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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　少なくとも１つのプロセッサと、電子ドキュメントを提供するアプリケーションプログ
ラムを記録したメモリとを備えたコンピュータが実行する方法であって、前記アプリケー
ションプログラムは、前記電子ドキュメントに挿入するためのコンテンツを受け取り、表
示する複数の対話型コンテンツペインを提供する機能を有し、前記方法は、
　前記複数の対話型コンテンツペインから、第１および第２のコンテンツタイプに各々関
連付けられた第１および第２の対話型コンテンツペインが選択されたことに応答して、前
記第１および第２の対話型コンテンツペインを生成し、前記電子ドキュメント内に表示す
るステップであって、前記第１の対話型コンテンツペインは、コンテンツを受け取り、表
示するための第１のコンテンツ領域を含み、前記第２の対話型コンテンツペインは、コン
テンツを受け取り、表示するための第２のコンテンツ領域を含み、前記第１および第２の
対話型コンテンツペインは、前記電子ドキュメント内において、各々のコンテンツ領域に
おいて受け取ったコンテンツが前記電子ドキュメント内の各々のコンテンツ領域に関連付
けられた位置に表示され、かつ前記第２の対話型コンテンツペインが、前記第１の対話型
コンテンツペインの前記第１のコンテンツ領域内に位置するように表示される、ステップ
と、
　前記第１のコンテンツ領域において第１のコンテンツを受け取るステップと、
　前記第１のコンテンツ領域において受け取った前記第１のコンテンツが、前記第１のコ
ンテンツ領域に対して予め定義された制約を超えるか否かを判断することによって、前記
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第１のコンテンツの妥当性を検査するステップと、
　前記第１のコンテンツが妥当であると判断され、前記第１のコンテンツのタイプが前記
第１のコンテンツタイプであるとき、前記第１のコンテンツタイプの前記第１のコンテン
ツを、前記第１の対話型コンテンツペインの前記第１のコンテンツ領域内に表示するステ
ップと、
　前記第１のコンテンツ領域において、あるコンテンツ領域から別のコンテンツ領域に挿
入点を移動させることを指示するコマンドを受け取るステップと、
　前記第１の対話型コンテンツペインに関連付けられた前記第１のコンテンツタイプと前
記第２の対話型コンテンツペインに関連付けられた前記第２のコンテンツタイプが合致す
るとき、前記コマンドを受け取ったことに応答して、前記第１の対話型コンテンツペイン
の前記第１のコンテンツ領域内の挿入点を、前記第２の対話型コンテンツペインの前記第
２のコンテンツ領域内に移動させるステップと
　を備えることを特徴とする方法。
【請求項２】
　前記第１のコンテンツ領域において前記第１のコンテンツを受け取った後、前記第１の
コンテンツをコピーして前記第２の対話型コンテンツペインの前記第２のコンテンツ領域
に表示するステップをさらに備えることを特徴とする請求項１に記載の方法。
【請求項３】
　前記第１および第２の対話型コンテンツペインを前記電子ドキュメント内に表示するス
テップは、選択可能な前記第１のコンテンツタイプの複数のコンテンツを表示する第１の
選択領域と、前記第１のコンテンツ領域に入力可能な前記第１のコンテンツタイプを示す
第１のラベル領域とをさらに有する前記第１の対話型コンテンツペイン、および選択可能
な前記第２のコンテンツタイプの複数のコンテンツを表示する第２の選択領域と、前記第
２のコンテンツ領域に入力可能な前記第２のコンテンツタイプを示す第２のラベル領域と
をさらに有する前記第２の対話型コンテンツペインを、前記電子ドキュメント内に表示す
ることを含むことを特徴とする請求項１に記載の方法。
【請求項４】
　前記第１および第２の対話型コンテンツペインを前記電子ドキュメント内に表示するス
テップは、前記第１および第２の対話型コンテンツペインの前記第１および第２のコンテ
ンツ領域内に、各々のコンテンツ領域に挿入すべきコンテンツを指示する使用説明テキス
トを表示することを含み、
　前記第１のコンテンツ領域において第１のコンテンツを受け取るステップは、前記第１
のコンテンツ領域内の前記使用説明テキストを前記第１のコンテンツと置き換えることに
よって、前記第１のコンテンツ領域に前記第１のコンテンツを挿入することを含むことを
特徴とする請求項３に記載の方法。
【請求項５】
　前記第１のコンテンツは、前記第１の選択領域に表示された前記第１のコンテンツタイ
プの複数のコンテンツから選択されたコンテンツであり、
　前記第１のコンテンツ領域において第１のコンテンツを受け取るステップは、
　前記第１のコンテンツ領域内の前記使用説明テキストを、前記第１の選択領域に表示さ
れた前記複数のコンテンツから選択された前記第１のコンテンツで置き換えることによっ
て、前記第１のコンテンツ領域に前記第１のコンテンツを挿入することを含むことを特徴
とする請求項４に記載の方法。
【請求項６】
　前記第１のコンテンツは、前記使用説明テキストが前記第１のコンテンツ領域に表示さ
れているときに前記第１のコンテンツ領域に直接入力されたコンテンツであり、
　前記前記第１のコンテンツ領域において第１のコンテンツを受け取るステップは、前記
第１のコンテンツ領域内の前記使用説明テキストを、前記第１のコンテンツ領域に直接入
力された前記第１のコンテンツで置き換えることによって、前記第１のコンテンツ領域に
前記第１のコンテンツを挿入することを含むことを特徴とする請求項４に記載の方法。
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【請求項７】
　前記第１の対話型コンテンツペインは、エラーメッセージを表示するための通知領域を
さらに含み、前記方法は、
　前記第１のコンテンツが前記第１のコンテンツ領域に直接入力されたとき、該直接入力
された第１のコンテンツのタイプが、前記第１の対話型コンテンツペインに関連付けられ
た前記第１のコンテンツタイプであるか否かを判断することによって、前記第１のコンテ
ンツ領域において受け取った前記第１のコンテンツの妥当性を検査するステップと、
　前記コンテンツ領域内において受け取った前記第１のコンテンツのタイプが、前記第１
の対話型コンテンツペインに関連付けられた前記第１のコンテンツタイプと異なるとき場
合、前記通知領域内に前記第１のコンテンツのタイプが妥当でないことを示す第１のエラ
ーメッセージを生成するステップと、
　前記第１のコンテンツが前記予め定義された制約を超えている場合には、前記通知領域
内に前記第１のコンテンツが前記予め定義された制約を超えていることを示す第２のエラ
ーメッセージを生成するステップと
　をさらに備えることを特徴とする請求項６に記載の方法。
【請求項８】
　前記第１のコンテンツ領域内に前記第１のコンテンツを表示するステップは、
　前記第１の対話型コンテンツペインに関連付けられた所定のフォーマットに従って、前
記第１のコンテンツ領域内に、前記第１のコンテンツタイプの前記第１のコンテンツを表
示することを含むことを特徴とする請求項１に記載の方法。
【請求項９】
　前記第１および第２の対話型コンテンツペインを生成して前記電子ドキュメント内に表
示するステップは、それぞれ前記第１および第２のコンテンツ領域を画定するための境界
をさらに備えた前記第１および第２の対話型コンテンツペインを生成して前記電子ドキュ
メント内に表示することを含むことを特徴とする請求項１に記載の方法。
【請求項１０】
　前記第１および第２のコンテンツタイプのコンテンツはそれぞれ、テキストデータ、日
付データ、表データ、グラフィックデータのうち少なくとも１つを含むことを特徴とする
請求項１に記載の方法。
【請求項１１】
　電子ドキュメントを提供し、および前記電子ドキュメントに挿入すべきコンテンツを受
け取り、表示する複数の対話型コンテンツペインを提供する機能を有したプログラムであ
って、コンピュータに、
　前記複数の対話型コンテンツペインから、第１および第２のコンテンツタイプに各々関
連付けられた第１および第２の対話型コンテンツペインが選択されたことに応答して、前
記第１および第２の対話型コンテンツペインを生成し、前記電子ドキュメント内に表示す
るステップであって、前記第１の対話型コンテンツペインは、コンテンツを受け取り、表
示するための第１のコンテンツ領域を含み、前記第２の対話型コンテンツペインは、コン
テンツを受け取り、表示するための第２のコンテンツ領域を含み、前記第１および第２の
対話型コンテンツペインは、前記電子ドキュメントにおいて、各々のコンテンツ領域にお
いて受け取ったコンテンツが前記電子ドキュメント内の各々のコンテンツ領域に関連付け
られた位置に表示され、かつ前記第２の対話型コンテンツペインが、前記電子ドキュメン
ト内において前記第１の対話型コンテンツペインの前記第１のコンテンツ領域内に位置す
るように表示される、ステップと、
　前記第１のコンテンツ領域において第１のコンテンツを受け取るステップと、
　前記第１のコンテンツ領域において受け取った前記第１のコンテンツが、前記第１のコ
ンテンツ領域に対して予め定義された制約を超えるか否かを判断することによって、前記
第１のコンテンツの妥当性を検査するステップと、
　前記第１のコンテンツが妥当であると判断され、前記第１のコンテンツのタイプが前記
第１のコンテンツタイプであるとき、前記第１のコンテンツタイプの前記第１のコンテン
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ツを、前記第１の対話型コンテンツペインの前記第１のコンテンツ領域内に表示するステ
ップと、
　前記第１のコンテンツ領域において、あるコンテンツ領域から別のコンテンツ領域に挿
入点を移動させることを指示するコマンドを受け取るステップと、
　前記第１の対話型コンテンツペインに関連付けられた前記第１のコンテンツタイプと前
記第２の対話型コンテンツペインに関連付けられた前記第２のコンテンツタイプが合致す
るとき、前記コマンドを受け取ったことに応答して、前記第１の対話型コンテンツペイン
の前記第１のコンテンツ領域内の挿入点を、前記第２の対話型コンテンツペインの前記第
２のコンテンツ領域内に移動させるステップと
　を含む処理を実行させることを特徴とするプログラム。
【請求項１２】
　前記コンピュータに、前記第１のコンテンツ領域において前記第１のコンテンツを受け
取った後、前記第１のコンテンツを自動的にコピーして前記第２の対話型コンテンツペイ
ンの前記第２のコンテンツ領域に表示するステップをさらに実行させることを特徴とする
請求項１１に記載のプログラム。
【請求項１３】
　前記第１および第２の対話型コンテンツペインを前記電子ドキュメント内に表示するス
テップは、選択可能な前記第１のコンテンツタイプの複数のコンテンツを表示する第１の
選択領域と、前記第１のコンテンツ領域に入力可能な前記第１のコンテンツタイプを示す
第１のラベル領域と、前記第１のコンテンツ領域を画定するための第１の境界とをさらに
有する前記第１の対話型コンテンツペイン、および選択可能な前記第２のコンテンツタイ
プの複数のコンテンツを表示する第２の選択領域と、前記第２のコンテンツ領域に入力可
能な前記第２のコンテンツタイプを示す第２のラベル領域と、前記第２のコンテンツ領域
を画定するための第２の境界とをさらに有する前記第２の対話型コンテンツペインを、前
記電子ドキュメント内に表示することを含むことを特徴とする請求項１１に記載のプログ
ラム。
【請求項１４】
　前記第１および第２の対話型コンテンツペインを前記電子ドキュメント内に表示するス
テップは、前記第１および第２の対話型コンテンツペインの前記第１および第２のコンテ
ンツ領域内に、各々のコンテンツ領域に挿入すべきコンテンツを指示する使用説明テキス
トを表示することを含み、
　前記第１のコンテンツ領域において第１のコンテンツを受け取るステップは、前記第１
のコンテンツ領域内の前記使用説明テキストを前記第１のコンテンツと置き換えることに
よって、前記第１のコンテンツ領域に前記第１のコンテンツを挿入することを含むことを
特徴とする請求項１３に記載のプログラム。
【請求項１５】
　前記第１のコンテンツは、前記第１の選択領域に表示された前記第１のコンテンツタイ
プの複数のコンテンツから選択されたコンテンツ、または前記使用説明テキストが前記第
１のコンテンツ領域に表示されているときに前記第１のコンテンツ領域に直接入力された
コンテンツであり、
　前記第１のコンテンツ領域において第１のコンテンツを受け取るステップは、
　前記第１のコンテンツ領域内の前記使用説明テキストを、前記第１の選択領域に表示さ
れた前記複数のコンテンツから選択された前記第１のコンテンツで置き換えること、また
は前記第１のコンテンツ領域に直接入力された前記第１のコンテンツで置き換えることよ
って、前記第１のコンテンツ領域に前記第１のコンテンツを挿入することを含むことを特
徴とする請求項１４に記載のプログラム。
【請求項１６】
　前記第１の対話型コンテンツペインは、エラーメッセージを表示するための通知領域を
さらに含み、前記プログラムは、前記コンピュータに、
　前記第１のコンテンツが前記第１のコンテンツ領域に直接入力されたとき、該直接入力
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された第１のコンテンツのタイプが、前記第１の対話型コンテンツペインに関連付けられ
た前記第１のコンテンツタイプであるか否かを判断することによって、前記第１のコンテ
ンツ領域において受け取った前記第１のコンテンツの妥当性を検査するステップと、
　前記コンテンツ領域内において受け取った前記第１のコンテンツのタイプが、前記第１
の対話型コンテンツペインに関連付けられた前記第１のコンテンツタイプと異なるとき場
合、前記通知領域内に前記第１のコンテンツのタイプが妥当でないことを示す第１のエラ
ーメッセージを生成するステップと、
　前記第１のコンテンツが前記予め定義された制約を超えている場合には、前記通知領域
内に前記第１のコンテンツが前記予め定義された制約を超えていることを示す第２のエラ
ーメッセージを生成するステップと
　をさらに実行させることを特徴とする請求項１５に記載のプログラム。
【請求項１７】
　前記第１のコンテンツ領域内に、前記第１のコンテンツタイプの前記第１のコンテンツ
を表示するステップは、
　前記第１の対話型コンテンツペインに関連付けられた所定のフォーマットに従って、前
記第１のコンテンツ領域内に、前記第１のコンテンツタイプの前記第１のコンテンツを表
示することを含むことを特徴とする請求項１１に記載のプログラム。
【請求項１８】
　前記第１および第２のコンテンツタイプのコンテンツはそれぞれ、テキストデータ、日
付データ、表データ、グラフィックデータのうち少なくとも１つを含むことを特徴とする
請求項１１に記載のプログラム。

【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、電子ドキュメント内で特定のタイプのコンテンツを管理するための方法、装
置、およびコンピュータ可読媒体に関する。
【背景技術】
【０００２】
　現代のワードプロセッサは、ユーザが様々なタイプのコンテンツ（たとえば、テキスト
、絵など）を電子ドキュメント内で容易に作成および挿入することを可能にする。さらに
、現代のワードプロセッサは、ユーザが個々のタイプのコンテンツを様々なフォーマット
に一致させることを可能にする。たとえば、テキストは、様々な個々のフォーマット用プ
ロパティ（たとえば、太字、斜体字、下線、フォント色、フォントサイズ）を備え、また
はまったくフォーマットすることなしに、パラグラフ形態で、または単語の断片としてド
キュメント内に挿入することができる。しかし、現代のワードプロセッサによって許され
るコンテンツの自由形態入力には、いくつかの欠点がある。
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００３】
　多数の現代のワードプロセッサによるコンテンツ入力に関連する１つの欠点は、コンテ
ンツを手でタイプ入力する、あるいは、別のドキュメントをスキャンし、所望のコンテン
ツの場所を見つけて手動で選択し、次いで、所望のコンテンツを作成し、または所望のコ
ンテンツをそのドキュメント内の別の場所から所望の場所に移動することなしに、様々な
タイプのコンテンツ（たとえば、テキストまたは絵の特定の断片）を必要とするドキュメ
ントまたはテンプレートの諸領域をユーザがドキュメント内に容易に挿入し、識別し、操
作することが、しばしば困難であることである。予め定義された１組のドキュメント断片
（すなわち、コンテンツブロブ（ｃｏｎｔｅｎｔ　ｂｌｏｂｓ））が、ドキュメント内に
挿入するために使用可能である場合ですら、ユーザが読み取り、理解し、自発的に付着さ
せなければならない静的な情報テキストを含めることによる以外に、ドキュメントは、コ
ンテンツのどの部片が任意の特定の場所内で有効であるか表すことができない。従来のワ
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ードプロセッサは、電子ドキュメント内で、（予め定義されているか否かにかかわらず）
様々なタイプのコンテンツを挿入することができる場所にラベルを付けないため、ユーザ
は、特定のコンテンツを挿入するために注目の場所を素早く識別することができない。さ
らに、従来のワードプロセッサでは、外部データソースからのデータを、電子ドキュメン
ト内で特定のフォーマット済みコンテンツに関連付けられるようにすることは容易ではな
い。
【０００４】
　これらの考察その他に関連して、本発明の様々な実施形態が創出された。
【課題を解決するための手段】
【０００５】
　本発明によれば、上記の、また他の問題は、電子ドキュメント内で特定のタイプのコン
テンツを管理するための方法、装置、およびコンピュータ可読媒体によって解決される。
本発明の一態様によれば、電子ドキュメントの少なくとも１つの予め定義されたエリア内
に挿入することができる特定のタイプのコンテンツに対する制約を受け取り、表示するた
めの方法が提供される。この方法は、電子ドキュメント内の少なくとも１つの予め定義さ
れたエリア内で特定のタイプのコンテンツを表示するための対話型コンテンツペインまた
はドロップダウンのようなユーザインターフェースの選択されたものを受け取るステップ
と、対話型コンテンツペイン内で、特定のタイプのコンテンツを受け取るためのコンテン
ツ領域を表示するステップと、コンテンツ領域内で、特定のタイプのコンテンツを受け取
るステップと、予め定義された境界内で、特定のタイプのコンテンツを表示するステップ
とを含み、予め定義された境界の面積に対する限界が、コンテンツ領域内で許される特定
のタイプのコンテンツに基づく。
【０００６】
　特定のタイプのコンテンツをコンテンツ領域内で受け取る際には、この方法は、特定の
タイプのコンテンツを識別し、それに対してユーザに注意を喚起するために、コンテンツ
領域内で使用説明テキスト（ｉｎｓｔｒｕｃｔｉｏｎａｌ　ｔｅｘｔ）を表示するステッ
プと、コンテンツ領域内で、使用説明テキストと置き換えて特定のタイプのコンテンツを
受け取るステップとをさらに含むことができる。コンテンツ領域内で使用説明テキストと
置き換えて特定のタイプのコンテンツを受け取る際には、この方法は、特定のタイプのコ
ンテンツに基づいて、選択領域内で、複数のコンテンツを表示するステップと、選択領域
内で、複数のコンテンツから選択されたものを受け取るステップと、選択領域から、選択
されたコンテンツを、コンテンツ領域内の使用説明テキストと置き換える特定のタイプの
コンテンツとして受け取るステップとをさらに含むことができる。この方法は、特定のタ
イプのコンテンツに基づいて、コンテンツ領域内で受け取られたコンテンツの妥当性を検
査するステップと、予め定義されたコンテンツ限界、またはドキュメントもしくはテンプ
レートの作者によって定義された他の論理に基づいて、コンテンツ領域内で受け取られた
特定のタイプのコンテンツの妥当性を検査するステップとをさらに含むことができる。コ
ンテンツ領域内で受け取られたコンテンツが、要求された特定のタイプのコンテンツに対
応しない場合には、この方法は、通知領域内で第１のエラーメッセージを生成するステッ
プを含み、特定のタイプのコンテンツが予め定義されたコンテンツ限界を超えた場合には
、この方法は、通知領域内で第２のエラーメッセージを生成するステップを含む。この方
法は、所定のフォーマットに従って、コンテンツ領域内で受け取られた特定のタイプのコ
ンテンツをフォーマットするステップと、コンテンツ領域内の特定のタイプのコンテンツ
の削除を制限するステップと、コンテンツ領域内の特定のコンテンツを、電子ドキュメン
ト外部のデータソースにバインドするステップとをさらに含むことができる。
【０００７】
　本発明の他の態様によれば、電子ドキュメントの複数の予め定義されたエリア内で、特
定のタイプのコンテンツの間でナビゲートするための方法が提供される。この方法は、電
子ドキュメント内において、複数の予め定義されたエリアの第１の予め定義されたエリア
内の第１のコンテンツ領域内で、特定のタイプのコンテンツを受け取るステップと、電子
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ドキュメント内において、複数の予め定義されたエリアの第２の予め定義されたエリア内
の第２のコンテンツ領域内で、特定のタイプのコンテンツを受け取るステップと、第１の
コンテンツ領域内で、ジャンプコマンドを受け取るステップと、ジャンプコマンドを受け
取ったことに応答して、第１のコンテンツ領域内の挿入点を第２のコンテンツ領域に移動
し、第２のコンテンツ領域内のコンテンツを自動的に選択するステップとを含む。この方
法は、第１のコンテンツ領域内で受け取られた特定のタイプのコンテンツに関連付けられ
た、第２のコンテンツ領域内のデータを共用するステップをさらに含むことができる。
【０００８】
　本発明の他の態様によれば、電子ドキュメントの少なくとも１つの予め定義されたエリ
ア内で、挿入するために特定の諸タイプのコンテンツを受け取り、表示するためのユーザ
インターフェースが提供される。このユーザインターフェースは、電子ドキュメントの少
なくとも１つの予め定義されたエリア内で、特定のタイプのコンテンツを受け取り、表示
するためのコンテンツ領域と、複数のコンテンツから、コンテンツ領域内で表示すべき特
定のタイプのコンテンツを選択するための選択領域と、選択領域内で選択された特定のタ
イプのコンテンツを識別するためのラベルとを含む対話型コンテンツペインを含む。この
対話型コンテンツペインは、特定のタイプのコンテンツを受け取り、表示するためのコン
テンツ領域を画定するための境界と、コンテンツ領域内で受け取られたコンテンツが、特
定のタイプのコンテンツに対応しないとき、また、コンテンツ領域内で受け取られた特定
のタイプのコンテンツが、予め定義されたコンテンツ限界を超えたとき、エラーメッセー
ジを伝えるための通知領域内と、電子ドキュメント内の少なくとも１つの予め定義された
エリアから、電子ドキュメント内の任意の他の有効な場所にコンテンツペインを移動する
ためのハンドルとをさらに含むことができる。この対話型コンテンツペインは、コンテン
ツ領域内で受け取られた特定のタイプのコンテンツを受け取るための埋込み対話型コンテ
ンツペインをさらに含むことができる。この埋込み対話型コンテンツペインは、コンテン
ツ領域内で受け取られた特定のタイプのコンテンツに関連付けられたデータを共用するこ
とができる。特定のタイプのコンテンツには、テキストデータ、カレンダデータ、表デー
タ、グラフィックスデータが含まれる可能性がある。特定のタイプのコンテンツは、電子
ドキュメント外部のデータソースから、コンテンツ領域内で受け取ることができる。
【０００９】
　本発明は、コンピュータプロセス、コンピューティングシステムとして、あるいは、コ
ンピュータプログラム製品またはコンピュータ可読媒体など、製品として実施することが
できる。コンピュータプログラム製品は、コンピュータシステムによって可読な、また、
コンピュータプロセスを実行するための命令のコンピュータプログラムを符号化するコン
ピュータ記憶媒体とすることができる。また、コンピュータプログラム製品は、コンピュ
ータシステムによって可読な、また、コンピュータプロセスを実行するための命令のコン
ピュータプログラムを符号化する、搬送波上の伝播信号とすることができる。
【００１０】
　本発明を特徴付けるこれらの、および様々な他の特徴ならびに利点は、以下、詳細な説
明を読み、添付の図面を検討すれば明らかになろう。
【発明を実施するための最良の形態】
【００１１】
　次に、同じ数字が同じ要素を表す図面を参照して、本発明の様々な態様について述べる
。具体的には、図１とその対応する考察は、本発明の諸実施形態を実施することができる
好適なコンピューティング環境について簡潔に一般的に述べることが意図されている。本
発明について、パーソナルコンピュータシステム上で動作するプログラムモジュールと共
に実行するプログラムモジュールの一般的なコンテキストで述べるが、本発明はまた、他
のタイプのコンピュータシステムおよびプログラムモジュールと組み合わせて実施するこ
とができることを、当業者なら理解されよう。
【００１２】
　一般に、プログラムモジュールは、特定のタスクを実施する、または特定の抽象データ
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型を実装するルーチン、プログラム、コンポーネント、データ構造、および他のタイプの
構造を含む。さらに、本発明は、ハンドヘルドデバイス、マルチプロセッサシステム、マ
イクロプロセッサベースの、またはプログラム可能な家庭用電化製品、ミニコンピュータ
、メインフレームコンピュータなどを含めて、他のコンピュータシステム構成と共に実施
することができることを、当業者なら理解されよう。本発明はまた、通信ネットワークを
介してリンクされた遠隔処理デバイスによってタスクが実施される分散コンピューティン
グ環境内で実施することができる。分散コンピューティング環境では、プログラムモジュ
ールは、ローカルと遠隔双方のメモリ記憶装置内に位置することができる。
【００１３】
　次に図１を参照して、本発明の様々な実施形態で使用されるコンピュータ２のための例
示的なコンピュータアーキテクチャについて述べる。図１に示されているコンピュータア
ーキテクチャは、中央処理装置（ＣＰＵ）５と、ランダムアクセスメモリ（ＲＡＭ）９お
よび読出し専用メモリ（ＲＯＭ）１１を含むシステムメモリ７と、メモリをＣＰＵ５に結
合するシステムバス１２とを含めて、従来のデスクトップまたはラップトップコンピュー
タを示す。起動中などにコンピュータ内の要素間で情報を転送するのを助ける基本ルーチ
ンを含む基本入出力システムは、ＲＯＭ１１内に記憶される。さらに、コンピュータ２は
、オペレーティングシステム１６、アプリケーションプログラム、および他のプログラム
モジュールを記憶するための大容量記憶装置１４を含み、これらについて以下でより詳し
く述べる。
【００１４】
　大容量記憶装置１４は、バス１２に接続された大容量記憶コントローラ（図示せず）を
介してＣＰＵ５に接続される。大容量記憶装置１４とその関連コンピュータ可読媒体は、
コンピュータ２のための不揮発性記憶を実現する。本明細書に含まれているコンピュータ
可読媒体の説明は、ハードディスクまたはＣＤ－ＲＯＭドライブなど大容量記憶装置を参
照するが、コンピュータ可読媒体は、コンピュータ２によってアクセスすることができる
任意の使用可能な媒体とすることができることを、当業者なら理解されたい。
【００１５】
　限定ではなく例を挙げると、コンピュータ可読媒体は、コンピュータ記憶媒体と通信媒
体を含むことができる。コンピュータ記憶媒体には、コンピュータ可読命令、データ構造
、プログラムモジュール、または他のデータなど、情報を記憶するための任意の方法また
は技術で実施される揮発性と不揮発性、取外し式と非取外し式の媒体が共に含まれる。コ
ンピュータ記憶媒体には、それだけには限らないが、ＲＡＭ、ＲＯＭ、ＥＰＲＯＭ、ＥＥ
ＰＲＯＭ、フラッシュメモリもしくは他の固体メモリ技術、ＣＤ－ＲＯＭ、デジタル多用
途ディスク（ＤＶＤ）もしくは他の光ストレージ、磁気カセット、磁気テープ、磁気ディ
スクストレージもしくは他の磁気記憶装置、または、所望の情報を記憶するために使用す
ることができ、コンピュータ２によってアクセスすることができる任意の他の媒体が含ま
れる。
【００１６】
　本発明の様々な実施形態によれば、コンピュータ２は、インターネットなどネットワー
ク１８を介して、遠隔コンピュータに対する論理接続を使用してネットワーク環境内で動
作することができる。コンピュータ２は、バス１２に接続されたネットワークインターフ
ェースユニット２０を介してネットワーク１８に接続することができる。ネットワークイ
ンターフェースユニット２０はまた、他のタイプのネットワークおよび遠隔コンピュータ
システムに接続するために使用することができることを理解されたい。また、コンピュー
タ２は、キーボード、マウス、または電子スタイラス（図１に示さず）を含めて、いくつ
かの他のデバイスから入力を受信し、それを処理するための入出力コントローラ２２を含
むことができる。同様に、入出力コントローラ２２は、ディスプレイ画面、プリンタ、ま
たは他のタイプの出力デバイスに出力を送ることができる。
【００１７】
　上記で簡潔に述べたように、いくつかのプログラムモジュールおよびデータファイルは
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、ワシントン州レドモンドのマイクロソフト　コーポレーションのＷＩＮＤＯＷＳ（登録
商標）　ＸＰオペレーティングシステムなど、ネットワーク化されたパーソナルコンピュ
ータのオペレーションを制御するのに適したオペレーティングシステム１６を含めて、コ
ンピュータ２の大容量記憶装置１４およびＲＡＭ９内に記憶することができる。大容量記
憶装置１４およびＲＡＭ９はまた、１つまたは複数のプログラムモジュールを記憶するこ
とができる。具体的には、大容量記憶装置１４およびＲＡＭ９は、ワードプロセッシング
アプリケーションプログラム４０を記憶することができる。当業者には周知のように、ワ
ードプロセッシングアプリケーションプログラム４０は、ドキュメント４８など電子ドキ
ュメントを作成および編集するための機能を提供するように動作する。本発明の一実施形
態によれば、ワードプロセッシングアプリケーションプログラム４０は、マイクロソフト
　コーポレーションのＷＯＲＤワードプロセッシングアプリケーションプログラムを含む
。しかし、他の製造者のワードプロセッシングアプリケーションプログラムを使用し、本
発明の様々な態様を実施することができることを理解されたい。さらに、本発明の様々な
態様は、ワードプロセッシングアプリケーションプログラムに限定されず、スプレッドシ
ートアプリケーションプログラムなど、様々な形態のコンテンツ（たとえば、テキストま
たは絵）を処理することが可能である他のアプリケーションプログラム３８をも使用する
ことができる。
【００１８】
　ワードプロセッシングドキュメントを編集することと共に、ワードプロセッシングアプ
リケーションプログラム４０は、ユーザが、特定のタイプのコンテンツをドキュメント４
２内の様々な場所に挿入することを可能にするための機能を提供する。たとえば、本発明
の諸実施形態によれば、ユーザは、ドキュメント４２の適切なセクションに、履歴書（ｒ
ｅｓｕｍｅ）の「目的」セクション用のパラグラフなど、テキストを挿入するためのプレ
ースホルダとして働く、ワードプロセッシングアプリケーションプログラム４０によって
生成された対話型コンテンツペインを使用することができる。ユーザは、（ドキュメント
の作者によって任意で制限することができる）テキスト、日付３０、表３２、グラフィク
スデータ３４（すなわち、絵）を挿入するために、ワードプロセッシングアプリケーショ
ンプログラム４０によって生成された他の対話型コンテンツペインを使用することができ
る。別法として、ユーザはまた、カスタマイズされたコンテンツを、対話型コンテンツペ
インに挿入することができる１組の「ドキュメント部分」の１つとして定義することがで
きる。ワードプロセッシングアプリケーションプログラム４０は、対話型コンテンツペイ
ンを使用し、ドキュメント４２内に入力することができる特定のタイプのコンテンツを制
限することができることを理解されたい。
【００１９】
　本発明の様々な実施形態によれば、ワードプロセッシングアプリケーションプログラム
４０はまた、ドキュメント４２の諸エリアと、拡張マークアップ言語（ＸＭＬ）データ３
６など、外部データソースとの間でバインドとして働く対話型コンテンツペインを生成す
るための機能を提供するように動作する。当業者には理解されるように、ＸＭＬは、デー
タを通信するための標準的なフォーマットである。ＸＭＬデータフォーマットでは、スキ
ーマを使用し、通信することができるデータのタイプおよび構造を支配する１組の文法／
データ型規則をＸＭＬデータに提供する。たとえば、ＸＭＬデータ３６は、対話型コンテ
ンツペイン内のキャラクタ数を制限する、または、ドキュメント内で表示された対話型コ
ンテンツペインの削除を制限する規則を含むことができる。したがって、対話型コンテン
ツペイン内に入力されたコンテンツは、外部の、ユーザによって定義されたＸＭＬスキー
マに従って自動的に妥当性検査することができる。ワードプロセッシングアプリケーショ
ンプログラム４０によって生成される対話型コンテンツペインについて、下記の図２の説
明においてより詳しく論じる。
【００２０】
　次に図２を参照すると、本発明の例示的な実施形態に従って、対話型コンテンツペイン
４８が示されている。対話型コンテンツペイン４８は、ドキュメント４２内で特定のタイ
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プのコンテンツ（たとえば、テキスト、グラフィックデータ、カレンダデータ、または表
データ）を受け取り、表示するためのコンテンツ領域５０を含む。コンテンツ領域５０は
、コンテンツ領域が空であるときはいつでも、特定のコンテンツを挿入するための使用説
明を提供する使用説明テキスト６２用の場所を含む。たとえば、履歴書ドキュメントに「
目的」パラグラフを挿入するためのコンテンツ領域は、「ここに目的パラグラフを挿入し
てください」など使用説明テキストを含むことができる。使用説明テキストは、対話型コ
ンテンツペインのコンテンツ領域内で受け取られる特定のコンテンツに合わせて調整する
ことができることを理解されたい。たとえば、グラフィックスデータまたは絵コンテンツ
領域は、「ここに写真を挿入してください」など使用説明テキストを含むことができる。
ユーザが、使用説明テキスト６２を含むコンテンツ領域５０内でクリックした後で、使用
説明テキストが消え、ユーザが特定のコンテンツを挿入することが可能になることを理解
されたい。
【００２１】
　図２に示されているように、対話型コンテンツペイン４８はまた、境界５２、選択領域
５４、ラベル５６、ハンドル５８、通知領域５９を含む。境界５２は、特定のタイプのコ
ンテンツを受け取り、表示するためのコンテンツ領域５０用の限界を画定する。例示的な
一実施形態では、境界５２は、コンテンツ領域５０の面積を特定のサイズに固定すること
ができる。たとえば、単一のパラグラフ対話型コンテンツペイン用のコンテンツ領域は、
テキスト１５行に制限することができる。ひとたびこの限界に達すると、それ以上テキス
トをコンテンツ領域内に入力することが許されない。
【００２２】
　選択領域５４は、コンテンツ領域５０内で表示するために同様のコンテンツから特定の
タイプのコンテンツを選択するためのユーザインターフェースである。たとえば、カレン
ダデータを挿入するための対話型コンテンツペイン内の選択領域は、ドキュメントに挿入
するためにカレンダからデータを選択するためのユーザインターフェースを含むことがで
きる。選択領域５４はまた、たとえば、ドロップダウンリスト内の予め定義されたアイテ
ムのリストからユーザに選択肢を表示することができる。例示的な一実施形態では、選択
領域５４内のユーザインターフェースは、ユーザが、あるタイプの対話型コンテンツペイ
ンのコンテンツ領域内でクリックしたとき、自動的に生成させることができる。たとえば
、カレンダデータを挿入するために定義された対話型コンテンツ領域内でのユーザクリッ
クにより、ユーザが特定の日付を選択するためのカレンダユーザインターフェースが自動
的に生成されることになる。
【００２３】
　ラベル５６は、コンテンツ領域５０内に入力することができる特定のタイプのコンテン
ツ（たとえば、日付）を識別する。ハンドル５８は、対話型コンテンツペイン４８を、表
示されたドキュメントの様々なエリアに「ドラッグ」するために使用される。通知領域５
９は、ユーザにメッセージを伝えるために使用される。ワードプロセッシングアプリケー
ションプログラム４０は、コンテンツ領域５０内に入力された特定のコンテンツの妥当性
を検査するための機能を含むことを理解されたい。したがって、通知領域５９は、コンテ
ンツ領域内で受け取られたコンテンツが、対話型コンテンツペインのための特定のタイプ
のコンテンツに対応しないとき、または、コンテンツ領域内で受け取られた特定のタイプ
のコンテンツが、予め定義されたコンテンツ制約（たとえば、パラグラフ内の行またはキ
ャラクタの数）を超えたとき、エラーメッセージを伝えることができる。
【００２４】
　次に図３の（３Ａ）および（３Ｂ）を参照すると、本発明の例示的な実施形態に従って
、埋込み対話型コンテンツペイン３００、３２５、３５０、３７５が示されている。対話
型コンテンツペイン３００、３２５、３５０、３７５は、図２に関連して上記で論じた対
話型コンテンツペイン４８と同様であることを理解されたい。図３の（３Ａ）に示されて
いるように、対話型コンテンツペイン３００は、「進行中問題」ラベル６０と、選択領域
６２と、「進行中問題テキスト」を受け取るためのコンテンツ領域６４と、通知領域６８
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とを含む。埋込み対話型コンテンツペイン３２５は、「期日」ラベル７０と、「期日テキ
スト」を受け取るためのコンテンツ領域７４と、（カレンダユーザインターフェース７７
を含む）選択領域７６と、通知領域７８とを含む。「期日」対話型コンテンツペイン３２
５の選択領域７６内のカレンダユーザインターフェース７７は、ユーザがコンテンツ領域
７４内でクリックしたとき自動的に生成することができることを理解されたい。さらに、
対話型コンテンツペインは、関連するコンテンツを含む場合に埋め込ませることができる
ことを理解されたい。たとえば、上記で論じたように、対話型コンテンツペイン３００は
、対話型コンテンツペイン３２５が進行中問題に関連する日付（たとえば、進行中問題に
ついての推定完了日）を保持している間、進行中問題に関連するテキストを保持するよう
に指定される。
【００２５】
　図３の（３Ｂ）は、「解決済問題」ラベル８０と、選択領域８２と、「解決済問題テキ
スト」を受け取るためのコンテンツ領域８４と、通知領域８８とをさらに含む対話型コン
テンツペイン３５０を含む。埋込み対話型コンテンツペイン３７５は、「解決日」ラベル
９０と、「解決日テキスト」を受け取るための、日付制約を有するコンテンツ領域９４と
、（カレンダユーザインターフェース９７を含む）選択領域９６と、通知領域９８とを含
む。コンテンツペインは、関連するコンテンツを含む他の対話型コンテンツペインから値
を「継承」することができることを理解されたい。たとえば、対話型コンテンツペイン３
００内の進行中問題テキストは、対話型コンテンツペイン３５０がユーザによってドキュ
メントに挿入されたとき「進行中問題テキスト」がコンテンツ領域８４内に自動的にコピ
ーされるように、ワードプロセッシングアプリケーションプログラム４０によって対話型
コンテンツペイン３５０にリンクさせることができる。同様に、対話型コンテンツペイン
３２５内の期日テキストは、対話型コンテンツペイン３７５がユーザによってドキュメン
トに挿入されたとき「期日テキスト」がコンテンツ領域９４内に自動的にコピーされるよ
うに、対話型コンテンツペイン３７５にリンクさせることができる。リンクされたデータ
が正確でない（たとえば、「進行中問題」がコンテンツ領域７４内の「期日」後に完了し
た）場合、リンクされた対話型コンテンツペインは、選択領域内で新しい特定のコンテン
ツ（たとえば、新しい日付）を選択することによって更新することができる。
【００２６】
　次に図４および図５を参照して、電子ドキュメントに挿入された対話型コンテンツペイ
ン内で特定のタイプのコンテンツを受け取り、表示するための、ワードプロセッシングア
プリケーションプログラム４０によって実施されるプロセスを示す例示的なルーチン４０
０および５００について述べる。本明細書で述べられている本発明の諸実施形態は、ワー
ドプロセッシングアプリケーションプログラム４０の状況で提示されているが、本発明は
、テキスト／データ処理をサポートする他のタイプのアプリケーションプログラム内で使
用することができることを理解されたい。たとえば、本明細書で述べられている本発明の
諸実施形態は、スプレッドシートアプリケーションプログラム、プレゼンテーションアプ
リケーションプログラム、描画もしくはコンピュータ支援設計アプリケーションプログラ
ム、またはデータベースアプリケーションプログラム内で使用することができる。
【００２７】
　本明細書で提示されているルーチンの考察を読むとき、本発明の様々な実施形態の論理
オペレーションは、（１）コンピュータによって実施される動作のシーケンスもしくはコ
ンピュータシステム上で動作するプログラムモジュールとして、および／または（２）相
互接続された機械論理回路もしくはコンピュータシステム内の回路モジュールとして実装
されることを理解されたい。この実装は、本発明を実施するコンピューティングシステム
の性能要件によって決まる、選択できる問題である。したがって、図４～５に示されてい
る論理オペレーションや、本明細書で述べられている本発明の諸実施形態を構成すること
は、オペレーション、構造デバイス、動作、またはモジュールと様々に呼ばれる。これら
のオペレーション、構造デバイス、動作、およびモジュールは、本明細書に述べられてい
る特許請求の範囲内に記載の本発明の精神および範囲から逸脱することなしに、ソフトウ



(12) JP 4896444 B2 2012.3.14

10

20

30

40

50

ェアで、またファームウェアで、また専用デジタル論理で、また、それらの組合せで実施
することができる。
【００２８】
　次に図４を参照すると、ルーチン４００はオペレーション４０５で始まり、ワードプロ
セッシングアプリケーションプログラム４０は、（図２に関連して上記で論じた対話型コ
ンテンツペイン４８など）対話型コンテンツペインの選択されたものを受け取る。具体的
には、対話型コンテンツペインは、電子ドキュメント内で表示されることが望ましい特定
のタイプのコンテンツに基づいて選択することができる。たとえば、ユーザは、（図２に
関連して上記で論じた）対話型コンテンツペインユーザインターフェースを構成するラベ
ルに対応するラベルのリストから対話型コンテンツペインを選択することができる。たと
えば、履歴書内の「目的」セクション内にテキストを入力したいと望むユーザは、「目的
」とラベルを付けられた対話型コンテンツペインを選択することができる。
【００２９】
　ルーチン４００は、オペレーション４０５からオペレーション４１０に進み、ワードプ
ロセッシングアプリケーションプログラム４０は、電子ドキュメント内で、選択された対
話型コンテンツペインを生成する。ルーチン４００は、オペレーション４１０からオペレ
ーション４１５に進み、ワードプロセッシングアプリケーションプログラム４０は、生成
されたコンテンツペインのコンテンツ領域内で適切な使用説明テキストを表示する。たと
えば、対話型コンテンツペインがグラフィクスデータを挿入するために選択された場合、
使用説明テキストは、「ここに写真を挿入してください」として表示することができる。
【００３０】
　ルーチン４００は、オペレーション４１５からオペレーション４２０に進み、ワードプ
ロセッシングアプリケーションプログラム４０は、対話型コンテンツペインの選択領域内
で、コンテンツ領域に挿入するために使用可能なコンテンツを表示する。選択領域は、対
話型コンテンツペインによって定義されたコンテンツのタイプに基づいて、様々なコンテ
ンツを表示することができる。たとえば、選択領域は、ドキュメント断片、写真、カレン
ダ、または他のデータの選択されたものを表示することができる。
【００３１】
　ルーチン４００は、オペレーション４２０からオペレーション４２５に進み、ワードプ
ロセッシングアプリケーションプログラム４０は、選択領域内で、表示されたコンテンツ
の選択されたものを受け取り、コンテンツの選択されたものは次いで、オペレーション４
３０でコンテンツ領域内に受け取られる（または挿入される）。コンテンツ領域内に受け
取られた特定のコンテンツは、表示された使用説明テキストに取って代わることを理解さ
れたい。場合によっては、ユーザは、対話型コンテンツペインのコンテンツ領域にコンテ
ンツを挿入するために選択領域を使用しないことを選ぶことができることを理解されたい
。たとえば、テキストをドキュメント内に入力したいと望むユーザは、マウスを使用し、
空欄と置き換えられる使用説明テキスト上でクリックすることにより、単純にテキストを
コンテンツ領域内に直接入力することができる。次いで、ユーザは、コンテンツ領域内で
、使用説明テキストによって先に占有されているエリア内に、特定のコンテンツを直接入
力することができる。
【００３２】
　ルーチン４００は、オペレーション４３０からオペレーション４３５に進み、ワードプ
ロセッシングアプリケーションプログラム４０は、受け取られたコンテンツを、その対話
型コンテンツペインのためのラベルによって指定された特定のコンテンツタイプに比較す
ることにより、対話型コンテンツペインのコンテンツ領域内で受け取られたコンテンツの
妥当性を検査する。たとえば、ユーザは、カレンダデータに制限されたコンテンツ領域内
にテキストを直接入力することを選ぶ可能性がある。オペレーション４３５で、コンテン
ツ領域内のコンテンツが、そのコンテンツ領域について指定された特定のコンテンツタイ
プに対応しない場合、ルーチン４００はオペレーション４３５からオペレーション４４５
に分岐し、ワードプロセッシングアプリケーションプログラム４０は、対話型コンテンツ
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ペインの通知領域内でエラーメッセージを生成する。具体的には、エラーメッセージは、
誤ったコンテンツが対話型コンテンツペイン内に入力されたことをユーザに警告する。
【００３３】
　オペレーション４３５で、コンテンツ領域内のコンテンツが、そのコンテンツ領域につ
いて指定された特定のコンテンツタイプに対応する場合、ルーチン４００はオペレーショ
ン４３５からオペレーション４４０に分岐し、ワードプロセッシングアプリケーションプ
ログラム４０は、コンテンツ領域内で受け取られたコンテンツが、予め定義された限界を
超えているかどうか判定することによって妥当性検査プロセスを続行する。図１の考察に
おいて上記で論じたように、ワードプロセッシングアプリケーションプログラム４０は、
対話型コンテンツペインを使用し、ドキュメント内に入力することができる特定のタイプ
のコンテンツを制限することができる。たとえば、対話型コンテンツペインは、パラグラ
フ内の行数を１５行に制限することができる。オペレーション４４０で、ワードプロセッ
シングアプリケーションプログラム４０が、コンテンツ領域内で受け取られたコンテンツ
が予め定義された限界を超えている（たとえば、コンテンツ領域が１６行を有するテキス
トのパラグラフを含む）と決定した場合、ルーチン４００は、オペレーション４４０から
オペレーション４４５に進み、ワードプロセッシングアプリケーションプログラム４０は
、対話型コンテンツペインの通知領域内でエラーメッセージを生成する。具体的には、エ
ラーメッセージは、その対話型コンテンツペインのための予め定義された限界を超えてい
ることをユーザに警告する。
【００３４】
　オペレーション４４０で、ワードプロセッシングアプリケーションプログラム４０が、
コンテンツ領域内で受け取られたコンテンツが予め定義された限界を超えていないと決定
した場合、ルーチン４００は、オペレーション４４０からオペレーション４５０に進み、
ワードプロセッシングアプリケーションプログラム４０は、所定のフォーマットに従って
、対話型コンテンツペインのコンテンツ領域内で特定のタイプのコンテンツを表示する。
具体的には、対話型コンテンツペインは、１つまたは複数の所定のフォーマット用プロパ
ティ（たとえば、太字、斜体字、下線、フォント色、フォントサイズ）に適合する特定の
コンテンツを表示するように定義することができる。次いで、ルーチン４００は終了する
。
【００３５】
　次に図５を参照すると、ルーチン５００はオペレーション５１０で始まり、ワードプロ
セッシングアプリケーションプログラム４０は、（図３に関連して上記で論じた対話型コ
ンテンツペイン３００、３２５、３５０、３７５など）埋め込まれた、または複数の対話
型コンテンツペインを有する、ドキュメント内の第１のコンテンツ領域内で特定のタイプ
のコンテンツを受け取る。ルーチン５００は、オペレーション５１０からオペレーション
５２０に進み、ワードプロセッシングアプリケーションプログラム４０は、そのドキュメ
ント内の第２のコンテンツ領域内で特定のタイプのコンテンツを受け取る。ルーチン５０
０は、オペレーション５２０からオペレーション５３０に進み、ワードプロセッシングア
プリケーションプログラム４０は、第１のコンテンツ領域内で「ジャンプ」コマンドを受
け取る。たとえば、「ジャンプ」コマンドは、ユーザによってキーボードから実行される
ＴＡＢキーボードコマンドを含むことができる。ルーチン５００は、オペレーション５３
０からオペレーション５４０に進み、ワードプロセッシングアプリケーションプログラム
４０は、第１のコンテンツ領域内の挿入点を第２のコンテンツ領域に移動することによっ
て、１つのコンテンツ領域から別のコンテンツ領域に「ジャンプ」する。具体的には、ユ
ーザは、第１のコンテンツ領域内にコンテンツを入力している間に、同じドキュメント内
の第２のコンテンツ領域にナビゲートすることができる。次いで、ルーチン５００は終了
する。
【００３６】
　前述に基づいて、本発明の様々な実施形態は、電子ドキュメント内で特定のタイプのコ
ンテンツを管理するための方法および装置、ならびにコンピュータ可読媒体を含むことを
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理解されたい。上記の明細書、諸例、およびデータは、本発明の構成の製造および使用に
ついて完全に述べている。本発明の多数の実施形態は、本発明の精神および範囲から逸脱
することなしに創出することができるため、本発明は、添付の特許請求の範囲内に存在す
る。
【図面の簡単な説明】
【００３７】
【図１】本発明の様々な実施形態において使用される、またそれらによって提供されるコ
ンピュータシステムを示すコンピュータシステムアーキテクチャ図である。
【図２】本発明の例示的な実施形態による対話型コンテンツペインのブロック図である。
【図３】（３Ａ）本発明の例示的な実施形態による埋込み対話型コンテンツペインのブロ
ック図である、（３Ｂ）本発明の例示的な実施形態による埋込み対話型コンテンツペイン
のブロック図である。
【図４】本発明の例示的な実施形態による、電子ドキュメント内に挿入された対話型コン
テンツペイン内で特定のタイプのコンテンツを受け取り、表示するために図１のコンピュ
ータシステム内のアプリケーションプログラムによって実施される例示的なルーチンであ
る。
【図５】本発明の例示的な実施形態による、電子ドキュメント内に挿入された対話型コン
テンツペイン内で特定のタイプのコンテンツを受け取り、表示するために図１のコンピュ
ータシステム内のアプリケーションプログラムによって実施される例示的なルーチンであ
る。
【符号の説明】
【００３８】
　５　中央処理装置
　７　システムメモリ
　９　ランダムアクセスメモリ
　１１　読出し専用メモリ
　１４　大容量記憶装置
　１６　オペレーティングシステム
　１８　ネットワーク
　２０　ネットワークインターフェースユニット
　２２　入出力コントローラ
　３０　カレンダデータ
　３２　表データ
　３４　グラフィクスデータ
　３５　テキストデータ
　３６　ＸＭＬデータ
　３８　他のアプリケーションプログラム
　４０　ワードプロセッシングアプリケーションプログラム
　４２　ドキュメント
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