（ステップ２０９）。例えば、
ディレクトリサービス１０７が匿名電話発信を仲介する場合、ディレクトリサービス１０
７は、ＩＶＲ（Ｉｎｔｅｒａｃｔｉｖｃｅ　Ｖｏｉｃｅ　Ｒｅｓｐｏｎｓｅ）機能を利用
して、通話が終了した後、各種コンタクト関連付けオプションについてユーザに照会する
。あるいは、ディレクトリサービス１０７は、各種コンタクト関連付けオプションについ
てユーザに照会する書式による電子メールをターゲットユーザに送信してもよい。ＳＭＳ
、チャットなどを含む他の通信チャネルマネージャ機能が、コンタクト関連付けオプショ
ンについてユーザに照会するのに利用可能である。
【００２２】
　図３は、ターゲットユーザと発信元ユーザとの間の以降の通信のためコンタクト関連付
けを生成する一例となる方法を示す。特定の実施例では、ディレクトリサービス１０７は
、発信元ユーザに友達要求を送信するオプション、発信元ユーザからの以降の通信要求を
ブロックするオプション、発信元ユーザからの以降の通信要求をホワイトリストするオプ
ション、又はターゲットユーザのプライバシ設定を更新するオプションをターゲットユー
ザに提供する（ステップ３０１）。特定の実施例では、ターゲットユーザが発信元ユーザ
に友達要求を送信するオプションを選択した場合、ソーシャルネットワーキングシステム
は、友達要求を生成し、ターゲットユーザから発信元ユーザに送信する（ステップ３０２
）。特定の実施例では、ターゲットユーザが発信元ユーザからの以降の通信要求をブロッ
クするオプションを選択した場合、ソーシャルネットワーキングシステムは、例えば、発
信元ユーザをブラックリストに追加するなどによって、発信元ユーザからの以降の通信要
求をブロックするため、プライバシデータベース１０３におけるターゲットユーザのプラ
イバシ設定を更新する（ステップ３０３）。特定の実施例では、ターゲットユーザが発信
元ユーザからの以降の通信要求をホワイトリストに入れるためのオプションを選択した場
合、ソーシャルネットワーキングシステムは、ターゲットユーザに関するホワイトリスト
に発信元ユーザを追加する。ここで、ホワイトリストは、発信元ユーザからターゲットユ
ーザへの以降の直接的な通信セッションを許可するものであってもよいし、あるいは、タ
ーゲットユーザの通信チャネル情報への発信元ユーザのアクセスを許可するものであって
もよい（ステップ３０４）。
【００２３】
　特定の実施例では、１以上のプライバシ設定は、ターゲットユーザの通信チャネル情報
、ユーザプロファイル情報及びイベント情報についてアクセスパラメータを規定する。例
えば、ターゲットユーザは、発信元ユーザが特定の通信チャネルにアクセスするのを具体
的に阻止するためのプライバシ設定を設定してもよいし、あるいは、発信元ユーザがター
ゲットユーザのイベント情報にアクセスするのを阻止してもよいし、あるいは、発信元ユ
ーザがターゲットユーザのウォール投稿にアクセスすることを阻止するが、特定の通信チ
ャネルにおける以降の通信を許可してもよい。特定の実施例では、ターゲットユーザがプ
ライバシ設定を更新するオプションを受け入れた場合、ソーシャルネットワーキングシス
テムは、ターゲットユーザがプライバシポリシデータベース１０３におけるプライバシ設
定を更新することを許可するプライバシ設定更新機構を構成してもよい（例えば、プライ
バシ設定パラメータをウェブページに含めて、当該ウェブページをターゲットユーザに提
示するなど）（ステップ３０５）。
【００２４】
　図４は、時空間的プライバシ機能を有するディレクトリサービスの一例となる方法を示
す。いくつかの実現形態では、ソーシャルネットワーキングシステムは、１以上のユーザ
の位置を追跡し、データストアに位置履歴を格納する。例えば、ユーザは、ジオソーシャ
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ルネットワーキング機能を利用して、各種位置にチェックインするようにしてもよい。さ
らに、ユーザのモバイル装置に管理されるモバイルクライアントアプリケーションは、モ
バイル装置１１０からソーシャルネットワーキングシステムに送信されるメッセージに、
ＧＰＳモジュールにより生成される位置情報を添付してもよい。さらに、ユーザは、既知
の地理的位置を有するイベントへの招待を受け入れてもよい。後述されるように、この位
置履歴は、地理的及び時間的側面による各種プライバシ設定を可能にするため、ディレク
トリサービス１０７と共に利用可能である。
【００２５】
　特定の実施例では、モバイル装置１１０上で管理されるモバイルディレクトリサービス
クライアントアプリケーションは、ディレクトリサービス１０７へのアクセスを提供する
。特定の実施例では、発信元ユーザは、ターゲットユーザの情報（ファーストネーム及び
ラストネームなど）及び要求された通信チャネル情報のタイプ（携帯電話番号や電子メー
ルアドレスなど）をモバイルディレクトリサービスに提供することによって、ターゲット
ユーザのディレクトリ検索を要求する。特定の実施例では、モバイルディレクトリサービ
スクライアントアプリケーションは、発信元ユーザの位置情報を自動収集する。例えば、
発信元ユーザの位置は、発信元ユーザのモバイル装置１１０のＧＰＳや携帯電話位置追跡
機能によって決定可能である。特定の実施例では、モバイルディレクトリサービスクライ
アントアプリケーションは、ディレクトリサービス１０７と通信し、ターゲットユーザの
情報及び発信元ユーザの現在位置情報を提供する（ステップ４０１）。特定の実施例では
、ディレクトリサービス１０７が利用可能でない場合、モバイルディレクトリサービスク
ライアントアプリケーションは、“サービス利用不可”メッセージを発信元ユーザに返す
（ステップ４０２）。特定の実施例では、ディレクトリサービス１０７がターゲットユー
ザを検出できない場合、モバイルディレクトリサービスクライアントアプリケーションは
、“ユーザ未検出”メッセージを発信元ユーザに返す（ステップ４０３）。特定の実施例
では、ディレクトリサービス１０７は、ターゲットユーザの現在位置情報を決定する。例
えば、ターゲットユーザの位置は、ターゲットユーザのモバイル装置１１０のＧＰＳ機能
により決定可能である。例えば、位置情報は、ジオソーシャルネットワーキングサービス
により維持されるチェックインアクティビティのデータストア、ユーザがイベントの参加
を設定及び登録することを可能にするイベントサービス、ステータス更新、カレンダ情報
などに基づくものとすることができる。
【００２６】
　特定の実施例では、ターゲットユーザは、ユーザが１以上のプライバシ設定により規定
される１以上の社交的、時空間的、地理的及び／又は時間的条件を充足可能なユーザ要求
に対してのみ、ターゲットユーザの通信チャネル情報へのアクセスを許可する１以上のプ
ライバシ設定を有する。例えば、ターゲットユーザのプライバシ設定は、ターゲットユー
ザと同じ周辺（１マイル以内など）に現在いる要求元ユーザに対してのみ、ターゲットユ
ーザの携帯電話番号へのアクセスを許可するものであってもよい。このような実施例では
、ディレクトリサービス１０７は、発信元ユーザとターゲットユーザとの現在位置を比較
する。他の実現形態では、ユーザは、ターゲットユーザと“交差パス（ｃｒｏｓｓｅｄ　
ｐａｔｈ）”を有するユーザに対して連絡先へのアクセスを許可する１以上の時空間側面
を含むプライバシ設定を設定する。例えば、ユーザは、要求から測定されるような設定可
能なスライドするタイムウィンドウ全体の範囲内（設定可能なタイムウィンドウの範囲内
）においてユーザと同時に同一の地理的位置（設定可能な半径のにいたすべてのユーザに
連絡先へのアクセスを許可するプライバシポリシを設定してもよい。このようなプライバ
シ設定は、ユーザが直近にパーティ又は他のソーシャルイベントにおいてターゲットユー
ザに会った要求元のユーザへの連絡先へのアクセスを許可することを可能にする。さらに
、プライバシ設定はまた、それ以上は連絡先が許可されれない最大離間度を指定するなど
、ソーシャルサイズを含むことが可能である。例えば、ターゲットユーザのプライバシ設
定は、ソーシャルネットワーキングシステムのターゲットユーザの友人に対してのみター
ゲットユーザの携帯電話番号へのアクセスを許可するが、友人の友人、同じ大学（スタン
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フォード大学など）に通学していたユーザ、又はターゲットユーザが大学に通学していた
ときと同じ年度中に大学の同じ都市（カリフォルニア州のＰａｌｏ　Ａｌｔｏなど）にい
たユーザのソーシャルネットワーキングシステムのユーザに対してターゲットユーザのイ
ンスタントメッセージＩＤへのアクセスを許可するようにしてもよい。特定の実施例では
、発信元ユーザがターゲットユーザのプライバシ設定により規定される社交的、空間的及
び時間的条件を充足できないとディレクトリサービス１０７が判断した場合、モバイルデ
ィレクトリサービスクライアントアプリケーションは、“ユーザ未検出”メッセージを発
信元ユーザに返す（ステップ４０５）。特定の実施例では、ターゲットユーザの通信チャ
ネル情報へのアクセスが、ターゲットユーザのプライバシ設定により許可された場合、モ
バイルディレクトリサービスクライアントアプリケーションは、ターゲットユーザの通信
チャネル情報を発信元ユーザに提供する（ステップ４０６）。
【００２７】
　図５は、一例となるネットワーク環境５００を示す。ネットワーク環境５００は、１以
上のサーバ５２０及び１以上のクライアント５３０を互いに接続するネットワーク５１０
を有する。ネットワーク環境５００はまた、１以上のサーバ５２０にリンクされた１以上
のデータストレージ５３０を有する。特定の実施例は、ネットワーク環境５００により実
現される。例えば、ディレクトリサービス１０７及びソーシャルネットワーキングシステ
ムフロントエンド１０４は、１以上のサーバ５２０により管理されるソフトウェアプログ
ラムにより記述されてもよい。例えば、イベントデータベース１０２は、１以上のストレ
ージ５４０に格納されてもよい。特定の実施例では、ネットワーク５１０は、イントラネ
ット、エクストラネット、バーチャルプライベートネットワーク（ＶＰＮ）、ローカルエ
リアネットワーク（ＬＡＮ）、ワイヤレスＬＡＮ（ＷＬＡＮ）、ワイドエリアネットワー
ク（ＷＡＮ）、メトロポリタンエリアネットワーク（ＭＡＮ）、インターネットの一部、
若しくは他のネットワーク５１０又はこのような２以上のネットワーク５１０の組み合わ
せである。本開示は、何れか適切なネットワーク５１０を想定する。
【００２８】
　１以上のリンク５５０は、サーバ５２０又はクライアント５３０とネットワーク５１０
とを接続する。特定の実施例では、１以上のリンク５５０はそれぞれ、１以上の有線、無
線又は光リンク５５０を有する。特定の実施例では、１以上のリンク５５０はそれぞれ、
イントラネット、エクストラネット、ＶＰＮ、ＬＡＮ、ＷＬＡＮ、ＷＡＮ、ＭＡＮ、イン
ターネットの一部若しくは他のリンク５５０又はこのような２以上のリンク５５０の組み
合わせを含む。本開示は、サーバ５２０及びクライアント５３０をネットワーク５１０に
接続する何れか適切なリンク５５０を想定する。
【００２９】
　特定の実施例では、各サーバ５２０は、単一のサーバであってもよいし、あるいは、複
数のコンピュータ又は複数のデータセンタに及ぶ分散サーバであってもよい。サーバ５２
０は、例えば、限定することなく、ウェブサーバ、ニュースサーバ、メールサーバ、メッ
セージサーバ、公告サーバ、ファイルサーバ、アプリケーションサーバ、交換サーバ、デ
ータベースサーバ又はプロキシサーバなどの各種タイプであってもよい。特定の実施例で
は、各サーバ５２０は、サーバ５２０により実現又はサポートされる適切な機能を実行す
るため、ハードウェア、ソフトウェア若しくは埋め込みロジックコンポーネント又はこの
ような２以上のコンポーネントの組み合わせを含む。例えば、ウェブサーバは、一般にウ
ェブページを有するウェブサイト又はウェブページの特定の要素を管理可能である。より
詳細には、ウェブサーバは、ＨＴＭＬファイル又は他のファイルタイプを管理してもよい
しあるいは、要求に応答してファイルを動的に生成又は構成し、クライアント５３０から
のＨＴＴＰ又は他の要求に応答してこれらをクライアント５３０に通信してもよい。メー
ルサーバは、一般に電子メールサービスを各種クライアント５３０に提供可能である。デ
ータベースサーバは、一般に１以上のデータストアに格納されているデータを管理するた
めのインタフェースを提供可能である。
【００３０】
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　特定の実施例では、１以上のデータストレージ５４０は、１以上のリンク５５０を介し
１以上のサーバ５２０に通信接続される。特定の実施例では、データストレージ５４０は
、各種タイプの情報を格納するのに利用されてもよい。特定の実施例では、データストレ
ージ５４０に格納される情報は、特定のデータ構造に従って構成される。特定の実施例で
は、各データストレージ５４０はリレーショナルデータベースであってもよい。特定の実
施例は、サーバ５２０又はクライアント５３０がデータストレージ５４０に格納されてい
る情報を抽出、変更、追加又は削除するなど管理することを可能にするインタフェースを
提供する。
【００３１】
　特定の実施例では、各クライアント５３０は、ハードウェア、ソフトウェア若しくは埋
め込みロジックコンポーネント又はこのような２以上のコンポーネントの組み合わせを含
み、クライアント５３０により実現又はサポートされる適切な機能を実行可能な電子装置
であってもよい。例えば、限定することなく、クライアント５３０は、デスクトップコン
ピュータシステム、ノートブックコンピュータシステム、ネットブックコンピュータシス
テム、携帯電子装置又はモバイル電話などであってもよい。本開示は、何れか適切なクラ
イアント５３０を想定する。クライアント５３０は、クライアント５３０のネットワーク
ユーザがネットワーク５３０にアクセスすることを可能にする。クライアント５３０は、
それのユーザが他のクライアント５３０の他のユーザと通信することを可能にする。
【００３２】
　クライアント５３０は、ＭＩＣＲＯＳＯＦＴ　ＩＮＴＥＲＮＥＴ　ＥＸＰＬＯＲＥ、Ｇ
ＯＯＧＬＥ　ＣＨＲＯＭＥ又はＭＯＺＩＬＬＡ　ＦＩＲＥＦＯＸなどのウェブブラウザ５
３２を有し、ＴＯＯＬＢＡＲやＹＡＨＯＯ　ＴＯＯＬＢＡＲなどの１以上のアドオン、プ
ラグイン又は他の拡張を有してもよい。クライアント５３０のユーザは、ウェブブラウザ
５３２をサーバ５２０にダイレクトするためＵＲＬ（Ｕｎｉｆｏｒｍ　Ｒｅｓｏｕｒｃｅ
　Ｌｏｃａｔｏｒ）又は他のアドレスを入力し、ウェブブラウザ５３２は、ＨＴＴＰ（Ｈ
ｙｐｅｒ　Ｔｅｘｔ　Ｔｒａｎｓｆｅｒ　Ｐｒｏｔｏｃｏｌ）要求を生成し、ＨＴＴＰ要
求をサーバ５２０に通信してもよい。サーバ５２０は、ＨＴＴＰ要求を受け付け、当該Ｈ
ＴＴＰ要求に応答して、１以上のＨＴＭＬ（Ｈｙｐｅｒ　Ｔｅｘｔ　Ｍａｒｋｕｐ　Ｌａ
ｎｇｕａｇｅ）ファイルをクライアント５３０に通信する。クライアント５３０は、ユー
ザに提供するため、サーバ５２０からのＨＴＭＬファイルに基づきウェブページをレンダ
リングする。本開示は、何れか適切なウェブページファイルを想定する。例えば、限定す
ることなく、ウェブページは、ＨＴＭＬファイル、ＸＨＴＭＬ（Ｅｘｔｅｎｓｉｂｌｅ　
ＨＴＭＬ）ファイル又はＸＭＬ（Ｅｘｔｅｎｓｉｂｌｅ　Ｍａｒｋｕｐ　Ｌａｎｇｕａｇ
ｅ）ファイルを特定のニーズに従ってレンダリングしてもよい。このようなページはまた
、例えば、限定することなく、ＪＡＶＡＳＣＲＩＰＴ、ＪＡＶＡ、ＭＩＣＲＯＳＯＦＴ　
ＳＩＬＶＥＲＬＩＧＨＴ、ＡＪＡＸ（Ａｓｙｎｃｈｒｏｎｏｕｓ　ＪＡＶＡＳＣＲＩＰＴ
　ａｎｄ　ＸＭＬ）などのマークアップ言語及びスクリプトの組み合わせにより記述され
たものなどのスクリプトを実行する。ここで、ウェブページという表現は、適切である場
合、１以上の対応するウェブページファイル（ブラウザがウェブページをレンダリングす
るのに利用する）を含むものであり、またその反対であってもよい。
【００３３】
　図６は、本発明のいくつかの実施例により利用可能な一例となるコンピュータシステム
６００を示す。例えば、ディレクトリサービス１０７は、１以上のコンピュータシステム
６００上で管理される１以上のソフトウェアプログラムにより記述されてもよい。例えば
、モバイル装置１１０は、コンピュータシステム６００を有してもよい。
【００３４】
　本開示は、何れか適切な個数のコンピュータシステム６００を想定する。本開示は、何
れか適切な物理的形態をとりうるコンピュータシステム６００を想定する。例えば、限定
することなく、コンピュータシステム６００は、埋め込みコンピュータシステム、ＳＯＣ
（Ｓｙｓｔｅｍ－Ｏｎ－Ｃｈｉｐ）、ＳＢＣ（ＳｉｎｇｌｅＢｏａｒｄ　Ｃｏｍｐｕｔｅ
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ｒ　ｓｙｓｔｅｍ）（例えば、ＣＯＭ（Ｃｏｍｐｕｔｅｒ－Ｏｎ－Ｍｏｄｕｌｅ）やＳＯ
Ｍ（Ｓｙｓｔｅｍ－Ｏｎ－Ｍｏｄｕｌｅ）など）、デスクトップコンピュータシステム、
ラップトップ若しくはノートブックコンピュータシステム、インタラクティブキオスク、
メインフレーム、コンピュータシステムのメッシュ、携帯電話、ＰＤＡ（Ｐｅｒｓｏｎａ
ｌ　Ｄｉｇｉｔａｌ　Ａｓｓｉｓｔａｎｔ）、サーバ、又はこれらの２以上の組み合わせ
であってもよい。適切である場合、コンピュータシステム６００は、１以上のコンピュー
タシステム６００を有してもよいし、単一又は分散的であってもよいし、複数の場所に及
ぶものであってもよいし、複数のマシーンに及ぶものであってもよいし、１以上のネット
ワークの１以上のクラウドコンポーネントを含むクラウドにあってもよい。適切である場
合、１以上のコンピュータシステム６００は、ここに図示又は開示される１以上の方法の
１以上のステップを実質的に空間的又は時間的制限なしに実行する。例えば、限定するこ
となく、１以上のコンピュータシステム６００は、ここに開示又は図示される１以上の方
法の１以上のステップをリアルタイムに又はバッチモードにより実行してもよい。１以上
のコンピュータシステム６００は、適切である場合、異なる時間又は異なる位置でここに
開示又は図示された１以上の方法の１以上のステップを実行する。
【００３５】
　特定の実施例では、コンピュータシステム６００は、プロセッサ６０２、メモリ６０４
、ストレージ６０６、入出力（Ｉ／Ｏ）インタフェース６０８、通信インタフェース６１
０及びバス６１２を有する。本開示は特定の構成において特定数の特定のコンポーネント
を有する特定のコンピュータシステムを開示及び図示したが、本開示は、何れか適切な構
成において何れか適切な個数の何れか適切なコンポーネントを有する何れか適切なコンピ
ュータシステムを想定する。
【００３６】
　特定の実施例では、プロセッサ６０２は、コンピュータプログラムを構成するものなど
、命令を実行するためのハードウェアを有する。例えば、限定することなく、プロセッサ
６０２は、内部レジスタ、内部キャッシュ、メモリ６０４又はストレージ６０６から命令
を抽出（又はフェッチ）し、これらを復号化及び実行し、その後に１以上の結果を内部レ
ジスタ、内部キャッシュ、メモリ６０４又はストレージ６０６に書き込む。特定の実施例
では、プロセッサ６０２は、データ、命令又はアドレスのための１以上の内部キャッシュ
を有してもよい。本開示は、適切である場合、何れか適切な個数の何れか適切な内部キャ
ッシュを含むプロセッサ６０２を想定する。例えば、限定することなく、プロセッサ６０
２は、１以上の命令キャッシュ、１以上のデータキャッシュ及び１以上のＴＬＢ（Ｔｒａ
ｎｓｌａｔｉｏｎ　Ｌｏｏｋ－ａｓｉｄｅ　Ｂｕｆｆｅｒ）を有してもよい。命令キャッ
シュの命令は、メモリ６０４又はストレージ６０６における命令のコピーであり、命令キ
ャッシュは、プロセッサ６０２によるメモリ６０４の抽出を高速化する。データキャッシ
ュのデータは、動作のためプロセッサ６０２において実行される命令、プロセッサ６０２
において実行される以降の命令によるアクセスのためプロセッサ６０２において実行され
る以前の命令の結果、メモリ６０４又はストレージ６０６への書き込み、又は他の適切な
データのため、メモリ６０４又はストレージ６０６におけるデータのコピーであってもよ
い。データキャッシュは、プロセッサ６０２によるリード又はライト処理を高速化する。
ＴＬＢは、プロセッサ６０２のためのバーチャルアドレス変換を高速化する。特定の実施
例では、プロセッサ６０２は、データ、命令又はアドレスのための１以上の内部レジスタ
を有する。本開示は、適切である場合、何れかの個数の何れか適切な内部レジスタを有す
るプロセッサ６０２を想定する。適切である場合、プロセッサ６０２は、１以上のＡＬＵ
（Ａｒｉｔｈｍｅｔｉｃ　Ｌｏｇｉｃ　Ｕｎｉｔ）を有してもよいし、マルチコアプロセ
ッサであってもよいし、１以上のプロセッサ６０２を有してもよい。本開示は特定のプロ
セッサを開示及び図示するが、本開示は何れか適切なプロセッサを想定する。
【００３７】
　特定の実施例では、メモリ６０４は、プロセッサ６０２が実行するためのデータやプロ
セッサ６０２が動作するための命令を格納するメインメモリを有する。例えば、限定する
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ことなく、コンピュータシステム６００は、ストレージ６０６又は他のソース（他のコン
ピュータシステム６００など）からメモリ６０４に命令をロードする。その後、プロセッ
サ６０２は、メモリ６０４から内部レジスタ又は内部キャッシュに命令をロードする。命
令を実行するため、プロセッサ６０２は、内部レジスタ又は内部キャッシュから命令を抽
出し、それらを復号化する。命令の実行中又は実行後、プロセッサ６０２は、１以上の結
果（中間又は最終結果であってもよい）を内部レジスタ又は内部キャッシュに書き込む。
その後、プロセッサ６０２は、これらの結果の１以上をメモリ６０４に書き込む。特定の
実施例では、プロセッサ６０２は、１以上の内部レジスタ、内部キャッシュ又はメモリ６
０４（ストレージ６０６又はその他と対照的に）における命令のみを実行し、１以上の内
部レジスタ、内部キャッシュ又はメモリ６０４（ストレージ６０６又はその他と対照的に
）におけるデータのみについて動作する。１以上のメモリバス（それぞれがアドレスバス
とデータバスとを含む）は、プロセッサ６０２とメモリ６０４とを接続する。バス６１２
は、後述されるように、１以上のメモリバスを含む。特定の実施例では、１以上のＭＭＵ
（Ｍｅｍｏｒｙ　Ｍａｎａｇｅｍｅｎｔ　Ｕｎｉｔ）がプロセッサ６０２とメモリ６０４
との間にあり、プロセッサ６０２により要求されたメモリ６０４へのアクセスを実現する
。特定の実施例では、メモリ６０４は、ＲＡＭを有する。当該ＲＡＭは、適切である場合
、揮発性メモリであってもよい。適切である場合、当該ＲＡＭは、ＤＲＡＭ又はＳＲＡＭ
であってもよい。さらに、適切である場合、当該ＲＡＭは、シングルポート又はマルチポ
ートＲＡＭであってもよい。本開示は、何れか適切なＲＡＭを想定する。メモリ６０４は
、適切である場合、１以上のメモリ６０４を有する。本開示は特定のメモリを図示及び開
示したが、本開示は、何れか適切なメモリを想定する。
【００３８】
　特定の実施例では、ストレージ６０６は、データ又は命令のためのマスストレージを有
する。例えば、限定することなく、ストレージ６０６は、ＨＤＤ、フロッピー（登録商標
）ディスクドライブ、フラッシュメモリ、光ディスク、光磁気ディスク、磁気テープ、Ｕ
ＳＢ（Ｕｎｉｖｅｒａｌ　Ｓｅｒｉａｌ　Ｂｕｓ）ドライブ又はこれらの２以上の組み合
わせを含むものであってもよい。ストレージ６０６は、適切である場合、着脱可能な又は
着脱不可な（又は固定的な）媒体を含む。ストレージ６０６は、適切である場合、コンピ
ュータシステム６００の内部又は外部にあってもよい。特定の実施例では、ストレージ６
０６は、不揮発性ソリッドステートメモリである。適切である場合、当該ＲＯＭは、マス
クプログラムされたＲＯＭ、ＰＲＯＭ（Ｐｒｏｇｒａｍｍａｂｌｅ　ＲＯＭ）、ＥＰＲＯ
Ｍ（Ｅｒａｓａｂｌｅ　ＲＯＭ）、ＥＥＰＲＯＭ（Ｅｌｅｃｔｒｉｃａｌｌｙ　ＥＰＲＯ
Ｍ）、ＥＡＲＯＭ（Ｅｌｅｃｔｒｉｃａｌｌｙ　Ａｌｔｅｒａｂｌｅ　ＲＯＭ）若しくは
フラッシュメモリ又はこれらの２以上の組み合わせであってもよい。本開示は、何れか適
切な物理的形態をとるマスストレージ６０６を想定する。ストレージ６０６は、適切であ
る場合、プロセッサ６０２とストレージ６０６との間の通信を実現する１以上のストレー
ジ制御ユニットを含む。適切である場合、ストレージ６０６は、１以上のストレージ６０
６を有する。本開示は特定のストレージを開示及び図示するが、本開示は、何れか適切な
ストレージを想定する。
【００３９】
　特定の実施例では、Ｉ／Ｏインタフェース６０８は、コンピュータシステム６００と１
以上のＩ／Ｏ装置との間の通信のための１以上のインタフェースを提供するハードウェア
、ソフトウェア又はその両方を含む。コンピュータシステム６００は、適切である場合、
これらのＩ／Ｏ装置の１以上を含む。これらのＩ／Ｏ装置の１以上は、人間とコンピュー
タシステム６００との間の通信を可能にする。例えば、限定することなく、Ｉ／Ｏ装置は
、キーボード、キーパッド、マイクロフォン、モニタ、マウス、プリンタ、スキャナ、ス
ピーカー、スチルカメラ、スタイラス、タブレット、タッチ画面、トラックボール、ビデ
オカメラ、他の適切なＩ／Ｏ装置又はこれらの２以上の組み合わせを含む。Ｉ／Ｏ装置は
、１以上のセンサを有してもよい。本開示は、何れか適切なＩ／Ｏ装置と、そのための何
れか適切なＩ／Ｏインタフェース６０８とを想定する。適切である場合、Ｉ／Ｏ装置６０
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８は、プロセッサ６０２がこれらのＩ／Ｏ装置の１以上を駆動することを可能にする１以
上のデバイス又はソフトウェアドライバを有する。Ｉ／Ｏインタフェース６０８は、適切
である場合、１以上のＩ／Ｏインタフェース６０８を有する。本開示は特定のＩ／Ｏイン
タフェースを開示及び図示するが、本開示は、何れか適切なＩ／Ｏインタフェースを想定
する。
【００４０】
　特定の実施例では、通信インタフェース６１０は、コンピュータシステム６００と１以
上の他のコンピュータシステム６００又は１以上のネットワークとの間の通信のため（例
えば、パケットベース通信などのため）、１以上のインタフェースを提供するハードウェ
ア、ソフトウェア又はその両方を有する。例えば、限定することなく、通信インタフェー
ス６１０は、Ｗｉ－Ｆｉネットワークなどの無線ネットワークと通信するための無線ＮＩ
Ｃ（ＷＮＩＣ）若しくは無線アダプタ、又はイーサネット（登録商標）若しくは他の有線
ベースネットワークと通信するためのネットワークインタフェースコントローラ（ＮＩＣ
）若しくはネットワークアダプタを有してもよい。本開示は、何れか適切なネットワーク
と何れか適切なそのための通信インタフェース６１０とを想定する。例えば、限定するこ
となく、コンピュータシステム６００は、アドホックネットワーク、ＰＡＮ（Ｐｅｒｓｏ
ｎａｌ　Ａｒｅａ　Ｎｅｔｗｏｒｋ）、ＬＡＮ（Ｌｏｃａｌ　Ａｒｅａ　Ｎｅｔｗｏｒｋ
）、ＷＡＮ（Ｗｉｄｅ　Ａｒｅａ　Ｎｅｔｗｏｒｋ）、ＭＡＮ（Ｍｅｔｒｏｐｏｌｉｔａ
ｎ　Ａｒｅａ　Ｎｅｔｗｏｒｋ）、インターネットの１以上の一部又はこれらの２以上の
組み合わせと通信してもよい。これらのネットワークの１以上の１以上の一部は、有線又
は無線であってもよい。例えば、コンピュータシステム６００は、無線ＰＡＮ（ＢＬＵＥ
ＴＯＯＴＨ　ＷＰＡＮなど）、Ｗｉ－Ｆｉネットワーク、Ｗｉ－ＭＡＸネットワーク、携
帯電話ネットワーク（ＧＳＭ（Ｇｌｏｂａｌ　Ｓｙｓｔｅｍ　ｆｏｒ　Ｍｏｂｉｌｅ　Ｃ
ｏｍｍｕｎｉｃａｔｉｏｎｓ）ネットワークなど）若しくは他の適切な無線ネットワーク
又はこれら２つの組み合わせと通信してもよい。コンピュータシステム６００は、適切で
ある場合、これらのネットワークの何れかについて何れか適切な通信インタフェース６１
０を有する。通信インタフェース６１０は、適切である場合、１以上の通信インタフェー
ス６１０を有する。本開示は特定の通信インタフェースを開示及び図示するが、本開示は
、何れか適切な通信インタフェースを想定する。
【００４１】
　特定の実施例では、バス６１２は、コンピュータシステム６００のコンポーネントを互
いに接続するハードウェア、ソフトウェア又はその両方を有する。例えば、限定すること
なく、バス６１２は、ＡＧＰ（Ａｃｃｅｌｅｒａｔｅｄ　Ｇｒａｐｈｉｃｓ　Ｐｏｒｔ）
若しくは他のグラフィックバス、ＥＩＳＡ（Ｅｎｈａｎｃｅｄ　Ｉｎｄｕｓｔｒｙ　Ｓｔ
ａｎｄａｒｄ　Ａｒｃｈｉｔｅｃｔｕｒｅ）バス、フロントサイドバス（ＦＳＢ）、ＨＹ
ＰＥＲＴＲＡＮＳＰＯＲＴ（ＨＴ）インターコネクト、ＩＳＡ（Ｉｎｄｕｓｔｒｙ　Ｓｔ
ａｎｄａｒｄ　Ａｒｃｈｉｔｅｃｔｕｒｅ）バス、ＩＮＦＩＮＩＢＡＮＤインターコネク
ト、ＬＰＣ（Ｌｏｗ－Ｐｉｎ－Ｃｏｕｎｔ）バス、メモリバス、ＭＣＡ（Ｍｉｃｒｏ　Ｃ
ｈａｎｎｅｌ　Ａｒｃｈｉｔｅｃｔｕｒｅ）バス、ＰＣＩ（Ｐｅｒｉｐｈｅｒａｌ　Ｃｏ
ｍｐｏｎｅｎｔ　Ｉｎｔｅｒｃｏｎｎｅｃｔ）バス、ＰＣＩ－Ｅｘｐｒｅｓｓ（ＰＣＩ－
Ｘ）バス、ＳＡＴＡ（Ｓｅｒｉａｌ　Ａｄｖａｎｃｅｄ　Ｔｅｃｈｎｏｌｏｇｙ　Ａｔｔ
ａｃｈｍｅｎｔ）バス、ＶＬＢ（Ｖｉｄｅｏ　Ｅｌｅｃｔｒｏｎｉｃｓ　Ｓｔａｎｄａｒ
ｄ　Ａｓｓｏｃｉａｔｉｏｎ　ｌｏｃａｌ）バス若しくは他の適切なバス又はこれらの２
以上の組み合わせを含むものであってもよい。バス６１２は、適切である場合、１以上の
バス６１２を有する。本開示は特定のバスを開示及び図示するが、本開示は、何れか適切
なバス又はインターコネクトを想定する。
【００４２】
　ここで、コンピュータ可読記憶媒体という表現は、１以上の非一時的な有形のコンピュ
ータ可読記憶媒体処理構造を含む。例えば、限定することなく、コンピュータ可読記憶媒
体は、適切である場合、半導体ベース又は他の集積回路（ＩＣ）（例えば、ＦＰＧＡ（Ｆ
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ｉｅｌｄ－Ｐｒｏｇｒａｍｍａｂｌｅ　Ｇａｔｅ　Ａｒｒａｙ）又はＡＳＩＣ（Ａｐｐｌ
ｉｃａｔｉｏｎ－Ｓｐｅｃｉｆｉｃ　ＩＣ）など）、ハードディスク、ＨＤＤ、ハイブリ
ッドハードドライブ（ＨＨＤ）、光ディスク、光ディスクドライブ（ＯＤＤ）、光磁気デ
ィスク、光磁気ドライブ、フロッピー（登録商標）ディスク、フロッピー（登録商標）デ
ィスクドライブ（ＦＤＤ）、磁気テープ、ホログラフィック記憶媒体、ソリッドステート
ドライブ（ＳＳＤ）、ＲＡＭドライブ、セキュアデジタルカード、セキュアデジタルドラ
イブ、若しくは他の適切なコンピュータ可読記憶媒体又はこれらの２以上の組み合わせを
含むものであってもよい。ここで、コンピュータ可読記憶媒体という表現は、３５　Ｕ．
Ｓ．Ｃ．§１０１の特許保護に適格でない媒体を排除する。ここで、コンピュータ可読記
憶媒体という表現は、それらが３５　Ｕ．Ｓ．Ｃ．§１０１の特許保護に適格でない範囲
の一時的形態の信号伝送（電気又は電磁信号の伝搬など）を排除する。
【００４３】
　本開示は、何れか適切なストレージを実現する１以上のコンピュータ可読記憶媒体を想
定する。特定の実施例では、コンピュータ可読記憶媒体は、適切である場合、プロセッサ
６０２の１以上の部分（例えば、１以上の内部レジスタ又はキャッシュなど）、メモリ６
０４の１以上の部分、ストレージ６０６の１以上の部分又はこれらの組み合わせを実現す
る。特定の実施例では、コンピュータ可読記憶媒体は、ＲＡＭ又はＲＯＭを実現する。特
定の実施例では、コンピュータ可読記憶媒体揮発性又は永久メモリを実現する。特定の実
施例では、１以上のコンピュータ可読記憶媒体は、ソフトウェアを実現する。ここで、ソ
フトウェアという表現は、適切である場合、１以上のアプリケーション、バイトコード、
１以上のコンピュータプログラム、１以上の実行ファイル、１以上の命令、ロジック、マ
シーンコード、１以上のスクリプト又はソースコードを含む。特定の実施例では、ソフト
ウェアは、１以上のＡＰＩ（Ａｐｐｌｉｃａｔｉｏｎ　Ｐｒｏｇｒａｍｍｉｎｇ　Ｉｎｔ
ｅｒｆａｃｅ）を含む。本開示は、何れか適切なプログラミング言語又はプログラミング
言語の組み合わせにより記述又は表現された何れか適切なソフトウェアを想定する。特定
の実施例では、ソフトウェアはソースコード又はオブジェクトコードとして表現される。
特定の実施例では、ソフトウェアは、Ｃ、Ｐｅｒｌ又はこれらの適切な拡張などのよりハ
イレベルなプログラミング言語により表現される。特定の実施例では、ソフトウェアは、
アセンブリ言語（又はマシーンコード）などのよりローレベルなプログラミング言語によ
り表現される。特定の実施例では、ソフトウェアはＪＡＶＡにより表現される。特定の実
施例では、ソフトウェアは、ＨＴＭＬ（Ｈｙｐｅｒ　Ｔｅｘｔ　Ｍａｒｋｕｐ　Ｌａｎｇ
ｕａｇｅ）、ＸＭＬ（Ｅｘｔｅｎｓｉｂｌｅ　Ｍａｒｕｐ　Ｌａｎｇｕａｇｅ）又は他の
適切なマークアップ言語により表現される。
【００４４】
　本開示は、当業者が理解する実施例に対するすべての変更、置換、変形、変更及び改良
を含む。同様に、適切である場合、添付した請求項は、当業者が理解する実施例に対する
すべての変更、置換、変形、変更及び改良を含む。
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