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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　ワークブックのデータオブジェクトをサーバデータソースとして公開するコンピュータ
により実行される方法であって、
　前記ワークブック内のメタデータを自動的に識別し、該識別されたメタデータに関する
プロパティを設定することによって、前記データオブジェクトに関するメタデータを生成
するステップと、
　　　　ここで、前記メタデータは、多次元のデータベースからなるサーバデータソース
として前記ワークブック内に保存された前記データオブジェクトの要求に応答して、第１
のサーバコンピュータによって使用され、
　　　　　　　　前記メタデータを識別することは、データ型、測定値、階層、デフォル
トの集約を識別するための前記データオブジェクトを分析することを含み、
　　　　　　　　前記プロパティを設定することは、前記メタデータ内の文字列データフ
ィールドについて第１のデフォルトの集約を数として示し、前記メタデータ内の数値デー
タフィールドについて第２のデフォルトの集約を合計として設定することを含み、
　前記第１のサーバコンピュータに、前記ワークブックと前記メタデータを発行するステ
ップと、
　　　　ここで、前記発行するステップは、スプレッドシートをプログラムにより生成し
、該スプレッドシートをサーバアプリケーションプログラムインターフェースを介して前
記第１のサーバコンピュータに送信することを含み、
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　　　　　　　　前記ワークブックは、前記第１のサーバコンピュータ上で実行されるス
プレッドシートサーバアプリケーションによって前記データオブジェクトを含む範囲につ
いて構文解析されることを含み、
　　　　　　　　前記データオブジェクトの中からユーザ指定のデータオブジェクトが、
前記第１のサーバコンピュータにおいてサーバデータソースとして公開されることを含み
、
　第２のサーバコンピュータによって提供される専用のＯＬＡＰデータソースに接続する
のと同じ方法で、前記第１のサーバコンピュータにおいてサーバデータソースとして公開
された前記データオブジェクトに接続するステップと
を具えたことを特徴とする方法。
【請求項２】
　データオブジェクトについて前記メタデータを編集するために、ユーザデバイスからの
要求を受信するステップと、
　前記メタデータを編集するための要求に応答して、ユーザデバイスに前記メタデータを
編集することを許可する機能を提供するステップと
をさらに具えたことを特徴とする請求項１記載の方法。
【請求項３】
　前記メタデータは、編集可能であることを特徴とする請求項１記載の方法。
【請求項４】
　ワークブック内のデータオブジェクトをサーバデータソースとして公開し、使用するコ
ンピュータにより実行される方法であって、
　前記ワークブック内のメタデータを自動的に識別し、該識別されたメタデータに関する
プロパティを設定することによって、前記データオブジェクトに関するメタデータを生成
するステップと、
　　　　ここで、前記メタデータは、多次元のデータベースからなるサーバデータソース
として前記ワークブック内に保存された前記データオブジェクトの要求に応答して、第１
のサーバコンピュータによって使用され、
　　　　　　　　前記メタデータを識別することは、データ型、測定値、階層、デフォル
トの集約を識別するための前記データオブジェクトを分析することを含み、
　　　　　　　　前記プロパティを設定することは、前記メタデータ内の文字列データフ
ィールドについて第１のデフォルトの集約を数として示し、前記メタデータ内の数値デー
タフィールドについて第２のデフォルトの集約を合計として設定することを含み、
　前記第１のサーバコンピュータに、前記ワークブックと前記メタデータを発行するステ
ップと、
　　　　ここで、前記ワークブックは、前記第１のサーバコンピュータ上で実行されるス
プレッドシートサーバアプリケーションによって前記データオブジェクトを含む範囲につ
いて構文解析されることを含み、
　前記データオブジェクトをサーバデータソースとして公開するステップと、
　第２のサーバコンピュータによって提供される専用のＯＬＡＰデータソースに接続する
のと同じ方法で、前記第１のサーバコンピュータにおいてサーバデータソースとして公開
された前記データオブジェクトに接続するステップと、
　前記第１のサーバコンピュータにおいて、前記データオブジェクトの１つにおいて含ま
れるデータを参照するデータソースクエリを受信するステップと、
　前記データソースクエリの受信に応答して、前記ワークブックをロードし、計算するス
テップと、
　　　　　　　　　　　ここで、該計算は、前記データオブジェクトの値を計算すること
を含み、
　前記メタデータを使用して前記データオブジェクトの一時的なデータベース表現を生成
するステップと、
　　　　　　　　　　　ここで、該一時的なデータベース表現は、ＯＬＡＰキューブを含
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み、
　前記データオブジェクトのデータベース表現上で前記データソースクエリを実行して、
クエリ結果を生成するステップと、
　前記クエリに対して前記クエリ結果で応答するステップと
を具えたことを特徴とする方法。
【請求項５】
　前記ワークブックを計算するステップの前に、
　前記ワークブックがデータソースへの参照を含むかどうかを決定するステップと、
　前記ワークブックがデータソースへの参照を含むとの決定に応答して、前記ワークブッ
クの計算に必要なデータを前記データソースから取り出すステップと、
　前記データソースから取り出した前記データを考慮して、前記データオブジェクトの値
の計算も含めて、前記ワークブックを計算するステップと
をさらに具えたことを特徴とする請求項４記載の方法。
【請求項６】
　ワークブック内のデータオブジェクトをサーバデータソースとして公開し、使用するシ
ステムであって、
　該システムは、データオブジェクトを有するワークブックを認可するスプレッドシート
アプリケーションプログラムを実行するように構成されたクライアントコンピュータを有
し、該スプレッドシートアプリケーションプログラムは、サーバアプリケーションによっ
て使用されるメタデータを生成し、前記ワークブックを第１のサーバコンピュータに発行
することを含み、該発行することは、スプレッドシートをプログラムにより生成すること
を含み、
　前記スプレッドシートアプリケーションプログラムは、さらに、
　前記ワークブック内のメタデータを自動的に識別し、該識別されたメタデータに関する
プロパティを設定することによって、前記データオブジェクトに関するメタデータを生成
し、
　　　　ここで、前記メタデータは、多次元のデータベースからなるサーバデータソース
として前記ワークブック内に保存された前記データオブジェクトの要求に応答して、前記
第１のサーバコンピュータによって使用され、
　　　　　　　　前記メタデータを識別することは、データ型、測定値、階層、デフォル
トの集約を識別するための前記データオブジェクトを分析することを含み、
　　　　　　　　前記プロパティを設定することは、前記メタデータ内の文字列データフ
ィールドについて第１のデフォルトの集約を数として示し、前記メタデータ内の数値デー
タフィールドについて第２のデフォルトの集約を合計として設定するように構成され、
　前記スプレッドシートアプリケーションプログラムは、さらに、
　　　　第２のサーバコンピュータによって提供される専用のＯＬＡＰデータソースに接
続するのと同じ方法で、前記第１のサーバコンピュータにおいてサーバデータソースとし
て公開された前記データオブジェクトに接続するように構成され、
　前記第１のサーバコンピュータは、
　　　　前記スプレッドシートを、サーバアプリケーションプログラムインターフェース
を介してクライアントコンピュータから受信し、
　　　　前記ワークブックを、前記データオブジェクトを含む範囲について構文解析し、
　　　　前記ワークブックに含まれる前記データオブジェクトの中からユーザ指定のデー
タオブジェクトを、サーバデータソースとして公開するための、および、前記サーバデー
タソースに対しての直接のクエリ要求を受信しおよび応答するための、サーバプログラム
を実行するように構成されたことを特徴とするシステム。
【請求項７】
　前記スプレッドシートアプリケーションプログラムは、さらに、ユーザデバイスに前記
メタデータを編集することを許可する機能を提供するように構成されたことを特徴とする
請求項６記載のシステム。
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【請求項８】
　サーバデータソースに対するクエリを発行するためのアプリケーションプログラムを実
行するように構成された第２のクライアントコンピュータをさらに具え、
　前記サーバプログラムは、さらに、前記第２のクライアントコンピュータから前記サー
バデータソースへのデータベースクエリを受信しおよび応答するように構成された特徴と
する請求項７記載のシステム。
【請求項９】
　前記第２のクライアントコンピュータからデータベースクエリに応答して、
　　前記ワークブックを再計算することと、
　　前記再計算されたワークブックの一時的なデータベース表現を生成することと、
　　　　　　　ここで、前記一時的なデータベース表現はＯＬＡＰキューブを含み、
　前記再計算されたワークブックのデータベース表現上で前記データベースクエリを実行
して、クエリ結果を生成することと、
　前記クエリ結果を前記データベースクエリに対する応答として前記第２のクライアント
コンピュータに送信することと
を具えたことを特徴とする請求項８記載のシステム。
【請求項１０】
　前記第２のクライアントコンピュータからデータベースクエリに応答して、さらに、
　前記ワークブックがデータソースへの参照を含むかどうかを決定することと、
　前記ワークブックがデータソースへの参照を含むとの決定に応答して、前記ワークブッ
クの計算に必要な前記データを前記データソースから取り出すことと、
　前記データソースから取り出した前記データを使用して前記ワークブックを再計算する
ことと
をさらに具えたことを特徴とする請求項９記載のシステム。
【請求項１１】
　前記第２のクライアントコンピュータ上で実行するアプリケーションは、ＯＬＡＰクラ
イアントアプリケーションであることを特徴とする請求項１０記載のシステム。
【発明の詳細な説明】
【背景技術】
【０００１】
　ワークブックを構築する際、スプレッドシートアプリケーションプログラムのユーザは
、異なるいくつかのソースからのデータを使用することが多い。例えば、スプレッドシー
トアプリケーションプログラム内でワークブックを作成するとき、ユーザは、別のワーク
ブックからデータをインポートしたり、データを手動でワークブックに入力したり、リレ
ーショナルデータベースまたはオンライン分析処理（「ＯＬＡＰ」）キューブに対するク
エリを実行することによってデータを取得したりすることができる。これらのソースのい
ずれかからデータが入力されると、ユーザは一般に、データをワークブック内に所望の構
成で配列する。このプロセスの最後に、ユーザは、数値分析が有効な表範囲のデータを含
むワークブックを作成した。
【０００２】
　他のユーザがワークブックの内容にアクセスできるように、そのワークブックまたはそ
の一部のコピーを取ることができる。例えば、ワークブックが、電子メール（「Ｅメール
」）メッセージを介して他のユーザに送信されるという多くのシナリオが存在する。次に
、ワークブックを受信するユーザは、ワークブックに対する分析を行ったり、ワークブッ
ク内に含まれるデータを別のワークブックに追加したりすることができる。あるいは、複
数のユーザがワークブックの内容にアクセスすることができる共有ファイルにワークブッ
クを格納することができる。ワークブックの内容を共有するために、データの範囲をコピ
ーし、他の文書に貼り付けることもできる。
【０００３】
【特許文献１】Method, System, and Apparatus for Discovering and Connecting to Da
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ta Sources
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　ワークブックを共有するこうした従来の方法によって、複数のユーザがワークブックの
内容にアクセスすることはできるが、これらの方法には欠点がある。まず、複数のコンピ
ュータおよびネットワークドメインにわたって何度も複写することができるワークブック
の複数のコピーを管理することは非常に難しい。特に、システム管理者が確実にワークブ
ックは安全であること、およびワークブックのバックアップを頻繁に取ることは非常に難
しい。さらに、ファイル共有の場合、複数のユーザがワークブックに同時にアクセスする
ことが非常に難しい場合がある。例えば、元のワークブックの作成者がその更新を必要と
した場合、それを使用するすべてのユーザを追跡して、各自のコピーを更新させることは
極めて難しい。多くの場合、スプレッドシートクライアントアプリケーションは、あるユ
ーザによって開かれると、ワークブックをロックし、それによって他者がファイルにアク
セスするのを防ぐ。さらに、同じ機能をワークブックの異なるコピー上で実行し、それに
よって作業の重複が生じ、生産性が低下する可能性がある。
【０００５】
　これらの問題点などに関して、本発明の様々な実施形態を作成した。
【課題を解決するための手段】
【０００６】
　本発明によれば、上記および他の問題は、ワークブック範囲をデータソースとして公開
する方法、システム、および装置によって解決される。ワークブック内の範囲をサーバデ
ータソースとして公開することによって、サーバデータソースに接続し、それについてク
エリを行うことができる任意のアプリケーションプログラムによって、ワークブックの内
容への構造的アクセスが容易になり得る。さらに、ワークブック範囲は、ワークブックが
発行されるとサーバデータソースとして公開されるため、スプレッドシートアプリケーシ
ョンプログラムを操作することができる任意のユーザは、企業レベルのデータソースを容
易に作成することができる。
【０００７】
　本発明の一態様によれば、ワークブックの内容をサーバデータソースとして公開し、サ
ーバデータソースを使用するシステムが提供される。このシステムは、スプレッドシート
アプリケーションプログラムを実行してワークブックを作成することができるクライアン
トコンピュータを含む。ワークブックは、データオブジェクトを含む１つまたは複数の範
囲を含むことができる。本明細書で定義したように、データオブジェクトは、データの格
納に使用されるワークシート内の任意のオブジェクトを含む。例えば、データオブジェク
トは、それだけには限定されないが、任意の範囲のセル、ピボットテーブル、データ探査
オブジェクト（ｄａｔａ　ｅｘｐｌｏｒａｔｉｏｎ　ｏｂｊｅｃｔ）（「ＤＯＥ」）、リ
スト、データベース、およびクエリテーブルなどを含むことができる。
【０００８】
　スプレッドシートアプリケーションプログラムは、ワークシートが作成されるとデータ
オブジェクトごとにメタデータを生成するよう動作するようにすることもできる。メタデ
ータは、ワークシートとともに保存することができる。メタデータは、サーバデータソー
スとしてのワークブック内のデータオブジェクトにアクセスする要求を受信し、それに応
答する際に、サーバコンピュータによって使用することができる。データオブジェクトの
メタデータの作成は、データが作成されたとき、データが発行されたとき、またはメタデ
ータを生成する旨のユーザの要求に応答して、スプレッドシートアプリケーションプログ
ラムによって自動的に実行することができる。ユーザがメタデータを編集することができ
る機能を提供することもできる。
【０００９】
　スプレッドシートアプリケーションプログラムは、さらに、ワークブックをサーバコン
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ピュータに発行するよう動作することができる。ワークブックがサーバコンピュータに発
行されると、ユーザは、ワークブック内のデータオブジェクトのうちの一部またはすべて
がサーバデータソースとして公開されるように、またはデータオブジェクトのうちのどれ
もサーバデータソースとして公開されないように指定することができる。次いでワークブ
ックは、サーバコンピュータに送信され、そこで指定されたデータソースがサーバデータ
ソースとして公開される。
【００１０】
　本発明の態様によれば、システムは、ワークブック内のデータオブジェクトをサーバデ
ータオブジェクトとして公開するサーバプログラムを実行するよう動作可能なサーバコン
ピュータも含む。本明細書で使用する場合、「データソース」および「サーバデータソー
ス」という用語は、特にクエリを実行することができるデータベースを指す。この定義は
、リレーショナルデータベース（構造化照会言語（「ＳＱＬ」）を使用して構築し、クエ
リを行うことができるものなど）、階層型データベース、多次元データベース（ＯＬＡＰ
キューブなど）、またはリレーショナルデータベースおよび多次元データベースの態様を
結合したデータベース（Ｕｎｉｆｉｅｄ　Ｄｉｍｅｎｓｉｏｎａｌ　Ｍｏｄｅｌ（「ＵＤ
Ｍ」）など）を含む。この定義は、Ｗｅｂサービスを介してクエリを行うことができるデ
ータベースも含む。また、本明細書で使用する場合、「データソースクエリ」という用語
は、ＳＱＬクエリなど、データソースを対象とするクエリを意味する。
【００１１】
　ワークブックデータオブジェクトが公開されると、クライアントアプリケーションは、
サーバデータソースとしてのデータベースオブジェクトを発見し、それに接続することが
できる。サーバデータソースとしてのデータオブジェクトに対してクエリが発行されると
、サーバコンピュータは、ワークブックを再計算するよう動作することができる。ワーク
ブックが別のデータソースへの参照を含んでいる場合、再計算の前に、ワークブックの再
計算に必要な任意のデータをデータソースから取り出すことができる。ワークブックが再
計算されると、サーバコンピュータは、識別されたデータオブジェクトの表現（データベ
ース表現など）を生成するよう動作することができる。これは、例えば、識別されたデー
タオブジェクトに対応する一時的なデータベースまたはキューブを生成することを含むこ
とができる。
【００１２】
　表現が生成されると、サーバコンピュータは、表現に対して要求されたクエリを実行す
るよう動作することができる。次いでクエリの結果は、要求側クライアントアプリケーシ
ョンプログラムに戻される。この方法で、例えば、ユーザは、容易にワークブックを作成
し、サーバコンピュータに発行することができ、そこでそのデータオブジェクトをサーバ
データソースとして公開することができる。ＯＬＡＰクライアントなど、データベースク
ライアントアプリケーションを使用する他のユーザは、ワークブックに含まれるデータソ
ースを発見し、データソースに対してネイティブのクエリを発行することができる。
【００１３】
　本発明は、コンピュータプロセス、コンピューティング装置、またはコンピュータプロ
グラム製品やコンピュータ読取可能な媒体などの製品として実装することができる。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読み取ることができ、コンピ
ュータプロセスを実行する旨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。コンピュータプログラム製品は、コンピューティングシス
テムによって読み取ることができ、コンピュータプロセスを実行する旨の命令のコンピュ
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もできる。
【００１４】
　本発明を特徴付けるこれらおよび他の様々な特徴および利点は、以下の詳細な説明を読
み、関連の図面を再検討することから明らかになる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００１５】
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　次に図中、同様の参照番号が同様の要素を示すが、図面を参照して、本発明の様々な態
様について説明する。特に、図１および対応する説明は、本発明の実施形態を実施するの
に適したコンピューティング環境の簡単な概説を提供するためのものである。本発明は、
パーソナルコンピュータのオペレーティングシステム上で稼働するプログラムモジュール
とともに実行されるプログラムモジュールの一般的な文脈で説明するが、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の組み合わせで実施することもできる
ことを当業者であれば理解されよう。
【００１６】
　一般にプログラムモジュールは、特定のタスクを実行する、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、構成要素、データ構造、および他のタイプの構造など
を含む。さらに、本発明は、ハンドヘルド装置、マルチプロセッサシステム、マイクロプ
ロセッサベースまたはプログラム可能家庭用電化製品、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む他のコンピュータシステム構成で実施できることを当業者であ
れば理解されよう。また、本発明は、タスクが通信ネットワークによってリンクされてい
るリモート処理装置によって実行される分散コンピューティング環境でも実施することが
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を、ローカルおよびリ
モートのメモリ記憶装置に置くことができる。
【００１７】
　次に図１を参照して、本発明のいくつかの実施形態の動作環境例について説明する。図
１に示すように、ネットワーク１０は、クライアントコンピュータ２といくつかのサーバ
コンピュータ１２Ａ～１２Ｃとを相互接続する。ネットワーク１０は、ローカルエリアネ
ットワークまたはインターネットなどの広域ネットワークを含めて、任意のタイプのコン
ピューティングネットワークを含むことができることを理解されたい。ネットワーク１０
は、クライアントコンピュータ２、サーバコンピュータ１２Ａ～１２Ｃ、およびネットワ
ーク１０に接続され、またはネットワーク１０を介してアクセス可能な潜在的に他のコン
ピュータの間の通信を可能にする媒体を提供する。
【００１８】
　クライアントコンピュータ２は、１つまたは複数のアプリケーションプログラムを実行
することができる汎用デスクトップまたはラップトップコンピュータを含む。特に、本発
明の様々な実施形態によれば、コンピュータ２は、スプレッドシートクライアントアプリ
ケーション４を実行するよう動作することができる。当業者にはわかるように、スプレッ
ドシートクライアントアプリケーションプログラム４は、予算を作成し、財務予測および
他の財務、および数値関係の業務を実行する機能を提供する。この機能を提供するために
、データ値はセルを使用してまとめることができ、セル間の関係は、公式を使用して定義
することができる。あるセルに変更を加えると、関連のセルが変更される。スプレッドシ
ートプログラムは、通常、出力のグラフ描画機能や、テキスト、数値およびグラフ機能の
様々なフォーマットオプションを提供する。
【００１９】
　本発明の実施形態によれば、スプレッドシートクライアントアプリケーション４は、ワ
ークブック６の作成に使用することができる。ワークブック６は、１つまたは複数のワー
クシート（本明細書ではワークシートを（「スプレッドシート」）と呼ぶこともある）を
含むスプレッドシートプログラムによって作成されるファイルである。ワークシートは、
スプレッドシートプログラムの中で行および列に構成され、画面上に表示され、単一の表
の構築に使用される単一のページである。
【００２０】
　ワークブック６内のワークシートは、データオブジェクトを含む１つまたは複数の範囲
を含むことができる。本明細書で定義したように、データオブジェクトは、データの格納
に使用されるワークシート内の任意のオブジェクトを含む。例えば、データオブジェクト
は、それだけには限定されないが、任意の範囲のセル、ピボットテーブル、ＤＯＥ、リス
ト、データベース、およびクエリテーブルなどを含むことができる。本明細書でより十分
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説明するように、これらのデータオブジェクトのそれぞれは、サーバ１２Ａから使用可能
なサーバデータソースとして公開することができる。ワークブック内で使用される他のタ
イプのデータオブジェクトもサーバデータソースとして公開することができる。
【００２１】
　本発明の一態様によれば、スプレッドシートクライアントアプリケーション４はワシン
トン州レドモンドのＭＩＣＲＯＳＯＦＴ社のＥＸＣＥＬスプレッドシートアプリケーショ
ンプログラムを含むことを理解されたい。しかし、本明細書に記載した本発明の様々な態
様は、他の製造業者の他のスプレッドシートアプリケーションプログラムとともに使用す
ることもできることを理解されたい。さらに、本明細書に記載した発明の態様はスプレッ
ドシートアプリケーションプログラムの文脈で示しているが、他のタイプのアプリケーシ
ョンプログラムを使用して本発明の様々な態様を具体化することもできることを理解され
たい。
【００２２】
　本発明の他の実施形態によれば、クライアントコンピュータ２は、ＯＬＡＰクライアン
トアプリケーション８を実行するよう動作可能とすることもできる。ＯＬＡＰクライアン
トアプリケーション８は、ＯＬＡＰデータソースからのデータに接続し、それについての
クエリを行い、それを使用することができるアプリケーションプログラムを含む。例えば
、ＯＬＡＰクライアントアプリケーション８は、ネットワーク１０を介してサーバコンピ
ュータ１２Ｂに接続することができる。サーバコンピュータ１２Ｂ上で実行されるデータ
ベースソフトウェアを介して、ＯＬＡＰクライアントアプリケーション８は、データソー
ス１６に対するクエリを発行することができる。次いでサーバコンピュータ１２Ｂは、Ｏ
ＬＡＰクライアントアプリケーション８からのクエリを受信し、それに応答するよう動作
することができる。
【００２３】
　以下でより詳しく説明するように、ＯＬＡＰクライアントアプリケーション８は、ワー
クブック６に対するクエリを発行することもできる。この機能を実行可能にするために、
スプレッドシートクライアントアプリケーション４は、ファイルサーバコンピュータ１２
Ｃによって維持され、サーバコンピュータ１２Ａからアクセス可能なリポジトリ１４にワ
ークブック６を発行することができる。サーバコンピュータ１２Ａ上で実行されるスプレ
ッドシートサーバアプリケーション１３は、次いでワークブック６のデータオブジェクト
を含む範囲を構文解析し、データオブジェクトをサーバデータソースとして公開すること
ができる。次いでＯＬＡＰクライアントアプリケーション８は、サーバコンピュータ１２
Ｂによって提供されるものなど、専用のＯＬＡＰデータソースに接続するのと同じ方法で
、スプレッドシートサーバアプリケーション１２Ａによって公開されたデータソースに接
続することができる。スプレッドシートクライアントアプリケーション４は、ＯＬＡＰク
ライアントアプリケーション８と同じ方法でデータソースからのデータの消費者として働
き得ることを理解されたい。また、コンピュータ２は、他のタイプのデータベースからの
データについてクエリを行い、それを消費するための追加のクライアントアプリケーショ
ンを実行するよう動作することができることも理解されたい。代替実施形態において、上
述したコンピュータ２の機能を２つのコンピューティング装置に分けることができること
もさらに理解されたい。例えば、１つのコンピューティング装置は、ワークブック６を発
行するためにスプレッドシートアプリケーション４を実行するよう動作可能とすることが
でき、他のコンピューティング装置は、データを消費するためにクライアントアプリケー
ションを実行するよう動作可能とすることができる。
【００２４】
　本明細書で使用する場合、「データソース」および「サーバデータソース」という用語
は、特にクエリを実行することができるデータベースを指す。この定義は、リレーショナ
ルデータベース（ＳＱＬデータベースなど）、階層型データベース、多次元データベース
（ＯＬＡＰキューブなど）、またはリレーショナルデータベースおよび多次元データベー
スの態様を結合したデータベース（ＵＤＭなど）を含む。この定義は、Ｗｅｂサービスを
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介してクエリを行うことができるデータベースも含む。また、本明細書で使用する場合、
「データソースクエリ」という用語は、ＳＱＬクエリなど、データソースを対象とするク
エリを意味する。
【００２５】
　スプレッドシートサーバアプリケーション１３は、表示画面の使用無し（ヘッドレス）
で実行することができるサーバベースのアプリケーションプログラムを含む。スプレッド
シートサーバアプリケーション１３は、サーバコンピュータ上でスプレッドシートクライ
アントアプリケーション４の機能の多くを実行するよう動作することができる。例えば、
スプレッドシートサーバアプリケーション１３は、ワークブック６をロードし、計算する
ことができる。本明細書に記載するように、スプレッドシートサーバアプリケーション１
３は、ネットワーク１０を介して互換性のあるクライアントにワークブック６内の範囲を
公開する機能も提供する。スプレッドシートクライアントアプリケーション４およびスプ
レッドシートサーバアプリケーション１３によって実行される様々な機能に関する追加の
詳細については、図２～５を参照して後述する。
【００２６】
　次に図２を参照して、本発明の様々な実施形態において使用されるコンピュータ２のコ
ンピュータアーキテクチャ例について説明する。図２に示したコンピュータアーキテクチ
ャは、中央処理ユニット５（「ＣＰＵ」）と、ランダムアクセスメモリ９（「ＲＡＭ」）
および読み取り専用メモリ（「ＲＯＭ」）１１を含むシステムメモリ７と、メモリをＣＰ
Ｕ５に結合するシステムバス１２とを含む従来のデスクトップまたはラップトップコンピ
ュータを示している。基本入出力システムは、例えば起動中など、コンピュータ内の要素
間での情報の転送を助ける基本ルーチンを含み、ＲＯＭ１１に格納されている。コンピュ
ータ２は、以下で詳述するように、オペレーティングシステム１８、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格納する大容量記憶装置２４をさらに含む
。
【００２７】
　大容量記憶装置２４は、バス１２に接続される大容量ストレージコントローラ（図示せ
ず）を介してＣＰＵ５に接続される。大容量記憶装置２４およびその関連のコンピュータ
読取可能な媒体は、コンピュータ２の不揮発性記憶装置を提供する。本明細書に含まれる
コンピュータ読取可能な媒体の説明は、ハードディスクやＣＤ－ＲＯＭドライブなどの大
容量記憶装置を指すが、コンピュータ読取可能な媒体はコンピュータ２によってアクセス
できる使用可能な任意の媒体とすることができることを当業者であれば理解されたい。
【００２８】
　コンピュータ読取可能な媒体は、それだけには限定されないが一例として、コンピュー
タ記憶媒体および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、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および不揮発性の取外式および固定式の媒体
がある。コンピュータ記憶媒体には、それだけには限定されないが、ＲＡＭ、ＲＯＭ、Ｅ
ＰＲＯＭ、ＥＥＰＲＯＭ、フラッシュメモリまたは他の半導体メモリ技術、ＣＤ－ＲＯＭ
、デジタル多用途ディスク（ＤＶＤ）または他の光記憶装置、磁気カセット、磁気テープ
、磁気ディスク記憶装置または他の磁気記憶装置、または所望の情報の格納に使用でき、
コンピュータ２からアクセスできる他の任意の媒体などがある。
【００２９】
　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のネットワ
ーク１０を介したリモートコンピュータへの論理接続を使用してネットワーク式環境で動
作することができる。コンピュータ２は、バス１２に接続されるネットワークインターフ
ェイスユニット２０を介してネットワーク１０に接続することができる。ネットワークイ
ンターフェイスユニット２０は、他のタイプのネットワークおよびリモートコンピュータ
システムに接続するために使用することもできることを理解されたい。コンピュータ２は
、キーボード、マウス、電子スタイラス（図２には示していない）を含む他のいくつかの
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装置からの入力を受信し、処理する入力／出力コントローラ２２も含むことができる。同
様に、入力／出力コントローラ２２は、表示画面、プリンタ、他のタイプの出力装置への
出力を提供することもできる。
【００３０】
　上記で概説したように、ワシントン州レドモンドのＭＩＣＲＯＳＯＦＴ社のＷＩＮＤＯ
ＷＳ（登録商標）ＸＰオペレーティングシステムなど、ネットワーク式パーソナルコンピ
ュータの動作を制御するのに適したオペレーティングシステム１８を含めて、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をコンピュータ２の大容量記憶装置２４およ
びＲＡＭ９に格納することができる。大容量記憶装置２４およびＲＡＭ９は、１つまたは
複数のプログラムモジュールを格納することもできる。特に、大容量記憶装置２４および
ＲＡＭ９は、上述したように、スプレッドシートクライアントアプリケーション４および
ＯＬＡＰクライアントアプリケーション８を格納することができる。大容量記憶装置２４
およびＲＡＭ９は、スプレッドシートクライアントアプリケーション４によって作成され
るワークブック６を格納することもできる。
【００３１】
　本発明の一実施形態によれば、スプレッドシートアプリケーションプログラム４は、ワ
ークブック内に含まれるデータオブジェクトごとにメタデータ２６を生成するよう動作可
能でもある。メタデータ２６は、スプレッドシートクライアントアプリケーション４によ
って自動的に生成したり、ユーザによって手動で作成したりすることができる。メタデー
タ２６は、ワークブック６内に格納され、ワークブックとともに保存することができる。
メタデータ２６は、サーバデータソースとしてのワークブック内のデータオブジェクトに
アクセスする要求を受信し、それに応答する際に、サーバコンピュータ１２Ａによって使
用することができる。一例として、スプレッドシートアプリケーションプログラム１０は
、「ＺＩＰ　ＣＯＤＥ」という名称のワークブック内のあるフィールドのメタデータ２６
を作成することができる。メタデータ２６は、フィールドの名前を示し、フィールドのデ
ータ型を数字として設定することができる。また、メタデータ２６は、フィールドのデフ
ォルトの集約が「合計」であることを示すこともできる。このプロセスは、データソース
が作成されたとき、データソースが発行されたとき、またはメタデータを生成する旨のユ
ーザの要求に応答して、スプレッドシートアプリケーションプログラム４によって自動的
に実行することができる。
【００３２】
　本発明の実施形態において、スプレッドシートクライアントアプリケーションプログラ
ム４は、スプレッドシートアプリケーションプログラム４によって作成される、ワークブ
ック６に含まれるデータオブジェクトのメタデータ２６をユ―ザが編集することができる
機能を提供するよう動作することができることを理解されたい。例えば、上記の例を使用
して、ユーザは、郵便番号の合計を生成するのは不適切であると考える可能性がある。し
たがってユーザは、スプレッドシートクライアントアプリケーション４によって提供され
る機能を使用して、「ＺＩＰ　ＣＯＤＥ」フィールドのデフォルトの集約が合計ではなく
、数であることを示すようにメタデータ２６を編集することができる。次いで変更された
メタデータ２６をワークブック６まで持続し、サーバコンピュータ１２Ａに発行すること
ができる。このように、サーバコンピュータ１２Ａは、このフィールドに含まれているデ
ータのデータソース要求によりよく応答することができる。スプレッドシートクライアン
トアプリケーション４によってワークブック内のデータオブジェクトのために生成された
メタデータ２６を編集するユーザインターフェイス例については、図４を参照して以下で
詳述する。
【００３３】
　サーバコンピュータ１２Ａ～１２Ｃは、図２および上記で示した従来のコンピューティ
ング構成要素の多くを備えることができることを理解されたい。さらに、サーバコンピュ
ータ１２Ａは、スプレッドシートサーバアプリケーション１３を格納し、実行するよう動
作可能とすることができる。ファイルサーバコンピュータ１２Ｃは、ワークブック６など
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、リポジトリ１４に格納されたファイルの要求を受信し、それに応答するファイルサーバ
アプリケーション２８を格納し、実行するよう動作可能とすることができる。サーバコン
ピュータ１２Ａ～１２Ｃは、図２に示していないが当業者には知られている他の従来の構
成要素を含むことができることを理解されたい。
【００３４】
　次に図３を参照して、ワークブック範囲をサーバデータソースとして発行するためにス
プレッドシートクライアントアプリケーションプログラム４によって実行されるプロセス
を示すルーチン例３００について説明する。本明細書に示すルーチンの説明を読むと、本
発明の様々な実施形態の論理操作は、（１）コンピューティングシステム上で稼働するコ
ンピュータ実施動作またはプログラムモジュールのシーケンス、および／または（２）コ
ンピューティングシステム内の相互接続されたマシン論理回路または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、選択の問題であり、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依存する。したがって、図３および図５に示した
論理操作、および本明細書に記載した本発明の実施形態の構成は、操作、構造的装置、動
作、またはモジュールと様々に呼ばれる。これらの操作、構造的装置、動作、およびモジ
ュールは、本明細書に記載した特許請求の範囲内に記載した本発明の意図および範囲から
逸脱することなく、ソフトウェア、ファームウェア、専用デジタルロジック、およびそれ
らの任意の組み合わせで実施できることを当業者であれば理解されよう。
【００３５】
　ルーチン３００は、操作３０２で開始し、ユ―ザはスプレッドシートクライアントアプ
リケーション４を使用してワークブック６を作成する。特に、本明細書に記載するように
、ユーザは、スプレッドシートクライアントアプリケーション４によって提供される様々
な機能を使用して、セル、ピボットテーブル、ＤＯＥ、リスト、データベース、クエリテ
ーブル、および他のデータオブジェクトの範囲を含むワークブック内のデータオブジェク
トを作成することができる。また、ユーザは、手動でデータソース１６のワークブック６
にデータを入力したり、それに対するクエリを作成したりすることもできる。ワークブッ
ク６を作成するためにスプレッドシートクライアントアプリケーション４内で使用できる
様々な機能および方法は、実質的に無限であり、当業者にはよく知られている。
【００３６】
　ルーチン３００は操作３０２から操作３０４に進み、スプレッドシートクライアントア
プリケーション４は、ワークブック６にデータソースとしてアクセスする要求に応答して
サーバアプリケーション１３によって使用するためのメタデータ２６を生成する。特に、
スプレッドシートクライアントアプリケーション４は、ワークブック６内に含まれる様々
なデータソースを分析して、ワークブック６内の様々なデータソースの記述に使用できる
データを識別することができる。例えば、リレーショナルデータソースについては、スプ
レッドシートクライアントアプリケーション４は、列の名前、およびワークブック６とと
もに含まれるデータソースの様々なデータ型を識別することができる。多次元のデータソ
ースについては、スプレッドシートクライアントアプリケーション４は、様々なデータソ
ースの測定値、階層、およびデフォルトの集約を識別することができる。
【００３７】
　これらのプロパティの値は、スプレッドシートクライアントアプリケーション４によっ
て知的な方法で設定することもできる。例えば、文字列データフィールドについては、ス
プレッドシートクライアントアプリケーション４は、デフォルトの集約を数として示すこ
とができる。数値データフィールドについては、スプレッドシートクライアントアプリケ
ーション４は、デフォルトの集約を合計となるように設定することができる。ワークブッ
ク６内のメタデータを識別したり、メタデータのプロパティを設定したりする他のタイプ
の知的な決定を、スプレッドシートクライアントアプリケーション４によって行うことが
できる。
【００３８】
　ルーチン３００は操作３０４から操作３０６に進み、スプレッドシートクライアントア
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プリケーション４は、ユーザがスプレッドシートクライアントアプリケーション４によっ
て生成されたメタデータを編集する旨の要求を行ったかどうかを決定する。上記で概説し
たように、スプレッドシートクライアントアプリケーション４は、生成されたメタデータ
を編集するユーザインターフェイスを提供することができる。これは、例えば、ワークブ
ック６内のメタデータを識別し、メタデータに様々なプロパティを設定するときに、スプ
レッドシートクライアントアプリケーション４によって行われた知的な決定をユーザがオ
ーバーライドできるようにするのに有用となり得る。
【００３９】
　操作３０６で、スプレッドシートクライアントアプリケーション４がメタデータを編集
する旨の要求が受信されたと決定した場合、ルーチン３００は操作３０８に分岐する。操
作３０８では、スプレッドシートクライアントアプリケーション４は、編集されたメタデ
ータをユーザから受信する。ユーザがメタデータを編集できるユーザインターフェイスの
例については、図４を参照して以下で詳述する。ルーチン３００は、操作３０８から操作
３１０に進む。
【００４０】
　操作３０６で、スプレッドシートクライアントアプリケーション４がメタデータを編集
する旨の要求は受信されていないと決定した場合、ルーチン３００は操作３１０に分岐す
る。操作３１０で、スプレッドシートクライアントアプリケーション４によって生成され
、ユーザによって潜在的に編集されたメタデータ２６は、ワークブック６とともに保存さ
れる。ワークブック６の保存は、自動的に、またはユーザ要求に応答して行うことができ
る。
【００４１】
　ルーチン３００は操作３１０から操作３１２に進み、メタデータ２６を含むワークブッ
ク６がスプレッドシートサーバアプリケーション１３に発行される。ワークブック６の発
行は、ユーザコマンドに応答して、または自動的に行うことができる。例えば、ワークブ
ック６の発行は、サーバコンピュータ１２Ａにスプレッドシートをアップロードし、また
はスプレッドシートをプログラムに基づいて生成し、それをサーバアプリケーションプロ
グラムインターフェイス（「ＡＰＩ」）を介してサーバコンピュータ１２Ａに送信するこ
とを含むことができる。ワークブック６がスプレッドシートサーバアプリケーション１３
に発行されると、ワークブック６はリポジトリ１４に格納される。また、スプレッドシー
トサーバアプリケーション１３にはワークブック６の存在も通知され、次いでワークブッ
ク内に含まれる様々なデータオブジェクトがサーバデータソースとして公開され得る。ユ
ーザは、スプレッドシートサーバアプリケーション１３によってワークブック６内の様々
なデータオブジェクトのうちのどれがデータソースとして公開されるかを指定することが
できることを理解されたい。あるいは、ワークブック６内のすべてのデータオブジェクト
をデータオブジェクトとして公開することができ、またはユーザは、ワークブック６内の
どのデータオブジェクトもデータソースとして公開されないよう指示することができる。
【００４２】
　ワークブック６がリポジトリ１４に伝達され、スプレッドシートサーバアプリケーショ
ン１３によって分析されると、ＯＬＡＰクライアントアプリケーション８やスプレッドシ
ートクライアントアプリケーション４などのデータベースクライアントアプリケーション
を使用して、データソースとしてのワークブック６の内容についてのクエリを行うことが
できる。ワークブック６の内容をデータソースとして公開し、データソースクエリ要求を
受信し、応答するためにスプレッドシートサーバアプリケーション１３によって実行され
る様々な機能に関するこれ以上の詳細については、図５を参照して以下で詳述する。ルー
チン３００は、操作３１２から操作３１４に進み、終了する。
【００４３】
　次に図４を参照して、スプレッドシートクライアントアプリケーション４によって生成
された、ワークブック６内に含まれる様々なデータソースのメタデータをユーザが編集す
ることができるユーザインターフェイス例について説明する。図４は、メタデータを編集
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するいくつかのユーザインターフェイス構成要素を含むユーザインターフェイスウィンド
ウ３０を示している。特に、ワークブック６内に含まれるデータソースに使用可能なフィ
ールド３４Ａ～３４Ｎのそれぞれを列挙するリストボックス３２が提供されている。スプ
レッドシートクライアントアプリケーション４によって識別される様々なフィールド間の
関係を示すために、様々なフィールド３４Ａ～３４Ｎ間の関係をリストボックス３２内に
示すことができる。例えば、図４に示すように、時刻、年、月、データのフィールドを相
互にインデントして、様々なフィールド間の階層を示すことができる。
【００４４】
　リストボックス３２に示したフィールド３４Ａ～３４Ｎの順序および階層をユーザが配
列できるようにするため、いくつかのユーザインターフェイスボタン３６Ａ～３６Ｆを提
供することもできる。例えば、ユーザインターフェイスボタン３６Ａ～３６Ｄによって、
ユーザは、様々なフィールドをそれぞれ上、下、右、左に配列することができる。ユーザ
インターフェイスボタン３６Ｅを使用してフィールド３４Ａ～３４Ｎのうちの１つをコピ
ーすることができ、ユーザインターフェイスボタン３６Ｆを使用して新しいデータフィー
ルドを作成することができる。
【００４５】
　図４にも示すように、リストボックス３２で識別されるフィールドのうちの１つをユー
ザによって選択し、そのフィールドのプロパティをユーザインターフェイスウィンドウ３
０に示すことができる。例えば、図４に示すように、郵便番号を表すフィールド３４Ｎが
選択されている。したがって、テキスト３８を使用してフィールド名が表示される。スプ
レッドシートクライアントアプリケーション４によって郵便番号フィールドに割り当てら
れたデータ型および集約も示されている。例えば、データ型のプロパティを数字から文字
列に変更するためのドロップダウンメニュー４０Ａを提供することができる。同様に、ユ
ーザが集約フィールドの値を合計から数に変更できるようにするためのドロップダウンメ
ニュー４０Ｂを提供することもできる。図４に示し、本明細書に記載したもの以外の他の
タイプの編集操作もユーザインターフェイスウィンドウ３０を介して可能であることを理
解されたい。ユーザが編集を完了すると、変更を維持するためのボタン４２、または変更
をキャンセルするためのボタン４４を選択することができる。
【００４６】
　次に図５を参照して、データソースとしてのワークブックの範囲の要求を受信し、それ
に応答するためのスプレッドシートサーバアプリケーション１３の操作を示すルーチン例
５００について説明する。ルーチン５００は操作５０２で開始し、スプレッドシートサー
バアプリケーション１３は、リポジトリ１４内に含まれる様々な範囲のワークブックをサ
ーバデータソースとして公開する。本発明の一実施形態によれば、参照により本明細書に
特に含まれている同時出願した「Ｍｅｔｈｏｄ，Ｓｙｓｔｅｍ，ａｎｄ　Ａｐｐａｒａｔ
ｕｓ　ｆｏｒ　Ｄｉｓｃｏｖｅｒｉｎｇ　ａｎｄ　Ｃｏｎｎｅｃｔｉｎｇ　ｔｏ　Ｄａｔ
ａ　Ｓｏｕｒｃｅｓ」という名称の米国特許出願（代理人整理番号第６０００１．０３３
８ＵＳ０１号）（例えば、特許文献１参照）に記載したものなど、データソースは、デー
タ接続マネージャを介して公開される。あるいは、リポジトリ１４内に格納されているワ
ークブック内に含まれているデータソースは、ＵＤＭなど、他のタイプの分析サーバイン
ターフェイスを使用して公開することができる。スプレッドシートサーバアプリケーショ
ン１３が様々なデータソースを公開すると、ＯＬＡＰクライアントアプリケーション８や
スプレッドシートクライアントアプリケーション４などのクライアントアプリケーション
は、ソースを発見し、様々なデータソースに対してクエリを行う要求を発行することがで
きる。
【００４７】
　ルーチン５００は操作５０２から操作５０４に進み、スプレッドシートサーバアプリケ
ーション１３は、サーバデータソースとしてのワークブックに接続する旨の要求を受信す
る。例えば、操作５０６で、スプレッドシートサーバアプリケーション１３は、ワークブ
ックの範囲内に含まれるデータオブジェクトに対するネイティブのクエリを受信すること
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ができる。例えば、ＯＬＡＰクライアントアプリケーションは、スプレッドシートサーバ
アプリケーション１３にネイティブＯＬＡＰクエリを発行することができる。あるいは、
ＯＤＢ、ＯＤＢＣ、ＸＭＬ－Ａ、およびＳＱＬのクエリなど、他のタイプのクエリをスプ
レッドシートサーバアプリケーション１３に対して発行することができる。当業者に知ら
れているデータベースに対してクエリを行う他のタイプの標準を使用することもできる。
【００４８】
　操作５０８で、スプレッドシートサーバアプリケーション１３は、クエリの対象となっ
たデータソースを含むワークブック６をロードする。ワークブック６がスプレッドシート
サーバアプリケーション１３によってロードされると、ルーチン５００は操作５１０に進
み、スプレッドシートサーバアプリケーション１３は、ワークブック６が別のデータソー
スへの参照を含んでいるかどうかを決定する。例えば、上記で概説したように、ワークブ
ックは、データソース１６などのデータソースへの参照を含むことができる。
【００４９】
　ワークブック６が別のデータソースへの参照を含んでいる場合、ルーチン５００は操作
５１２に分岐し、スプレッドシートサーバアプリケーション１３は、データソース１６に
対して、ワークブック６の計算に必要な任意のデータについてのクエリを行う。このデー
タがスプレッドシートサーバアプリケーション１３によって受信されると、ワークブック
６は受信データについて更新される。
【００５０】
　操作５１０で、ワークブック６が別のデータソースへの参照を含んでいないと決定され
た場合、ルーチン５００は操作５１４に進む。操作５１４で、スプレッドシートサーバア
プリケーション１３は、ワークブック６の内容を再計算する。ワークブックの内容の再計
算は「大きい付加価値」となることを理解されよう。「大きい付加価値」によって、サ―
バデータソースにおけるスプレッドシートの計算が可能になる。ルーチン５００は操作５
１４から操作５１６に進み、スプレッドシートサーバアプリケーション１３は、再計算さ
れたワークブックのデータベース表現（ｄａｔａｂａｓｅ　ｒｅｐｒｅｓｅｎｔａｔｉｏ
ｎ）を生成する。特に、リレーショナルデータベースやＯＬＡＰキューブなどの一時的な
データベース表現がスプレッドシートサーバアプリケーション１３によって生成される。
データベース表現は、識別されたデータソースにわたって要求されたクエリを実行するた
め、一時的に生成される。
【００５１】
　要求されたワークブックのデータベース表現が生成されると、ルーチン５００は操作５
１８に進み、スプレッドシートサーバアプリケーション１３は、再計算されたワークブッ
クのデータベース表現上で要求されたクエリを実行する。クエリの実行に応答して、クラ
イアントアプリケーションから受信された最初のクエリを満たすクエリ結果が生成される
。ルーチン５００は操作５１８から操作５２０に進み、スプレッドシートサーバアプリケ
ーション１３は、元のクエリ要求に識別されたクエリ結果で応答する。ルーチン５００は
、操作５２０から操作５２２に進み、終了する。
【００５２】
　上記に基づいて、本発明の様々な実施形態はワークブック内の範囲をサーバデータソー
スとして公開し、使用するための方法、システム、装置、およびコンピュータ読取可能な
媒体を含むことを理解されたい。上記の仕様、例、およびデータは、製造の完全な説明お
よび本発明の構成の使用を提供している。本発明の多くの実施形態は本発明の意図および
範囲から逸脱することなく作成することができるので、本発明は特許請求の範囲にある。
【図面の簡単な説明】
【００５３】
【図１】本発明の様々な実施形態において使用され、それによって提供されるいくつかの
コンピュータシステムの態様を示すコンピュータネットワーク図である。
【図２】本発明の様々な実施形態において使用され、それによって提供されるクライアン
トコンピュータシステムの態様を示すコンピュータシステムアーキテクチャ図である。



(15) JP 4907906 B2 2012.4.4

10

20

【図３】本発明の一実施形態によるワークブック範囲をサーバデータソースとして発行す
るプロセスの態様を示すフロー図である。
【図４】ユーザがワークブックのある範囲内のデータオブジェクトに関連付けられている
メタデータを編集することができる機能を提供する本発明の一態様を示す画面図である。
【図５】本発明の一実施形態によるサーバデータソースとしてのワークブック範囲の要求
を受信し、それに応答するプロセスの態様を示すフロー図である。
【符号の説明】
【００５４】
２　コンピュータ
４　スプレッドシートクライアントアプリケーション
５　中央処理装置
６　ワークブック
７　システムメモリ
８　ＯＬＡＰクライアントアプリケーション
９　ランダムアクセスメモリ
１０　ネットワーク
１１　読み取り専用メモリ
１２Ａ　サーバコンピュータ１２Ｂ　サーバコンピュータ
１２Ｃ　ファイルサーバコンピュータ
１３　スプレッドシートサーバアプリケーション
１４　ワークブックリポジトリ
１６　データソース
１８　オペレーティングシステム
２０　ネットワークインターフェイスユニット
２２　入力／出力コントローラ
２４　大容量記憶装置
２６　メタデータ
２８　ファイルサーバアプリケーション
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