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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
サーバーコンピューティングデバイスと、
前記サーバーコンピューティングデバイスに結合され、命令が格納されているコンピュ
ータ可読記録媒体であって、前記命令は、前記サーバーコンピューティングデバイスによ
って実行されたときに、前記サーバーコンピューティングデバイスに、表示対象のデジタ
ルコンテンツをネットワーク上に配信するサーバーサイドの動作を実行させる、コンピュ
ータ可読記録媒体と
を備えるシステムであって、前記サーバーサイドの動作は、
少なくとも1つのウェブページドキュメントをユーザーによって操作されるクライア
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ントコンピューティングデバイスに提供する段階であって、前記ウェブページドキュメン
トはブラウザアプリケーションにクライアントサイドの動作を実行させるための命令を含
む、段階を含み、前記クライアントサイドの動作は、
ウェブページ内に、第1のソーシャルネットワーキングサービスのコンテンツ共有
インターフェースのグラフィカル表現を提示する段階であって、前記グラフィカル表現は
ユーザー入力に応答する少なくとも1つのボタンアイコンを含む、段階と、
前記ボタンアイコンへの第1のユーザー入力を受信する段階と、
前記第1のユーザー入力に応答して、前記ウェブページ内の前記コンテンツ共有イ
ンターフェースを、拡大したコンテンツ入力領域および配信インターフェースを含むよう
に拡大する段階であって、前記拡大されたコンテンツ入力領域は配信されるデジタルコン
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テンツのグラフィカル表現を表示する、段階と、
前記配信インターフェースへの第2のユーザー入力を受信する段階であって、前記
第2のユーザー入力は前記デジタルコンテンツの配信先となる1つまたは複数の連絡先を指
示する、段階と、
前記第2のユーザー入力を受信したことに応答して、前記配信インターフェース内
に1つまたは複数のアイコンを表示する段階であって、前記1つまたは複数のアイコンのう
ちのそれぞれのアイコンは前記1つまたは複数の連絡先のグラフィカル表現である、段階
と、
前記コンテンツ共有インターフェースへの第3のユーザー入力を受信する段階であ
って、前記第3のユーザー入力は前記デジタルコンテンツを配信するためのユーザー命令
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を含む、段階と、
前記第3のユーザー入力に応答して、投稿データセットを前記システムに送信する
段階であって、前記投稿データセットはデジタルコンテンツデータおよび配信データを含
む、段階とを含む、
システム。
【請求項２】
前記1つまたは複数のアイコンのうちの1つのアイコンは、ソーシャルネットワーキング
サービス内の前記ユーザーのソーシャルサークルに対応し、前記ソーシャルサークルは前
記1つまたは複数の連絡先の部分集合を定める請求項1に記載のシステム。
【請求項３】

20

前記1つまたは複数のアイコンのうちの1つのアイコンは、前記ユーザーが参加する第2
のソーシャルネットワーキングサービスに対応する請求項1に記載のシステム。
【請求項４】
前記第2のソーシャルネットワーキングサービスは、マイクロブロギングソーシャルネ
ットワーキングサービスを含む請求項3に記載のシステム。
【請求項５】
前記第2のソーシャルネットワーキングサービスは、ブロギングサービスを含む請求項3
に記載のシステム。
【請求項６】
前記1つまたは複数のアイコンのうちの1つのアイコンは、電子メール経由で前記デジタ
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ルコンテンツを受信する少なくとも1つの連絡先に対応する請求項1に記載のシステム。
【請求項７】
前記クライアントサイドの動作は、前記ウェブページ内にウェブページデジタルコンテ
ンツを表示する段階をさらに含み、前記コンテンツ共有インターフェースは、前記拡大さ
れたコンテンツ入力領域内に前記ウェブページデジタルコンテンツのサマリーを表示する
請求項1に記載のシステム。
【請求項８】
前記クライアントサイドの動作は、前記拡大されたコンテンツ選択領域内に1つまたは
複数のデジタルコンテンツ選択アイコンを表示する段階をさらに含む請求項1に記載のシ
ステム。
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【請求項９】
前記クライアントサイドの動作は、
第4のユーザー入力を受信する段階であって、前記第4のユーザー入力は前記1つまたは
複数のデジタルコンテンツ選択アイコンのうちの1つのアイコンの選択を指示する、段階
と、
前記第4のユーザー入力を受信したことに応答して、ユーザーが配信に追加のデジタル
コンテンツを選択することができるデジタルコンテンツ選択インターフェースを表示する
段階と
をさらに含む請求項8に記載のシステム。
【請求項１０】
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前記1つまたは複数のデジタルコンテンツ選択アイコンは、デジタル画像選択アイコン
、デジタル動画選択アイコン、リンク選択アイコン、および地図選択アイコンを含む請求
項8に記載のシステム。
【請求項１１】
前記1つまたは複数のデジタルコンテンツ選択アイコンは、前記第1のユーザー入力を受
信する前に前記コンテンツ共有インターフェースに表示される請求項8に記載のシステム
。
【請求項１２】
前記クライアントサイドの動作は、
第4のユーザー入力を受信する段階であって、前記第4のユーザー入力は前記ボタンアイ

10

コンの上のホバリングアクションを指示する、段階と、
前記第4のユーザー入力に応答して、ダイアログボックスを表示する段階であって、前
記ダイアログボックスは前記デジタルコンテンツを共有した連絡先に対応するデータを表
示する、段階と
をさらに含む請求項1に記載のシステム。
【請求項１３】
前記第1のユーザー入力は、前記ボタンアイコンのユーザー選択を含む請求項12に記載
のシステム。
【請求項１４】
前記ウェブページは、検索結果ページを含み、前記ボタンアイコンは、前記ウェブペー
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ジ内に表示される検索結果に関連付けられる請求項1に記載のシステム。
【請求項１５】
前記ウェブページは、地図表示サービスウェブページを含み、前記デジタルコンテンツ
は、地図を含む請求項1に記載のシステム。
【請求項１６】
前記投稿データセットは、前記地図の地図ビューに対応するスクロールデータおよびズ
ームデータを含む地図データをさらに含み、前記スクロールデータおよび前記ズームデー
タは前記地図ビューを複製するために前記地図表示サービスウェブページによって使用可
能である請求項15に記載のシステム。
【請求項１７】
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前記サーバーサイドの動作は、
前記投稿データセットを受信する段階と、
前記配信データに基づきアクセス制御リスト(ACL)を生成する段階であって、前記配信
データは前記1つまたは複数の連絡先に対応する、段階と、
前記ACLに基づき前記デジタルコンテンツを配信する段階と
をさらに含む請求項1に記載のシステム。
【請求項１８】
前記ウェブページは、前記ソーシャルネットワーキングサービスのウェブページを含む
請求項1に記載のシステム。
【請求項１９】
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複数のウェブページのそれぞれは、前記ソーシャルネットワーキングサービスのウェブ
ページを含む請求項1に記載のシステム。
【請求項２０】
前記ウェブページは、前記ソーシャルネットワーキングサービスのドメインの外部にあ
るウェブサイトのウェブページを含む請求項1に記載のシステム。
【請求項２１】
コンピュータプログラムで符号化されたコンピュータ記憶媒体であって、前記プログラ
ムは命令を含み、前記命令は、1つまたは複数のコンピュータによって実行されたときに
、前記1つまたは複数のコンピュータに、
ウェブページ内に、第1のソーシャルネットワーキングサービスのコンテンツ共有イン
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ターフェースのグラフィカル表現を提示する段階であって、前記グラフィカル表現はユー
ザー入力に応答する少なくとも1つのボタンアイコンを含む、段階と、
前記ボタンアイコンへの第1のユーザー入力を受信する段階と、
前記第1のユーザー入力に応答して、前記ウェブページ内の前記コンテンツ共有インタ
ーフェースを、拡大したコンテンツ入力領域および配信インターフェースを含むように拡
大する段階であって、前記拡大されたコンテンツ入力領域は配信されるデジタルコンテン
ツのグラフィカル表現を表示する、段階と、
前記配信インターフェースへの第2のユーザー入力を受信する段階であって、前記第2の
ユーザー入力は前記デジタルコンテンツの配信先となる1つまたは複数の連絡先を指示す
る、段階と、
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前記第2のユーザー入力を受信したことに応答して、前記配信インターフェース内に1つ
または複数のアイコンを表示する段階であって、前記1つまたは複数のアイコンのうちの
それぞれのアイコンは前記1つまたは複数の連絡先のグラフィカル表現である、段階と、
前記コンテンツ共有インターフェースへの第3のユーザー入力を受信する段階であって
、前記第3のユーザー入力は前記デジタルコンテンツを配信するためのユーザー命令を含
む、段階と、
前記第3のユーザー入力に応答して、投稿データセットをサーバーコンピューティング
システムに送信する段階であって、前記投稿データセットはデジタルコンテンツデータお
よび配信データを含む、段階と
を含む動作を実行させる、コンピュータプログラムで符号化されたコンピュータ記憶媒体
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。
【請求項２２】
ウェブページ内に、第1のソーシャルネットワーキングサービスのコンテンツ共有イン
ターフェースのグラフィカル表現を提示する段階であって、前記グラフィカル表現はユー
ザー入力に応答する少なくとも1つのボタンアイコンを含む、段階と、
前記ボタンアイコンへの第1のユーザー入力を受信する段階と、
前記第1のユーザー入力に応答して、前記ウェブページ内の前記コンテンツ共有インタ
ーフェースを、拡大したコンテンツ入力領域および配信インターフェースを含むように拡
大する段階であって、前記拡大されたコンテンツ入力領域は配信されるデジタルコンテン
ツのグラフィカル表現を表示する、段階と、
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前記配信インターフェースへの第2のユーザー入力を受信する段階であって、前記第2の
ユーザー入力は前記デジタルコンテンツの配信先となる1つまたは複数の連絡先を指示す
る、段階と、
前記第2のユーザー入力を受信したことに応答して、前記配信インターフェース内に1つ
または複数のアイコンを表示する段階であって、前記1つまたは複数のアイコンのうちの
それぞれのアイコンは前記1つまたは複数の連絡先のグラフィカル表現である、段階と、
前記コンテンツ共有インターフェースへの第3のユーザー入力を受信する段階であって
、前記第3のユーザー入力は前記デジタルコンテンツを配信するためのユーザー命令を含
む、段階と、
前記第3のユーザー入力に応答して、投稿データセットをサーバーコンピューティング
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システムに送信する段階であって、前記投稿データセットはデジタルコンテンツデータお
よび配信データを含む、段階と
を含むコンピュータ実装方法。
【請求項２３】
サーバーコンピューティングデバイスと、
前記サーバーコンピューティングデバイスに結合され、命令が格納されているコンピュ
ータ可読記録媒体であって、前記命令は、前記サーバーコンピューティングデバイスによ
って実行されたときに、前記サーバーコンピューティングデバイスに、表示対象のデジタ
ルコンテンツをネットワーク上に配信するサーバーサイドの動作を実行させる、コンピュ
ータ可読記録媒体と

50

(5)

JP 5905017 B2 2016.4.20

を備えるシステムであって、前記サーバーサイドの動作は、
少なくとも1つのウェブページドキュメントをユーザーによって操作されるクライア
ントコンピューティングデバイスに提供する段階であって、前記ウェブページドキュメン
トはブラウザアプリケーションにクライアントサイドの動作を実行させるための命令を含
む、段階を含み、前記クライアントサイドの動作は、
ウェブページ内にウェブページデジタルコンテンツを表示する段階と、
前記ウェブページ内に、ソーシャルネットワーキングサービスのコンテンツ共有イ
ンターフェースのグラフィカル表現を表示する段階であって、前記グラフィカル表現はユ
ーザー入力に応答する少なくとも1つのボタンアイコンを含む、段階と、
前記ボタンアイコンへの第1のユーザー入力を受信する段階であって、前記第1のユー
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ザー入力はウェブページデジタルコンテンツに関連付けられているデジタルコンテンツを
配信するユーザーの意図を示す、段階と、
前記第1のユーザー入力を受信したことに応答して、前記ウェブページ内の前記コ
ンテンツ共有インターフェースを、拡大したコンテンツ入力領域および配信インターフェ
ースを含むように拡大する段階であって、前記拡大されたコンテンツ入力領域は前記ウェ
ブページデジタルコンテンツのサマリーとして提供される前記デジタルコンテンツを表示
する、段階と、
前記配信インターフェースを通じて第2のユーザー入力を受信する段階であって、
前記第2のユーザー入力は1つまたは複数のソーシャルサークルを指示し、それぞれのソー
シャルサークルは前記デジタルコンテンツの配信先となる1つまたは複数の連絡先を含む
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、段階と、
前記第2のユーザー入力を受信したことに応答して、前記配信インターフェース内
に1つまたは複数のアイコンを表示する段階であって、前記1つまたは複数のアイコンのう
ちのそれぞれのアイコンは前記1つまたは複数のソーシャルサークルのグラフィカル表現
である、段階と、
前記コンテンツ共有インターフェースへの第3のユーザー入力を受信する段階であ
って、前記第3のユーザー入力は前記デジタルコンテンツを配信するためのユーザー命令
を含む、段階と、
前記第3のユーザー入力に応答して、投稿データセットを前記システムに送信する
段階であって、前記投稿データセットはデジタルコンテンツデータおよび配信データを含

30

む、段階とを含む、
システム。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
関連出願の相互参照
本出願は、2010年11月1日に出願した米国出願第61/408,732号および2010年11月1日に出
願した米国出願第61/408,811号の優先権を主張するものであり、それらの開示が参照によ
り本明細書に組み込まれている。
【０００２】
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本明細書は、一般に、コンピュータで実行されるソーシャルネットワーキングサービス
を使用してデジタルコンテンツを共有するためのシステムおよび方法に関する。
【背景技術】
【０００３】
インターネットなどの通信ネットワークへの有線接続およびワイヤレス接続が広く利用
できるようになったことにより、携帯電話および携帯情報端末などのコンピュータおよび
モバイルデバイスが次第に相互接続されるようになってきた。ARPANETの最も初期の頃で
も、ユーザーは、そのような相互接続性を利用し、初期形態の電子メールを通じて互いに
通信し合っていた。電子メールが利用しやすくなり、普及するにつれ、電子メール「リス
ト」が、受信者の予め定められているグループにメッセージをブロードキャストするため
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の人気ツールとなった。
【０００４】
1980年代、ユーザーがさまざまな定義済みのカテゴリを中心に展開する議論のスレッド
を読み、それに返信することが可能なインターネットベースの「ニュースグループ」が登
場した。ニュースグループは、一般に、ニュースグループにアクセスできる機器を所有す
る者であれば誰でも読むことができ、また更新することができるが、それは、ニュースグ
ループへのアクセスが、一般的に、ニュースグループ毎、またはユーザー毎に制限されて
いないからである。ワールドワイドウェブベースの議論グループ(すなわち、クラブとも
称される)も、ある1つの話題を中心としてつながる人々のグループのための手段となった
。ウェブサーバープログラミングを使用することによって、ディスカッショングループと
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ディスカッションスレッドの考え方が拡大され、これにより、ユーザーは、場合によって
は他のユーザーがディスカッションを管理する安全なディスカッションフォーラムを購読
できるようになった。
【０００５】
インターネットベースのコミュニケーションフォーラムの別の変更形態として、ウェブ
ベースの「ソーシャルネットワーク」アプリケーションがあり、そこでは、多数のユーザ
ー同士が、お互いのアカウントを見つけて、自発的に、互いの投稿メッセージの「友達」
または「フォロワー」となる。ユーザーは、一般に、自分の状況、気分、活動などに関す
る簡単なメッセージを投稿し、友達とフォロワーがそれらのメッセージを読み、返信した
ければそれらのメッセージに返信することができる。したがって、友達同士が互いの活動
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について常に把握していることができ、これは社会的結合を維持するためのツールとなっ
ている。
【０００６】
いくつかのソーシャルネットワークは、ソーシャルネットワークを出入りする情報を共
有するためのツールを提供する。例えば、いくつかのソーシャルネットワーキングウェブ
サイトでは、サードパーティのウェブページに組み込むことができるボタンを備える。ユ
ーザーがそのボタンを押すと、情報は、ソーシャルネットワーキングウェブサイトに送り
返され、ボタンを押したのが誰であり、そのボタンがどのページに配置されていたのかを
指示する。そのような例では、ユーザーのソーシャルネットワーキングピアは、サードパ
ーティのウェブページ上でユーザーの活動を通知されうる。
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【発明の概要】
【課題を解決するための手段】
【０００７】
概して、本開示で説明されている主題の革新的態様は、複数のウェブページのうちの1
つのウェブページ内に、第1のソーシャルネットワーキングサービスのコンテンツ共有イ
ンターフェースのグラフィカル表現を表示するアクションであって、コンテンツ共有イン
ターフェースはユーザー入力を受信することができるコンテンツ入力領域を含む、アクシ
ョンと、コンテンツ入力領域への第1のユーザー入力を受信するアクションと、第1のユー
ザー入力に応答して、ウェブページ内のコンテンツ共有インターフェースを、拡大された
コンテンツ入力領域および配信インターフェースを含むように拡大するアクションであっ
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て、拡大されたコンテンツ入力領域は配信されるデジタルコンテンツのグラフィカル表現
を表示する、アクションと、配信インターフェースへの第2のユーザー入力を受信するア
クションであって、第2のユーザー入力はデジタルコンテンツの配信先となる1つまたは複
数の連絡先を指示する、アクションと、第2のユーザー入力を受信したことに応答して、
配信インターフェース内に1つまたは複数のアイコンを表示するアクションであって、1つ
または複数のアイコンのうちのそれぞれのアイコンは1つまたは複数の連絡先のグラフィ
カル表現である、アクションと、コンテンツ共有インターフェースへの第3のユーザー入
力を受信するアクションであって、第3のユーザー入力はデジタルコンテンツを配信する
ためのユーザー命令を含む、アクションと、第3のユーザー入力に応答して、投稿データ
セットをサーバーコンピューティングシステムに送信するアクションであって、投稿デー
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タセットはデジタルコンテンツデータおよび配信データを含む、アクションとを含む方法
で具現化されうる。これらの態様の他の実装形態は、対応するシステム、装置、およびこ
れらの方法のアクションを実行するように構成され、コンピュータ記憶デバイスにおいて
符号化されたコンピュータプログラムを含む。
【０００８】
これらおよび他の実装形態はそれぞれ、以下の特徴のうちの1つまたは複数を適宜含み
うる。例えば、1つまたは複数のアイコンのうちの1つのアイコンは、ソーシャルネットワ
ーキングサービス内のユーザーのソーシャルサークルに対応し、ソーシャルサークルは1
つまたは複数の連絡先の部分集合を定め、1つまたは複数のアイコンのうちの1つのアイコ
ンは、ユーザーが参加する第2のソーシャルネットワーキングサービスに対応し、第2のソ
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ーシャルネットワーキングサービスは、マイクロブロギング(micro‑blogging)ソーシャル
ネットワーキングサービスを含み、第2のソーシャルネットワーキングサービスは、ブロ
ギングサービスを含み、1つまたは複数のアイコンのうちの1つのアイコンは、電子メール
経由でデジタルコンテンツを受信する少なくとも1つの連絡先に対応し、アクションは、
ウェブページ内にウェブページデジタルコンテンツを表示する段階をさらに含み、コンテ
ンツ共有インターフェースは、拡大されたコンテンツ入力領域内にウェブページデジタル
コンテンツのサマリーを表示し、サマリーは、デジタルコンテンツの発信元への要求に応
答して提供され、この要求は第1のユーザー入力に応答して生成され、アクションは、拡
大されたコンテンツ選択領域内に1つまたは複数のデジタルコンテンツ選択アイコンを表
示する段階をさらに含み、アクションは、第4のユーザー入力を受信する段階であって、
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第4のユーザー入力は1つまたは複数のデジタルコンテンツ選択アイコンのうちの1つのア
イコンの選択を指示する、段階と、第4のユーザー入力を受信したことに応答して、ユー
ザーが配信に追加のデジタルコンテンツを選択することができるデジタルコンテンツ選択
インターフェースを表示する段階とをさらに含み、1つまたは複数のデジタルコンテンツ
選択アイコンは、デジタル画像選択アイコン、デジタル動画選択アイコン、リンク選択ア
イコン、および地図選択アイコンを含み、1つまたは複数のデジタルコンテンツ選択アイ
コンが、第1のユーザー入力を受信する前にコンテンツ共有インターフェースに表示され
、ウェブページは、地図表示サービスウェブページを含み、デジタルコンテンツは、地図
を含み、投稿データセットは、地図の地図ビューに対応するスクロールデータおよびズー
ムデータを含む地図データをさらに含み、スクロールデータおよびズームデータは地図ビ
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ューを複製するために地図表示サービスウェブページによって使用可能であり、アクショ
ンは、投稿データセットを受信する段階と、配信データに基づきアクセス制御リスト(ACL
)を生成する段階であって、配信データは1つまたは複数の連絡先に対応する、段階と、AC
Lに基づきデジタルコンテンツを配信する段階とをさらに含み、第1のユーザー入力は、コ
ンテンツ入力領域内でのクリックを含み、ウェブページは、ソーシャルネットワーキング
サービスのウェブページを含み、複数のウェブページのそれぞれは、インターネットベー
スのソーシャルネットワーキングサービスのウェブページを含み、ウェブページは、ソー
シャルネットワーキングサービスのドメインの外部にあるウェブサイトのウェブページを
含み、コンテンツ共有インターフェースは、ウェブページのツールバー内に設けられる。
【０００９】
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本開示において説明される発明対象の革新的態様は、デジタルコンテンツの配信を指示
するユーザー入力を受信するアクションであって、配信はデジタルコンテンツの配信先と
なる1つまたは複数の連絡先を指示する、アクションと、1つまたは複数のポリシーに基づ
き配信を処理するアクションであって、1つまたは複数のポリシーのそれぞれは処理に基
づきデジタルコンテンツの配信に制限を課す、アクションと、配信が1つまたは複数のポ
リシーのうちの少なくとも1つのポリシーに違反していると判定するアクションと、この
判定に応答して、通知データを送信して配信が少なくとも1つのポリシーに違反している
ことを示す通知をユーザーに対して表示するアクションとを含む方法で具現化されうる。
これらの態様の他の実装形態は、対応するシステム、装置、およびこれらの方法のアクシ
ョンを実行するように構成され、コンピュータ記憶デバイスにおいて符号化されたコンピ
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ュータプログラムを含む。
【００１０】
これらおよび他の実装形態はそれぞれ、以下の特徴のうちの1つまたは複数を適宜含み
うる。例えば、アクションは、アイコンデータを送信してアイコンを配信のグラフィカル
表現としてユーザーに対して表示する段階であって、通知はアイコンの属性を含む、段階
をさらに含み、属性は、アイコンの色を含み、通知は、配信が1つまたは複数の非ドメイ
ン連絡先を含むことを示す指示を含み、1つまたは複数の非ドメイン連絡先のそれぞれは
、ソーシャルネットワーキングサービスのドメインの外部のユーザーの連絡先を含み、ユ
ーザー入力は、電子メールアドレスを含み、電子メールアドレスは、ソーシャルネットワ
ーキングサービスのドメインの外部のドメインに対応し、アクションは、通知に対応する
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ユーザー入力を受信する段階と、通知に対応するユーザー入力を受信したことに応答して
、ダイアログボックスデータを送信してダイアログボックスをユーザーに対して表示する
段階とをさらに含み、ダイアログボックスは、配信が1つまたは複数の非ドメイン連絡先
を含むことを示すテキストを含み、1つまたは複数の非ドメイン連絡先のそれぞれは、ソ
ーシャルネットワーキングサービスのドメインの外部のユーザーの連絡先を含み、通知に
対応するユーザー入力は、通知の上でのホバリングアクションを含み、アクションは、配
信に基づきデジタルコンテンツを配信するコマンドを指示するユーザー入力を受信する段
階と、配信するコマンドを指示するユーザー入力を受信したことに応答して、確認ダイア
ログデータを送信して確認ダイアログをユーザーに対して表示する段階とをさらに含み、
確認ダイアログは、デジタルコンテンツの配信の結果、ソーシャルネットワーキングサー
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ビスのドメインの外部の1つまたは複数のドメインにデジタルコンテンツが配信されるこ
とをユーザーに知らせ、アクションは、確認ダイアログに送られるユーザー入力を受信す
る段階であって、ユーザー入力は配信に基づきデジタルコンテンツを配信する第2のコマ
ンドを指示する、段階と、ユーザー入力を受信したことに応答して、配信に基づきデジタ
ルコンテンツを配信する段階とをさらに含み、ポリシーは、年齢ポリシーを含み、年齢ポ
リシーは、未成年と判定された配信の1つまたは複数の連絡先へのデジタルコンテンツの
配信を禁止することを含む。
【００１１】
本開示において説明される発明対象の革新的態様は、ウェブページ内に、第1のソーシ
ャルネットワーキングサービスのコンテンツ共有インターフェースのグラフィカル表現を
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提示するアクションであって、グラフィカル表現はユーザー入力に応答する少なくとも1
つのボタンアイコンを含む、アクションと、第1のユーザー入力をボタンアイコンに受信
するアクションと、第1のユーザー入力に応答して、ウェブページ内のコンテンツ共有イ
ンターフェースを、拡大したコンテンツ入力領域および配信インターフェースを含むよう
に拡大するアクションであって、拡大されたコンテンツ入力領域は配信されるデジタルコ
ンテンツのグラフィカル表現を表示する、アクションと、第2のユーザー入力を配信イン
ターフェースに受信するアクションであって、第2のユーザー入力はデジタルコンテンツ
の配信先となる1つまたは複数の連絡先を指示する、アクションと、第2のユーザー入力を
受信したことに応答して、配信インターフェース内に1つまたは複数のアイコンを表示す
るアクションであって、1つまたは複数のアイコンのうちのそれぞれのアイコンは1つまた
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は複数の連絡先のグラフィカル表現である、アクションと、第3のユーザー入力をコンテ
ンツ共有インターフェースに受信するアクションであって、第3のユーザー入力はデジタ
ルコンテンツを配信するためのユーザー命令を含む、アクションと、第3のユーザー入力
に応答して、投稿データセットをサーバーコンピューティングシステムに送信するアクシ
ョンであって、投稿データセットはデジタルコンテンツデータおよび配信データを含む、
アクションとを含む方法で具現化されうる。これらの態様の他の実装形態は、対応するシ
ステム、装置、およびこれらの方法のアクションを実行するように構成され、コンピュー
タ記憶デバイスにおいて符号化されたコンピュータプログラムを含む。
【００１２】
これらおよび他の実装形態はそれぞれ、以下の特徴のうちの1つまたは複数を適宜含み
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うる。例えば、1つまたは複数のアイコンのうちの1つのアイコンは、ソーシャルネットワ
ーキングサービス内のユーザーのソーシャルサークルに対応し、ソーシャルサークルは1
つまたは複数の連絡先の部分集合を定め、1つまたは複数のアイコンのうちの1つのアイコ
ンは、ユーザーが参加する第2のソーシャルネットワーキングサービスに対応し、第2のソ
ーシャルネットワーキングサービスは、マイクロブロギングソーシャルネットワーキング
サービスを含み、第2のソーシャルネットワーキングサービスは、ブロギングサービスを
含み、1つまたは複数のアイコンのうちの1つのアイコンは、電子メール経由でデジタルコ
ンテンツを受信する少なくとも1つの連絡先に対応し、アクションは、ウェブページ内に
ウェブページデジタルコンテンツを表示する段階をさらに含み、コンテンツ共有インター
フェースは、拡大されたコンテンツ入力領域内にウェブページデジタルコンテンツのサマ
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リーを表示し、アクションは、拡大されたコンテンツ選択領域内に1つまたは複数のデジ
タルコンテンツ選択アイコンを表示する段階をさらに含み、アクションは、第4のユーザ
ー入力を受信する段階であって、第4のユーザー入力は1つまたは複数のデジタルコンテン
ツ選択アイコンのうちの1つのアイコンの選択を指示する、段階と、第4のユーザー入力を
受信したことに応答して、ユーザーが配信に追加のデジタルコンテンツを選択することが
できるデジタルコンテンツ選択インターフェースを表示する段階とをさらに含み、1つま
たは複数のデジタルコンテンツ選択アイコンは、デジタル画像選択アイコン、デジタル動
画選択アイコン、リンク選択アイコン、および地図選択アイコンを含み、1つまたは複数
のデジタルコンテンツ選択アイコンが、第1のユーザー入力を受信する前にコンテンツ共
有インターフェースに表示され、アクションは、第4のユーザー入力を受信する段階であ
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って、第4のユーザー入力はボタンアイコンの上のホバリングアクションを指示する、段
階と、第4のユーザー入力に応答して、ダイアログボックスを表示する段階であって、ダ
イアログボックスはデジタルコンテンツを共有した連絡先に対応するデータを表示する、
段階とをさらに含み、第1のユーザー入力は、ボタンアイコンのユーザー選択を含み、ウ
ェブページは、検索結果ウェブページを含み、ボタンアイコンは、ウェブページ内に表示
される検索結果に関連付けられ、ウェブページは、地図表示サービスウェブページを含み
、デジタルコンテンツは、地図を含み、投稿データセットは、地図の地図ビューに対応す
るスクロールデータおよびズームデータを含む地図データをさらに含み、スクロールデー
タおよびズームデータは地図ビューを複製するために地図表示サービスウェブページによ
って使用可能であり、アクションは、投稿データセットを受信する段階と、配信データに
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基づきアクセス制御リスト(ACL)を生成する段階であって、配信データは1つまたは複数の
連絡先に対応する、段階と、ACLに基づきデジタルコンテンツを配信する段階とをさらに
含み、ウェブページは、ソーシャルネットワーキングサービスのウェブページを含み、複
数のウェブページのそれぞれは、ソーシャルネットワーキングサービスのウェブページを
含み、ウェブページは、ソーシャルネットワーキングサービスのドメインの外部にあるウ
ェブサイトのウェブページを含む。
【００１３】
本開示において説明される発明対象の革新的態様は、ソーシャルネットワーキングサー
ビスのコンテンツ共有インターフェースのグラフィカル表現をディスプレイ上に提示する
アクションと、第1のユーザー入力をコンテンツ共有インターフェースに受信するアクシ
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ョンと、第1のユーザー入力に応答して、コンテンツ共有インターフェースを、拡大した
コンテンツ入力領域および配信インターフェースを含むように拡大するアクションであっ
て、拡大されたコンテンツ入力領域は配信されるデジタルコンテンツのグラフィカル表現
を表示する、アクションと、第2のユーザー入力を配信インターフェースに受信するアク
ションであって、第2のユーザー入力はデジタルコンテンツの配信先となる1つまたは複数
の連絡先を指示する、アクションと、第2のユーザー入力を受信したことに応答して、配
信インターフェース内に1つまたは複数のアイコンを表示するアクションであって、1つま
たは複数のアイコンのうちのそれぞれのアイコンは1つまたは複数の連絡先のグラフィカ
ル表現である、アクションと、第3のユーザー入力をコンテンツ共有インターフェースに
受信するアクションであって、第3のユーザー入力はデジタルコンテンツを配信するため
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のユーザー命令を含む、アクションと、第3のユーザー入力に応答して、投稿データセッ
トをサーバーコンピューティングシステムに送信するアクションであって、投稿データセ
ットはデジタルコンテンツデータおよび配信データを含む、アクションとを含む方法で具
現化されうる。これらの態様の他の実装形態は、対応するシステム、装置、およびこれら
の方法のアクションを実行するように構成され、コンピュータ記憶デバイスにおいて符号
化されたコンピュータプログラムを含む。
【００１４】
これらおよび他の実装形態はそれぞれ、以下の特徴のうちの1つまたは複数を適宜含み
うる。例えば、1つまたは複数のアイコンのうちの1つのアイコンは、ソーシャルネットワ
ーキングサービス内のユーザーのソーシャルサークルに対応し、ソーシャルサークルは1
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つまたは複数の連絡先の部分集合を定め、1つまたは複数のアイコンのうちの1つのアイコ
ンは、ユーザーが参加する第2のソーシャルネットワーキングサービスに対応し、第2のソ
ーシャルネットワーキングサービスは、マイクロブロギングソーシャルネットワーキング
サービスを含み、第2のソーシャルネットワーキングサービスは、ブロギングサービスを
含み、1つまたは複数のアイコンのうちの1つのアイコンは、電子メール経由でデジタルコ
ンテンツを受信する少なくとも1つの連絡先に対応し、アクションは、ウェブページ内に
ウェブページデジタルコンテンツを表示する段階をさらに含み、コンテンツ共有インター
フェースは、拡大されたコンテンツ入力領域内にウェブページデジタルコンテンツのサマ
リーを表示し、アクションは、拡大されたコンテンツ選択領域内に1つまたは複数のデジ
タルコンテンツ選択アイコンを表示する段階をさらに含み、アクションは、第4のユーザ
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ー入力を受信する段階であって、第4のユーザー入力は1つまたは複数のデジタルコンテン
ツ選択アイコンのうちの1つのアイコンの選択を指示する、段階と、第4のユーザー入力を
受信したことに応答して、ユーザーが配信に追加のデジタルコンテンツを選択することが
できるデジタルコンテンツ選択インターフェースを表示する段階とをさらに含み、1つま
たは複数のデジタルコンテンツ選択アイコンは、デジタル画像選択アイコン、デジタル動
画選択アイコン、リンク選択アイコン、および地図選択アイコンを含み、1つまたは複数
のデジタルコンテンツ選択アイコンは、第1のユーザー入力を受信する前にコンテンツ共
有インターフェースに表示され、コンテンツ共有インターフェースのグラフィカル表現は
、クライアントコンピューティングデバイスのデスクトップディスプレイ上に表示され、
コンテンツ共有インターフェースのグラフィカル表現は、クライアントコンピューティン
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グデバイス上で実行されるウェブブラウザアプリケーション内にツールバーとして表示さ
れる。
【００１５】
本明細書で説明されている発明対象の1つまたは複数の実装形態の詳細は、付属の図面
および以下の説明で述べられる。発明対象の他の潜在力のある特徴、態様、および利点は
、説明、図面、および請求項から明らかになるであろう。
【図面の簡単な説明】
【００１６】
【図１】本開示の実装形態を実行することができる例示的なシステムを示す図である。
【図２Ａ】本開示の実装形態による例示的なコンテンツ共有インターフェースを示す図で
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ある。
【図２Ｂ】本開示の実装形態による例示的なコンテンツ共有インターフェースを示す図で
ある。
【図２Ｃ】本開示の実装形態による例示的なコンテンツ共有インターフェースを示す図で
ある。
【図２Ｄ】本開示の実装形態による例示的なコンテンツ共有インターフェースを示す図で
ある。
【図３Ａ】本開示の実装形態による別の例示的なコンテンツ共有インターフェースを示す
図である。
【図３Ｂ】本開示の実装形態による別の例示的なコンテンツ共有インターフェースを示す
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図である。
【図４Ａ】本開示の実装形態による別の例示的なコンテンツ共有インターフェースを示す
図である。
【図４Ｂ】本開示の実装形態による別の例示的なコンテンツ共有インターフェースを示す
図である。
【図４Ｃ】本開示の実装形態による別の例示的なコンテンツ共有インターフェースを示す
図である。
【図４Ｄ】本開示の実装形態による別の例示的なコンテンツ共有インターフェースを示す
図である。
【図５Ａ】図4A〜4Dの例示的なコンテンツ共有インターフェースの一実装形態を示す図で
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ある。
【図５Ｂ】図4A〜4Dの例示的なコンテンツ共有インターフェースの一実装形態を示す図で
ある。
【図６Ａ】例示的なコンテンツ共有インターフェースを含むソーシャルネットワーキング
サービスのユーザー向けの例示的なstreamページのスクリーンショットである。
【図６Ｂ】例示的なコンテンツ共有インターフェースを含むソーシャルネットワーキング
サービスのユーザー向けの例示的なstreamページのスクリーンショットである。
【図７】例示的なコンテンツ共有インターフェースを含む例示的なウェブページのスクリ
ーンショットである。
【図８】例示的なコンテンツ共有インターフェースを含む例示的な地図ページのスクリー
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ンショットである。
【図９】コンテンツを共有するための例示的なプロセスを示す流れ図である。
【図１０Ａ】ドメインポリシーを強制する際のアクセス制御リスト(ACL)サービスの例示
的な出力を示す図である。
【図１０Ｂ】ドメインポリシーを強制する際のアクセス制御リスト(ACL)サービスの例示
的な出力を示す図である。
【図１１】ドメインポリシーを強制する際のアクセス制御リスト(ACL)サービスの例示的
な出力を示す図である。
【図１２】ポリシーを強制するための例示的なプロセスを示す流れ図である。
【発明を実施するための形態】

30

【００１７】
類似の参照番号は、全体を通して対応する部分を表す。
【００１８】
一般に、本開示の実装形態は、デジタルコンテンツの配信を定めるために使用すること
ができるコンテンツ共有インターフェースを対象とする。本明細書で使用されているよう
に、共有ユーザーは、ネットワーク(例えば、インターネット)上の他のユーザーとデジタ
ルコンテンツを共有するコンピューティングデバイスのユーザーを含むものとしてよい。
本明細書で使用されているように、受信ユーザーは、共有ユーザーによって共有されるデ
ジタルコンテンツを受信するユーザーを含むことができる。受信ユーザーは、1つまたは
複数の文脈において共有ユーザーに関連付けることができる。いくつかの実装形態では、
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受信ユーザーと共有ユーザーは、ソーシャルネットワーキングサービス内で互いの連絡先
とすることができる。いくつかの実装形態では、受信ユーザーは、電子メールサービス内
の共有ユーザーの連絡先であるユーザーとすることができる。
【００１９】
本明細書でさらに詳しく説明されているような、コンテンツ共有インターフェースは、
さまざまな形態のデジタルコンテンツ(例えば、ユニフォームリソースインジケータ(URI)
、ハイパーリンク、地図、画像、動画、ファイル、ソーシャルネットワークの投稿、オン
ライン記事、ブログ)に関連して備えられる。ユーザーは、コンテンツ共有インターフェ
ースをインタラクティブに操作して、インターフェースに関連付けられているコンテンツ
、またはそのコンテンツに関するコメントをソーシャルネットワーキングサービス内の連
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絡先、および/またはソーシャルネットワーキングサービスの外部の連絡先に対して投稿
することを望んでいることを指示することができる。
【００２０】
図1は、例示的なネットワークアーキテクチャ100の図である。ネットワークアーキテク
チャ100は、ネットワーク114によってサーバーシステム112に通信可能に接続された多数
のクライアントデバイス102〜110を備える。サーバーシステム112は、1つまたは複数の処
理デバイス116および1つまたは複数のデータストア118を備える。処理デバイス116は、(
例えば、ソーシャルネットワークサーバーの)機能を実行するためにデータストア118に格
納されるコンピュータ命令(例えば、ソーシャルネットワークのコンピュータプログラム
コード)を実行する。
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【００２１】
クライアントデバイス102〜110の多数のユーザー120a〜120eは、それぞれ、ソーシャル
ネットワーキングサービスに参加するためにサーバーシステム112にアクセスする。例え
ば、クライアントデバイス102〜110は、ソーシャルネットワーキングサービスにアクセス
するために使用できるウェブブラウザアプリケーションを実行することができる。別の例
では、クライアントデバイス102〜110は、ソーシャルネットワークに特有のソフトウェア
アプリケーション(例えば、スマートフォン上で実行されるソーシャルネットワーキング
「アプリ」)を実行することができる。
【００２２】
ユーザー120a〜120eは、テキストコメント(例えば、更新、お知らせ、返信)、デジタル
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画像、動画、検索結果、他のデジタルコンテンツへのリンク(例えば、デジタル動画およ
び/またはデジタル画像にリンクするユニフォームリソースロケータ(URL))、および/また
は他の適切なデジタルコンテンツなどの情報を投稿することによってサーバーシステム11
2が提供するソーシャルネットワーキングサービスに参加することができる。いくつかの
実装形態において、ユーザーに代わって、ソーシャルネットワークまたはサーバーシステ
ム112の外部のシステムおよび/またはサービスが情報を投稿することもできる。例えば、
ユーザー120aは、動画のレビューを動画レビューサイトに投稿することができ、適切な許
可があれば、サイト側がユーザー120aに代わってそのレビューをソーシャルネットワーク
にクロスポストすることができる。別の例では、適切な許可を有する、モバイルデバイス
上で実行されているソフトウェアアプリケーションが、全世界測位システム(GPS)機能を
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使用してユーザーの位置を特定し、ソーシャルネットワークをユーザーの位置で(例えば
、「At Home (自宅で)」、「At Work (職場で)」、「In Brownsdale, MN (MN州のBrownsd
aleで)」)自動的に更新することができる。
【００２３】
クライアントデバイス102〜110をインタラクティブに操作するユーザー120a〜120eは、
サーバーシステム112が提供するソーシャルネットワークを使用して、他のユーザーに対
する関係を整理し、分類するようにソーシャルサークルを定めることもできる。このよう
な関係は、ソーシャルサークルを使用して定めることができる。いくつかの実装形態では
、ソーシャルネットワーキングサービスによって、ユーザーは、連絡先を1つまたは複数
のソーシャルサークルにグループ化することができ、これはユーザーと他のユーザーとの
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関係の分類に基づくものとしてよい、この関係は、暗示的または明示的とすることができ
る。例えば、ソーシャルネットワーキングサービスの文脈内で、ユーザーは、連絡先を1
つまたは複数のソーシャルサークルに割り当てて、ソーシャルネットワーキング投稿およ
び/または他のデジタルコンテンツの配信および表示非表示設定をうまく制御することが
できる。いくつかの実装形態では、ソーシャルサークルは、コンピュータで実行されるソ
ーシャルネットワーキングサービスのユーザーに関連付けられている連絡先のコレクショ
ンを定めるデータセットとして構成される。一般に、ソーシャルサークルは、社会的に相
互結合されている人々の特定のコレクションの中心である個人の観点から、または社会的
に相互結合されている人々のコレクションの総体的観点から記述されうる。ソーシャルサ
ークルは、狭義の境界を有することができ、ソーシャルサークルのメンバー全員が互いを
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熟知し合っており、ソーシャルサークルに加入するには、メンバーとして許可が必要にな
ることがある。例えば、ソーシャルネットワーキングサービスのユーザーは、ソーシャル
サークルを定め、ソーシャルサークルは、連絡先のコレクションを定めるデータセットと
して、ユーザーの現実の生活におけるソーシャルサークルを反映するものとしてよい。
【００２４】
ソーシャルネットワーキングサービスのユーザーは、ソーシャルネットワーキングピア
と情報を共有することを望む場合がある。しかし、ユーザーは、自分のソーシャルネット
ワーキングピア同士の間のそのような情報の配信を制御することを望む場合もある。例え
ば、情報を投稿するときにそのプライバシーに関して懸念するユーザーもいる。そのよう
なユーザーは、個人的活動に関する投稿が専門ソーシャルサークルから制限された状態を
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保つことを望むことがある。例えば、ユーザーは、自分のソフトボールチームの写真を「
friends (友達)」および「softball team (ソフトボールチーム)」ソーシャルサークルに
投稿するが、「co‑workers (同僚)」ソーシャルサークルには投稿しえない。他のユーザ
ーは、自分の連絡先の実質的に選択された部分集合のみに届くように投稿する情報をター
ゲットにすることを望むことがある。例えば、ユーザーは、実質的に「family (家族)」
ソーシャルサークルにのみ家族のお知らせを投稿することを望むか、または実質的に「po
litics (政治)」ソーシャルサークルにのみ政治的コメントを投稿することを望んでいる
場合がある。
【００２５】
いくつかの実装形態では、クライアントデバイス102〜110は、ラップトップもしくはデ

20

スクトップコンピュータ、スマートフォン、携帯情報端末、ポータブルメディアプレーヤ
ー、タブレットコンピュータ、または電子ソーシャルネットワークと通信するために使用
されうる他の適切なコンピューティングデバイスなどのコンピューティングデバイスとす
ることができる。いくつかの実装形態では、サーバーシステム112は、コンピュータサー
バーなどの単一のコンピューティングデバイスを備えることができる。いくつかの実装形
態では、サーバーシステム112は、サーバーコンピュータのアクション(例えば、クラウド
コンピューティング)を実行するために連携動作する複数のコンピューティングデバイス
を示すものとしてよい。いくつかの実装形態では、ネットワーク114は、公衆通信網(例え
ば、インターネット、セルラーデータネットワーク、電話網を介するダイヤルアップモデ
ム)または専用通信網(例えば、プライベートLAN、専用回線)とすることができる。
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【００２６】
図2A〜2Dは、本開示の実装形態による例示的なコンテンツ共有インターフェース200を
示している。本明細書でさらに詳しく説明されるように、コンテンツ共有インターフェー
ス200は、ソーシャルネットワーキングサービス内の(例えば、コンテンツ共有インターフ
ェース200はソーシャルネットワーキングサービスのウェブサイトのウェブページ内に表
示される)、および/またはソーシャルネットワーキングサービスの外部の(例えば、コン
テンツ共有インターフェース200は、ソーシャルネットワーキングサービスに直接関連付
けられていないウェブサイトのウェブページ内に表示される)ソーシャルネットワーキン
グサービスのユーザーに提示されうる。
【００２７】
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コンテンツ共有インターフェース200によって、ユーザーは、デジタルコンテンツを定
義済みの一組の受信者に配信するためにデジタルコンテンツを投稿することができる。い
くつかの実施形態では、投稿は、ユーザーによって生成され、基礎となるとなる投稿デー
タセットを含むことができる。投稿データセットは、デジタルコンテンツおよび識別され
た受信者に関連付けられたデータを含むことができる。いくつかの実装形態では、投稿デ
ータセットは、デジタルコンテンツ、タイムスタンプデータ(例えば、投稿が生成された
時刻を示すタイムスタンプ)、配信データ(例えば、連絡先、1つまたは複数のソーシャル
サークルなど)、ならびに識別(ID)データ(例えば、投稿の生成後に投稿データセットに割
り当てられるID)を含むことができる。いくつかの実施形態では、配信データは、デジタ
ルコンテンツの配信を指定するアクセス制御リスト(ACL)を提供するように処理される(ソ
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ーシャルネットワーキングサービス内の、またはソーシャルネットワーキングサービスを
有しない連絡先にデジタルコンテンツへのアクセスを許可する)。
【００２８】
いくつかの実施形態では、配信ハブは、バックエンドサービスとして提供されうる(例
えば、図1のサーバーシステム112によって提供される)。いくつかの実装形態では、ACLサ
ービスは、配信ハブを提供し、配信されるデジタルコンテンツの表示非表示設定を強制す
るために実行されうる。いくつかの例において、ACLサービスは、1つまたは複数のサーバ
ーシステムによって実行されうる1つまたは複数のコンピュータプログラムアプリケーシ
ョンとして提供されうる。ACLサービスは、ACLを生成することができ、ACLに基づき投稿
データセットの配信先となるエンドポイントを決定することができる。いくつかの実装形
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態では、デジタルコンテンツにアクセスするか、または他の何らかの方法でデジタルコン
テンツを受信することを許可された連絡先は、ACLに基づき決定される。投稿データセッ
トのIDは、ACLサービスでユーザー/ビューインデックス毎に書き込まれうる。特定のユー
ザーに配信する投稿をフェッチしたときに、ユーザー/ビューインデックスがアクセスさ
れ、ユーザーが表示を許可されているさまざまな投稿のIDが決定される。投稿データセッ
トは、データストア(例えば、図1のデータストア118)から取り出され、その特定のユーザ
ーに関連付けられているクライアントコンピューティングデバイス上に表示するために送
信される。
【００２９】
本開示の実装形態では、デジタルコンテンツの配信は、1つまたは複数のソーシャルサ
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ークルに基づいて定めることができる。本明細書で使用されているように、配信は、ソー
シャルネットワーキングサービスを使用してデジタルコンテンツを配信する配信先となる
1つまたは複数の連絡先のリストを含むことができる。いくつかの例において、配信は、1
つの下位配信を含む(例えば、デジタルコンテンツの配信に対して1つのソーシャルサーク
ルが識別される)。いくつかの例において、配信は、複数の下位配信を含む。いくつかの
実装形態では、下位配信は、特定のソーシャルサークルのメンバーでない、および/また
は基盤となっているソーシャルネットワーキングサービスのユーザーでない連絡先を含む
ことができる。
【００３０】
コンテンツ共有インターフェース200は、コンテンツ領域204内で提供するデジタルコン
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テンツに関連付けられている配信インターフェース202を含む。さまざまな実施形態にお
いて、デジタルコンテンツは、ユニフォームリソースインジケータ(URI)、ウェブページ
、ウェブページのサブセクション、メディア再生インターフェース、ハイパーリンク、ソ
ーシャルネットワーク投稿(例えば、テキスト)、オンライン地図、オンライン地図上の位
置、デジタル画像、デジタル動画、検索結果、および/または電子ユーザーインターフェ
ース(UI)において表現することができる他の適切な項目または情報とすることができる。
【００３１】
配信インターフェース202は、連絡先入力領域206を備える。以下でさらに詳しく説明さ
れるように、ユーザーは、連絡先入力領域206に入力する識別子をタイプするか、または
他の何らかの方法で選択することができる。これらの識別子は、デジタルコンテンツの配
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信(例えば、ソーシャルネットワークサービスを通じて)を定めるために他のユーザー、ユ
ーザーのカテゴリ、および/またはソーシャルサークルを識別する。いくつかの実装形態
では、これらの識別子は、連絡先識別子、ソーシャルサークル識別子、電子メールアドレ
ス、またはコンテンツの共有相手となる1人または複数の人を識別するために使用されう
る他の適切な識別子を含むことができる。連絡先入力領域206内に与えられる識別子は、
コンテンツ領域204内に与えられるデジタルコンテンツの配信を定めるACLを生成するため
に使用される。
【００３２】
次に、図2Bを参照すると、例示的な識別子アイコン208が配信インターフェース202内に
用意されていることがわかる。識別子アイコン208は、デジタルコンテンツの共有相手と
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なる1人または複数のユーザーの視覚的表現である。図2Bの例では、ユーザーは、コンテ
ンツ領域204内のデジタルコンテンツが「friends」ソーシャルサークルのメンバーと共有
されることを暫定的に指示している。投稿がコミットされるまで、以下でさらに詳しく説
明されているように、識別子アイコンは、デジタルコンテンツの仮配信を提供する。例え
ば、図2Bの例を続けると、ユーザーは、削除コントロール210をアクティブ化して(例えば
、クリックして)、連絡先入力領域206から識別子アイコン208を削除することができる。
【００３３】
次に図2Cおよび2Dを参照すると、メニュー213が、ユーザー入力に応答して提示されう
る。いくつかの実装形態では、ユーザーは、連絡先入力領域206を選択する(例えば、クリ
ックする)ことができ、メニュー213は、この選択に応答して表示される。いくつかの実装
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形態では、ユーザーは、連絡先入力領域206にテキストを入力することができ、メニュー2
13は、この入力に応答して表示される。いくつかの実装形態では、ユーザーは、追加コン
トロール214およびメニュー213を選択する(例えば、クリックする)ことができ、メニュー
213は、この選択に応答して表示される。図2Cに示されている例において、メニュー213は
、複数の領域を備える。メニュー領域220には、ユーザーが選択することができるソーシ
ャルサークル222のコレクションが表示される。ソーシャルサークルは、ソーシャルネッ
トワーキングサービスを使用してユーザーが定めたソーシャルサークルを含むことができ
る。いくつかの実装形態では、ソーシャルサークル222のコレクションは、ユーザーの最
も一般的にターゲットとするソーシャルサークルの部分集合および/またはユーザーの最
も人数の多いソーシャルサークルの部分集合を含むことができる。ユーザーコントロール
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224は、ユーザーによって管理される追加のソーシャルサークルを表示するために選択す
ることができる。リストに載っているソーシャルサークルから1つのソーシャルサークル
を選択する(例えば、クリックする)ことによって、対応する識別子アイコン208を連絡先
入力領域206内に表示することができる。
【００３４】
メニュー領域230は、ユーザーがコンテンツの配信先として選択することができるコレ
クション非サークル特有の連絡先グループを提示する。例えば、「My circles (私のサー
クル)」を選択することによって、ユーザーは、ユーザーのソーシャルサークルのどれか
に入っている誰かとデジタルコンテンツを共有することを選択することができる。「Exte
nded Circles (拡大サークル)」を選択することによって、ユーザーは、ユーザーの拡張
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ネットワーク内の誰かとデジタルコンテンツを共有することを選択することができる(例
えば、友達の友達、パブリックソーシャルサークルをユーザーと共有する他のユーザー)
。「Anyone (すべての人)」を選択することによって、ユーザーは、インターネット上の
誰か(例えば、一般市民)とデジタルコンテンツを共有することを選択することができる。
メニュー領域230から選択(例えば、クリック)を行うことによって、対応する識別子アイ
コン208を連絡先入力領域206内に表示することができる。いくつかの例において、メニュ
ー領域230は、ユーザーがデジタルコンテンツの共有先とすることができる、1つまたは複
数のドメインを含むことができる。図示されている例では、ドメイン「Domain」が提供さ
れている。例示的なドメインは、インターネットベースのサービスプロバイダ(例えば、G
oogle Inc.)のドメインを含むものとしてよい。1つまたは複数のドメインが、配信インタ
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ーフェースにおいて識別され、デジタルコンテンツは、指定されたドメインと相互にやり
取りするすべてのユーザーと共有されうる。
【００３５】
メニュー領域240は、ユーザーの最近使用した配信リストのコレクションを提示する。
いくつかの実装形態では、メニュー領域240は、表示されなくてもよい。例えば、新規ユ
ーザーは、以前にコンテンツ共有インターフェース200を決して使用していることはあり
えず、したがって、選択するすでに使用されている配信リストを有しえない。ユーザーが
コンテンツ共有インターフェース200を使用すると、メニュー領域240に表示される項目の
数は、最近使用された配信リストの所定の数まで増大しうる。
【００３６】
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図2Dを特に参照すると、メニュー213で利用可能な選択は、連絡先入力領域206内に入力
されたテキストに基づき適合されうることがわかる。図示されている例では、ユーザーは
、フリー形式テキスト250を連絡先入力領域206内に文字「f」(フリー形式テキスト250と
して)の形態で入力することを開始している。この入力に応答して、メニュー領域260は、
「family」ソーシャルサークル262、および「Francisco Franco」連絡先264などの、文字
「f」のユーザーの入力に対応しうる複数のターゲットを提案するように適合される。い
くつかの実装形態では、別のソーシャルネットワークサービスのユーザーをターゲットと
することもできる。例えば、「Friendworks (Rob McDavies)」連絡先266は、別のソーシ
ャルネットワーキングサービスのユーザーをターゲットとするために提示されうる。
【００３７】
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いくつかの実装形態では、ユーザーは、デジタルコンテンツが電子メール経由で連絡先
に配信されることを指示することができる。いくつかの例において、ソーシャルネットワ
ーキングサービスを通じてデジタルコンテンツを共有する代わりに、またはそれに加えて
、電子メール経由でデジタルコンテンツを共有することもできる。いくつかの実装形態で
は、ユーザーは、配信インターフェース(例えば、配信インターフェース202)に用意され
る識別子アイコン(例えば、識別子アイコン208)をインタラクティブに操作して、関連付
けられているデジタルコンテンツを電子メール経由で共有することを命令するユーザー入
力を与えることができる。いくつかの例において、ユーザーのインタラクティブな操作は
、識別子アイコンの上でホバリングするアクションを含むことができ(例えば、ポインタ
を使用して)、このホバリングアクションに応答して、特定の識別子アイコンに関連付け
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られているメニューを表示することができる。メニューは、特定のアイコン識別子に関連
付けられているか、または他の何らかの方法で表される連絡先が電子メール経由でデジタ
ルコンテンツを受信することを指示するメニューオプションを備えることができる。
【００３８】
ユーザーが配信を定めることを済ませ、その配信に満足した後、ユーザーは、投稿をコ
ミットすることができる。いくつかの実装形態では、共有ボタン212が備えられる。ユー
ザーは、共有ボタン212をアクティブ化して(例えば、クリックして)、投稿をコミットす
ることができる。投稿をコミットすると、上で説明されているように、投稿データセット
を生成し、デジタルコンテンツを識別されたユーザーに配信する動作を実行することがで
きる。
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【００３９】
図3Aおよび3Bは、本開示の実装形態による別の例示的なコンテンツ共有インターフェー
ス300を示している。図3Aを参照すると、コンテンツ共有インターフェース300は、コンテ
ンツ入力領域305を備えることがわかる。いくつかの実装形態では、コンテンツ入力領域3
05は、図2A〜2Dのコンテンツ領域204とすることができる。いくつかの実装形態では、ユ
ーザーは、コンテンツ入力領域305を選択して、配信対象のデジタルコンテンツを入力お
よび/または選択することができる。例えば、ポインタ310を使用して、コンテンツ入力領
域305をインタラクティブに操作し(例えば、クリックし)、コンテンツ共有インターフェ
ース300のインタラクティブな操作を開始することができる。例えば、ユーザーは、コン
テンツ入力領域305をクリックして、コンテンツ入力領域305のインタラクティブな操作の
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一部としてテキスト入力を開始することができる。
【００４０】
いくつかの実装形態では、ユーザーは、アイコン315、320、325、330を選択して、配信
すべきデジタルコンテンツの入力および/または選択を開始することができる。図示され
ている実装形態では、例えば、ユーザーは、アイコン315を選択して、配信すべきデジタ
ル画像(例えば、コンピュータ可読メモリ内に格納されている)を選択するプロセスを開始
することができる。例えば、ユーザーがアイコン315をクリックすると、このクリックに
応答して、ユーザーがデジタル画像ファイルをアップロードする、すでにアップロードさ
れているデジタル画像ファイルを選択する、および/またはインターネット上の別の場所
で見つけたデジタル画像に対応するURLを提供することが可能になりうるユーザーインタ
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ーフェースが提示されうる。いくつかの実装形態では、デジタル画像ファイルが識別され
た後、デジタル画像のサムネイルおよび/または画像に関する情報(例えば、アドレス、フ
ァイル名、キャプション、タイトル、サイズ、撮影日)が、コンテンツ入力領域305内に表
示されうる。
【００４１】
図示されている実装形態では、例えば、ユーザーは、アイコン320を選択して、配信す
べきデジタル動画(例えば、コンピュータ可読メモリ内に格納されている)を選択すること
ができる。例えば、ユーザーがアイコン320をクリックすると、このクリックに応答して
、ユーザーがデジタル動画ファイルをアップロードする、すでにアップロードされている
デジタル動画ファイルを選択する、および/またはインターネット上の別の場所で見つけ
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たデジタル動画ファイルに対応するURLを提供することが可能になりうるユーザーインタ
ーフェースが提示されうる。いくつかの実装形態では、デジタル動画ファイルが識別され
た後、デジタル動画のサムネイルフレームキャプチャおよび/またはデジタル動画に関す
る情報(例えば、アドレス、ファイル名、説明、タイトル、サイズ、撮影日)が、コンテン
ツ入力領域305内に表示されうる。いくつかの実装形態では、共有コンテンツは、URL以外
の情報、または他の識別子を伴いうる。例えば、ユーザーは、アイコン320をクリックし
て、識別された動画を共有コンテンツとして共有することができる。共有コンテンツは、
動画コンテンツの識別子だけでなく、再生開始点および持続時間も格納することができる
。このような例では、ユーザーは、識別された動画のサブセクションをユーザーがターゲ
ットとする連絡先と共有することができる。

20

【００４２】
図示されている実装形態では、例えば、ユーザーは、アイコン325を選択して、配信対
象のハイパーリンク(例えば、URL)を与えることができる。例えば、ユーザーがアイコン3
25をクリックすると、それに応答して、ユーザーが共有するつもりでいるウェブページの
ユニフォームリソースロケータ(URL)をユーザーがタイプまたは貼り付けることができる
ユーザーインターフェースが提示されうる。いくつかの実装形態では、URLが識別された
後、識別されたページのサムネイルプレビューおよび/またはページに関する情報(例えば
、URL、ウェブサイト、ページタイトル、識別されたページから選択された写真のサムネ
イル)が、コンテンツ入力領域305内に表示されうる。
【００４３】
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図示されている実装形態では、例えば、ユーザーは、アイコン330を選択して、配信対
象の地図位置を選択することができる。例えば、ユーザーがアイコン330をクリックする
と、それに応答して、ユーザーが場所(例えば、企業、ランドマーク、施設、市)および/
またはユーザーが共有することを意図している地理的位置(例えば、住所、緯度、経度)を
識別することができるユーザーインターフェースが提示されうる。いくつかの実装形態で
は、位置が識別された後、識別された位置のサムネイル地図および/または位置に関する
情報(例えば、URL、住所、場所の名前、識別された場所の写真のサムネイル)が、コンテ
ンツ入力領域305内に表示されうる。
【００４４】
いくつかの実装形態では、アイコン330がアクティブ化されると、提案された場所のコ
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レクションをユーザーに提供するためのユーザーインターフェースが提示されうる。例え
ば、アイコン330をアクティブ化することによって、ユーザーの現在位置を決定すること
ができ、位置情報を使用して検索することができ、ユーザーが共有を望んでいる付近の場
所のリストを識別するプロセスを開始することができる。いくつかの実装形態では、アイ
コン330をアクティブ化することによって、ユーザーによって提供されるコンテンツアイ
テムまたはコンテンツを分析してそのコンテンツに関連付けられうる1つまたは複数の場
所を識別することができるプロセスを開始することができる。例えば、ユーザーは、「Ho
neymoon at Mt. Rushmore (新婚旅行ラシュモア山にて))」を含むテキストを入力し、次
いでアイコン330をクリックすることができる。それに応答して、入力されたテキストを
分析し、配信すべきデジタルコンテンツの一部として含まれうる提案された位置として「
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Mt. Rushmore National Monument (ラシュモア山国定記念物)」および/または「Rushmore
Honeymoon Cabins (ラシュモア新婚旅行宿泊ロッジ)」を提案するプロセスを開始するこ
とができる。
【００４５】
図3Bを特に参照すると、コンテンツ共有インターフェース300は、配信インターフェー
ス340および共有ボタン342が収まるように拡大しうる。いくつかの実装形態では、配信イ
ンターフェース340および共有ボタンは、アイコン315〜330のうちの1つまたは複数による
アクティビティを含むコンテンツ入力領域305とのユーザーアクティビティ(例えば、クリ
ック)に応答して表示されうる。いくつかの実装形態では、コンテンツ入力領域305も、デ
ジタルコンテンツを入力するための余地を作るように拡大する。配信インターフェース34
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0および共有ボタン342、並びにその機能は、上で詳しく説明されているように、図2A〜2D
の配信インターフェース202および共有ボタン212に対応する。
【００４６】
いくつかの実装形態では、複数のデジタルコンテンツを配信するためのコンテンツ入力
領域305に入力することができる。例えば、ユーザーは、アイコン315をクリックしてデジ
タル画像を追加し、アイコン330をクリックして位置(例えば、撮像した場所)を追加し、
テキスト記述をコンテンツ入力領域305にタイプすることができる。投稿をコミットした
ことに応答して(例えば、共有ボタンをクリックすることによって)、上で説明されている
ように、投稿データセットを生成し、デジタルコンテンツを識別されたユーザーに配信す
る動作を実行することができる。この例では、投稿データセットのデジタルコンテンツは
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、デジタル画像、位置、およびテキストを含む。
【００４７】
図4A〜4Dは、本開示の実装形態による別の例示的なコンテンツ共有インターフェース40
0を示している。図4Aを参照すると、コンテンツ共有インターフェース400は、コンテンツ
アイテム405および共有ボタン410を含むことがわかる。いくつかの実装形態では、コンテ
ンツアイテム405は、ディスプレイに表示されるデジタルコンテンツとすることができる
。例示的なコンテンツアイテムは、1つまたは複数の検索結果、公開記事、ブログ、ソー
シャルネットワーキングサービスへの投稿、デジタル画像、デジタル動画、オーディオフ
ァイル、および/または他の適切なデジタルコンテンツを含むことができる。説明のため
に、例示的なコンテンツアイテム405は、ウェブサイトのウェブページに公開される記事
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を含むことができる。この例では、共有ボタン410は、コンテンツアイテム405に隣接して
、または他の何らかの形で付近において、ウェブページ内に表示されうる。このようにし
て、共有ボタン410は、コンテンツアイテム405に少なくとも視覚的に関連付けられている
。いくつかの実装形態では、HTML、JavaScript(登録商標)、および/または適切なプログ
ラミングコードを使用して、ウェブページ内に共有ボタン410を生成し表示することがで
き、および/またはコンテンツアイテム405を共有ボタン410に関連付けられているものと
して識別するメタデータを与えることができる。
【００４８】
次に図4Bを参照すると、ポインタ415が用意され、これによりユーザーがディスプレイ
上に表示されるさまざまなコンポーネントを選択することができる。図4Bの例において、

40

ポインタ415は、共有ボタン410の上でホバリングしているものとして例示されている(例
えば、ポインタ415の移動が、所定の時間の間、共有ボタンの上で一時停止する)。このユ
ーザーアクションに応答して、表示領域420が提示されうる。表示領域420は、コンテンツ
アイテム405に関連付けられている共有ステータスに関する情報を表示する。図示されて
いる例では、表示領域420は、コンテンツアイテム405が、ユーザー422aおよびユーザー42
2bによってすでに共有されていることを示す。いくつかの実装形態では、表示領域420内
で識別されたユーザー422a、422bは、ソーシャルネットワーキングサービス内のユーザー
の連絡先に対応し、電子メールサービス内のユーザーの連絡先とすることができ、および
/またはユーザーとの何らかの接続を有するユーザーとすることができる(例えば、ソーシ
ャルネットワーキングサービス内の友達の友達)。
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【００４９】
次に図4Cを参照すると、ユーザーは、共有ボタン410を選択して(例えば、クリックして
)、他のユーザーとコンテンツアイテム405を共有することができる。共有ボタン410のユ
ーザー選択に応答して、表示領域420が拡大し、コンテンツ領域426、配信インターフェー
ス428、および共有ボタン430を表示する。コンテンツ領域426、配信インターフェース428
、および共有ボタン430、およびその機能は、上で詳しく説明されているように、図2A〜2
Dのコンテンツ領域204、配信インターフェース202、および共有ボタン212に対応する。コ
ンテンツ領域426は、コンテンツ入力領域432およびコンテンツサマリー領域434を含むこ
とができる。
【００５０】

10

本明細書でさらに詳しく説明されているように、コンテンツ入力領域432を使用して、
デジタルコンテンツを入力することができ、コンテンツサマリー領域434に、共有すべき
コンテンツアイテム405のサマリーを表示することができる。図示されている例では、コ
ンテンツアイテム405は、公開記事を含む(例えば、「The 10 Best Books of 2010 (2010
年ベスト本10傑)」)。コンテンツサマリー領域434には、コンテンツアイテム405のサマリ
ー436が事前に書き込まれている。図示されている例では、サマリー436は、サムネイル画
像435、記事のタイトル(例えば、「The 10 Best Books of 2010」)、および記事の短い説
明440を含む。コンテンツ入力領域426は、コンテンツアイテム405に関するテキストコメ
ントを追加するためにユーザーがインタラクティブに操作することができるインターフェ
ースを備える。例えば、ユーザーは、「The 10 Best Books of 2010」というタイトルの

20

記事を共有するときに「I have read five of these books, how many have you read? (
私は、この中の5冊を読みましたが、何冊あなたは読みましたか。)」などのコメントを追
加することができる。
【００５１】
いくつかの実装形態では、記事の短い説明440は、記事の事前に格納されているサマリ
ーおよび/または記事の最初の数語または数文とすることができる。いくつかの例では、
ユーザーが共有ボタン410をアクティブ化すると(例えば、クリックすると)、その記事を
含むソースドキュメント(例えば、ウェブページドキュメント)への呼び出しを開始する。
いくつかの実装形態では、記事の事前に格納されたサマリーが、この要求に応答して提供
される。いくつかの実装形態では、アドホックサマリーが生成され、サマリーは、短い説
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明440として表示するために返される。いくつかの例において、アドホックサマリーは、
ソースドキュメントをクロールし、ソースドキュメントからデータ(例えば、テキスト、
画像)を抽出し、それに基づきサマリーを生成するスクリプトを使用して生成されうる。
いくつかの例において、アドホックサマリーは、要求(例えば、共有ボタン410上のユーザ
ーアクションに応答して自動的に生成され、送信される要求)に応答してソースドキュメ
ント(例えば、ウェブページを含むウェブサイト)をホストするために使用される1つまた
は複数のサーバーシステムによって生成されうる。
【００５２】
図2の配信インターフェース202に関して上で説明されているように、ユーザーは、配信
インターフェース428を使用して共有コンテンツアイテム405の配信を定めることができる

40

。図4Dを特に参照すると、例示的な識別子アイコン450が配信インターフェース428内に用
意されている。図示されている例では、識別子アイコン450は、ユーザーの「friends」ソ
ーシャルサークルに対応し、コンテンツアイテム405の共有先となるユーザーの「friends
」ソーシャルサークル内に13の連絡先があることを示している。いくつかの実装形態では
、コンテンツアイテムをユーザーの連絡先のサブグループと共有する仕方を示す情報を表
示するための通知タイプインジケータ455を備えることができる。図示されている例では
、「friends」ソーシャルサークル内の13の連絡先のうち、3つの連絡先が電子メール経由
で共有通知を受信する。いくつかの実装形態では、変更コントロール460を備え、これは
通知タイプ識別子455に関連付けられうる。いくつかの実装形態では、変更コントロール4
60は、通知変更ユーザーインターフェース(図示せず)を表示するようにアクティブ化する
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ことができる。例えば、通知変更ユーザーインターフェースは、ユーザーのソーシャルネ
ットワーキングサービスのメンバーでもない人々に電子メールを送信する、他のユーザー
に通知するために電子メールを使用しない、または電子メールの送信先となる連絡先を指
定するなどの、オプションを備えることができる。いくつかの実装形態では、サマリーは
、共有前にユーザーによる編集が可能である。例えば、本明細書で説明されているように
、ユーザーは、テキストをサマリーに入力および/または編集することができ、および/ま
たは他のデジタルコンテンツを追加することができる。
【００５３】
図5Aおよび5Bは、図4A〜4Dの例示的なコンテンツ共有インターフェース400の一実装形
態を示している。図5Aは、ユーザーが共有ボタン410を使用してコンテンツアイテム405を

10

共有した後に、ユーザーに対して表示されるコンテンツ共有インターフェース400の一例
を示している。共有ボタン410は、コンテンツアイテム405が共有された後、ユーザーがコ
ンテンツアイテム405を共有する前の共有ボタン410の見かけに比べて、視覚的に変化して
見える。例えば、共有ボタン410は、最初に、共有前には第1の配色を、共有後には第2の
配色を行うものとして表示されうる。いくつかの実装形態では、ユーザーは、共有ボタン
410をクリックし、さらなるアクションを実行しないことによってコンテンツアイテム405
に関する情報を共有することができる。例えば、コメントを入力したり、または他のコン
テンツを共有情報に関連付けることなく、共有ボタン410をクリックするアクションは、
ユーザーがコンテンツアイテム405を好んでいるか、または他の何らかの形で承認もしく
は是認していることを示すために使用されうる。
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【００５４】
次に図5Bを参照すると、ユーザーは、共有ボタン410の上でポインタ415をホバリングし
ている。このアクションに応答して、表示領域520が表示される。表示領域520は、コンテ
ンツアイテム405の共有ステータスに関する情報を表示する。図示されている例では、表
示領域520は、コンテンツアイテム405が、ユーザー522(「Jane Doe」)によっても共有さ
れていることを示す。ユーザーがコンテンツアイテム405に関するコメントを入力できる
ようにコメント領域525も備えられている。これは、最初にコンテンツアイテムを共有し
たときにユーザーによってすでに出されていたコメントに加わるものとしてよい。
【００５５】
本明細書でさらに詳しく説明されているように、コンテンツ共有インターフェースは、
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さまざまな文脈で実装されうる。いくつかの例では、コンテンツ共有インターフェースは
、ソーシャルネットワーキングサービス内(例えば、ソーシャルネットワーキングウェブ
サイトのウェブページ上)、検索結果ページ内、地図表示サービス内(例えば、地図表示ウ
ェブサイトのウェブページ上)に備えられ、ウェブページ内に埋め込まれ、ウェブページ
内の特定のコンテンツ(例えば、ニュースサービスウェブサイト上に公開された記事)に関
連付けられうる。いくつかの実装形態では、コンテンツ共有インターフェースは、クライ
アントコンピューティングデバイス上で実行されるウェブブラウザ内のサーフアロングウ
ィンドウ(surf‑along window)として構成することができる。このような実装形態では、
例えば、コンテンツ共有インターフェースは、さまざまなウェブページをユーザーが切り
替えて表示するときに一貫して存在し、ウェブブラウザ内に表示されるコンテンツは、コ
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ンテンツ共有インターフェースを使用して共有されうる。コンテンツ共有インターフェー
スが図示され、さまざまな例示的な文脈の中で説明されているが、コンテンツ共有インタ
ーフェースは、本明細書で特には説明されていない他の文脈で使用することができること
も企図される。
【００５６】
図6Aは、例示的なソーシャルネットワーキングサービスの文脈の中で提供される例示的
なstreamページ600のスクリーンショットである。例えば、streamページ600は、ソーシャ
ルネットワーキングサービスのウェブサイト内のウェブページとして構成することができ
、streamページ600に関連付けられているユーザーと共有されているデジタルコンテンツ
を表示することができる。図示されている例では、ユーザーは、「Rob McDavies」を含み
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、streamページ600は、他のユーザーがユーザーと共有しているデジタルコンテンツおよ
び/またはユーザーが他のユーザーと共有しているデジタルコンテンツを表示する。
【００５７】
streamページ600内に用意されている他の特徴のうち、streamページには、コンテンツ
共有インターフェース610が含まれる。コンテンツ共有インターフェース610は、図示され
ている例ではstreamページ600上に表示されているが、コンテンツ共有インターフェース6
10は、特定のウェブページまたはソーシャルネットワーキングサービスのすべてのウェブ
ページ上に表示することができる。このようにして、コンテンツ共有インターフェース61
0は、任意のウェブページ上でユーザーが利用することができ、ユーザーは、デジタルコ
ンテンツを共有するために特定のウェブページに入らなくて済む。ユーザーは、コンテン

10

ツ共有インターフェース610をアクティブ化して(例えば、クリックして)、デジタルコン
テンツを共有することができる。
【００５８】
図6Bは、例示的なstreamページ600の別のスクリーンショットを表している。図示され
ている例では、ユーザーがコンテンツ共有インターフェース610をクリックしており、コ
ンテンツ共有インターフェース610は、コンテンツ入力領域612、配信インターフェース61
4、および共有ボタン616が収まるように拡大する。コンテンツ入力領域612、配信インタ
ーフェース614、および共有ボタン616、およびその機能は、上で詳しく説明されているよ
うに、図3Aおよび3Bのコンテンツ入力領域305、配信インターフェース340、および共有ボ
タン342に対応する。
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【００５９】
図示されている例では、例示的な識別子アイコン620および例示的な識別子アイコン622
が配信インターフェース614内に用意されている。上で説明されているように、識別子ア
イコン620、622は、それぞれ、デジタルコンテンツの共有相手となる1人または複数のユ
ーザーの視覚的表現として構成される。図6Bの例において、ユーザーは、コンテンツ入力
領域612内のデジタルコンテンツが「friends」ソーシャルサークルのメンバーおよび「fa
mily」ソーシャルサークルのメンバーと共有されることを暫定的に指示している。投稿が
コミットされるまで、識別子アイコン620、622は、デジタルコンテンツの仮配信を提供す
る。例えば、ユーザーは各識別子アイコン620、622の削除コントロール624、626をアクテ
ィブ化して(例えば、クリックして)、配信インターフェース614から識別子アイコン620、
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622を削除することができる。
【００６０】
図6Bの例において、コンテンツ入力領域612で与えられるデジタルコンテンツに対する
配信は、配信インターフェース614で識別されるソーシャルサークルおよび/または連絡先
によって定めることができる。図示されている例では、配信は、Friendsソーシャルサー
クル(友達サークルアイコン620によってグラフィックで表されている)およびFamilyソー
シャルサークル(家族サークルアイコン622によってグラフィックで表されている)によっ
て定められる。この例では、配信は、Friendsソーシャルサークルのメンバーである連絡
先のすべて、およびFamilyソーシャルサークルのメンバーである連絡先のすべてを含む。
FriendsソーシャルサークルおよびFamilyソーシャルサークルはそれぞれ、配信全体を定

40

める下位配信と考えることができる。
【００６１】
いくつかの実装形態では、電子メール共有コントロール630を備えることができる。ア
クティブ化されると(例えば、クリックされると)、電子メール共有コントロール630は、
コンテンツが、ソーシャルネットワーキングサービスを現在使用していない人々と共有す
るかどうかを制御するユーザーのための手段となる。例えば、電子メール共有コントロー
ル682は、電子メールを使用すべきであることを指示するためにユーザーが1回クリックす
ることができるトグルコントロールとして機能することができ、もう1回クリックすると
電子メールが使用すべきでないことを指示する。電子メールカウントインジケータ684は
、電子メール経由で共有されたコンテンツを受信する仮配信内の人々の数を表示する。
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【００６２】
いくつかの実装形態では、オートコンプリートコンポーネントは、ユーザーが、ソーシ
ャルサークルおよび/または個別の連絡先の名前の一部を入力するだけで、投稿のコンテ
ンツが配信されるべきソーシャルサークルおよび/または個別の連絡先を指定することが
できるようにするオートコンプリート機能を提供する。いくつかの実装形態では、オート
コンプリート機能は、連絡先のランキングに基づくものとしてよい。例えば、連絡先およ
び/またはソーシャルサークルは、関連付けられているランキンスコアを含むことができ
る。より高いランキングスコアを有する連絡先は、より低いランキングスコアを有する連
絡先より高くランク付けされる。いくつかの例において、オートコンプリート機能は、以
下でさらに詳しく説明されている、コンテンツ共有インターフェースの配信インターフェ

10

ース内に入力されるテキストに基づき1つまたは複数の連絡先および/または1つまたは複
数のソーシャルサークルを識別することができる。1つまたは複数の連絡先および/または
1つまたは複数のソーシャルサークルを、ランキングスコアに基づくランク順序でリスト
に並べることができる。
【００６３】
例えば、入力されたテキストは、文字「f」を含み、オートコンプリート機能により、
デジタルコンテンツの配信先とすることができる、ユーザーの連絡先として連絡先「Farl
ey」および「Frank」を識別することができる。連絡先「Farley」は、連絡先「Frank」の
ランキングスコアより低いランキングスコアを有するものとしてよい。連絡先は、ランキ
ングスコアに基づくランク順序で選択できるようユーザーに対して表示されうる。したが
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って、引き続きこの例を用いると、連絡先「Frank」は、連絡先「Farley」に比べて、ユ
ーザーに対して表示される連絡先のリスト上で上位にリスト表示されうる。この方法で、
連絡先「Farley」はアルファベット順だと最初にリスト表示されうるけれども、連絡先「
Frank」は代わりにランキングスコアに基づき最初にリスト表示される。別の例として、
入力されたテキストは、文字「f」を含み、オートコンプリート機能により、デジタルコ
ンテンツの配信先とすることができる、ユーザーによって定められたソーシャルサークル
としてソーシャルサークル「Family」および「Friends」を識別することができる。ソー
シャルサークル「Family」は、ソーシャルサークル「Friends」のランキングスコアより
低いランキングスコアを有することができる。ソーシャルサークルは、ランキングスコア
に基づくランク順序で選択できるようユーザーに対して表示されうる。したがって、引き
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続きこの例を用いると、ソーシャルサークル「Friends」は、ソーシャルサークル「Famil
y」に比べて、ユーザーに対して表示される連絡先のリスト上で上位にリスト表示されう
る。この方法で、ソーシャルサークル「Family」はアルファベット順だと最初にリスト表
示されうるけれども、ソーシャルサークル「Fiends」は代わりにランキングスコアに基づ
き最初にリスト表示される。
【００６４】
いくつかの実装形態では、ランキングスコアは、連絡先および/またはソーシャルサー
クルの人気度に基づくものとすることができる。例えば、ユーザーが頻繁にデジタルコン
テンツの共有先とする連絡先は、ユーザーがデジタルコンテンツの共有先とすることが希
な連絡先のランキングスコアより高いランキングスコアを有することができる。引き続き

40

上で取りあげた例を参照すると、連絡先「Frank」は、連絡先「Farley」よりも頻繁にユ
ーザーからデジタルコンテンツを受信しうる。別の例として、デジタルコンテンツの配信
を定めるためにより頻繁に使用されるソーシャルサークルは、デジタルコンテンツの配信
を定めるためにあまり頻繁に使用されないソーシャルサークルのランキングスコアに比べ
て高いランキングスコアを有することができる。引き続き上で取りあげた例を参照すると
、ソーシャルサークル「Friends」は、ソーシャルサークル「Family」に比べてユーザー
によるデジタルコンテンツの配信を定めるために頻繁に使用されうる(すなわち、ユーザ
ーは、FamilyソーシャルサークルよりもFriendsソーシャルサークルにコンテンツ配信す
る)。
【００６５】
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いくつかの実装形態では、ランキングスコアは、各連絡先へのユーザーの社会的近接度
に基づくものとすることができる。例えば、ユーザーの直接的連絡先である連絡先のラン
キングスコアは、ユーザーの間接的連絡先である連絡先のランキングスコアより高いもの
とすることができる。引き続き上で取りあげた例を参照すると、連絡先「Frank」は、ユ
ーザーの直接的連絡先(例えば、友達)であるが、連絡先「Farley」は、ユーザーの間接的
連絡先(例えば、友達の友達)であるものとしてよいことがわかる。
【００６６】
いくつかの実装形態では、ランキングスコアは、ユーザーと各連絡先との間の電子メー
ルを介した相互のやり取りの頻度に基づくものとすることができる。例えば、ユーザーは
、電子メールサービスを使用してそれぞれの連絡先に直接電子メールを送信することがで
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き、ランキングスコアは、電子メールによる相互のやり取りに基づきそれぞれの連絡先に
ついて生成されうる。いくつかの例において、ランキングスコアは、ユーザーから特定の
連絡先に送信された電子メールの数に基づき決定されうる。いくつかの例において、ラン
キングスコアは、特定の期間にわたってユーザーから特定の連絡先に送信された電子メー
ルの数に基づき決定されうる。この方法では、連絡先との電子メールによるやり取りの頻
度(すなわち、期間毎の電子メール数)がランキングスコアにおいて考慮される。いくつか
の例において、ランキングスコアは、ユーザーから特定の連絡先に送信された電子メール
の数および特定の連絡先からユーザーに送信された電子メールの数に基づき決定されうる
。いくつかの実装形態では、それぞれのランキングスコアは、電子メールサービスによっ
てソーシャルネットワーキングサービスに提供されてもよい。
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【００６７】
引き続き上で取りあげた例を参照すると、連絡先「Frank」は、ユーザーと電子メール
で頻繁に通信しているが、連絡先「Farley」は、ユーザーと電子メールであまり頻繁には
通信していないことがわかる。Frankに対応するランキングスコアおよびFarleyに対応す
るランキングスコアは、電子メールサービスから基盤となっているソーシャルネットワー
キングサービスに送ることができる。したがって、コンテンツ共有インターフェースに入
力されたテキストは、文字「f」を含み、オートコンプリート機能により、デジタルコン
テンツの配信先とすることができる、ユーザーの連絡先として連絡先「Farley」および「
Frank」を識別することができる。連絡先は、ランキングスコアに基づくランク順序で選
択できるようユーザーに対して表示されうる。したがって、引き続きこの例を用いると、
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連絡先「Frank」は、連絡先「Farley」に比べて、ユーザーに対して表示される連絡先の
リスト上で上位にリスト表示されうる。
【００６８】
いくつかの例において、文字を、ユーザーによって入力されるのと同時にサーバーに送
り、サーバーはその文字、およびすでに送られている文字を処理して、ユーザーに表示す
るように出力を構成ことができる。例えば、本明細書で説明されているオートコンプリー
ト機能は、文字データをユーザーによってコンテンツ共有インターフェースに入力される
とともにサーバーに送信するステップを含みうる。それに応答して、サーバーは、連絡先
名および/またはソーシャルサークルのリストでユーザーに送り返して表示するように入
力文字データに対応する1つまたは複数の連絡先名および/またはソーシャルサークルを含

40

む出力を生成することができ、ユーザーはそこから特定の連絡先および/またはソーシャ
ルサークルを選択することができる。
【００６９】
上で説明されているように、ユーザーは、コンテンツ共有インターフェースのテキスト
領域にユーザー入力を入れることができる。いくつかの実装形態では、ユーザー入力は、
1つまたは複数のトリガー文字を含むことができ、それぞれのトリガー文字はユーザーに
よって提供されるデジタルコンテンツの配信(すなわち、結果として得られるACL)を拡張
する。例えば、トリガー文字は、トリガー文字の直後の文字が特定の投稿のデジタルコン
テンツの配信先となる連絡先を定めることを指示することができる。いくつかの実装形態
では、これは、関連付けられている配信インターフェースで識別された連絡先および/ま
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たはソーシャルサークルに加えたものである。いくつかの例において、トリガー文字は、
「@」文字および/または「+」文字を含むことができる。トリガー文字の直後に、連絡先
名が来る。トリガー文字および特定の連絡先の連絡先名は、特定の投稿のテキスト内で、
その投稿が関連付けられている配信インターフェースを使用して入力される他の連絡先お
よび/またはソーシャルサークルに加えて特定の連絡先に配信されることを指示する。
【００７０】
一例では、ユーザーは、テキスト「@Frank」(または「+Frank」)をテキスト領域(例え
ば、コンテンツ共有インターフェース300のコンテンツ入力領域305)内にテキスト形式の
投稿の一部として入力することができる。例えば、テキスト形式の投稿の一部として、ユ
ーザーは、テキスト「@Frank and I are headed to Joe's Tavern to watch the playoff

10

s (@フランクと私は、プレイオフを見に居酒屋ジョーに向かっている)」をコンテンツ共
有インターフェースのテキスト領域内に入力することができる。ユーザーは、コンテンツ
共有インターフェースに関連付けられている配信インターフェース(例えば、コンテンツ
共有インターフェース300の配信インターフェース340)を使用してテキスト形式の投稿が
ソーシャルサークル(例えば、Friendsソーシャルサークル)に配信されることを指示する
ことができる。ユーザーがソーシャルネットワーキングサービスを使用して配信するため
にテキスト形式の投稿を(例えば、投稿ボタンをクリックすることによって)送信したこと
に応答して、本明細書で説明されているように、そのテキスト形式の投稿に対してACLが
生成され、これはソーシャルサークルのメンバーであるユーザーの連絡先、さらには連絡
先Frank(ソーシャルサークルのメンバーである場合もない場合もある)を含む。したがっ
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て、テキスト「@Frank」がテキスト領域内に存在すると、その結果、連絡先Frankが配信
インターフェースを使用して定められた配信の一部として識別されていない可能性があっ
たとしても、テキスト形式の投稿が連絡先Frankに配信される。
【００７１】
いくつかの実装形態では、トリガー文字を含むテキスト形式の投稿は、連絡先に配信さ
れ、トリガー文字が存在しない状態にされうる。引き続き上の例において、ユーザーは、
テキスト「@Frank and I are headed to Joe's Tavern to watch the playoffs」を入力
することができる。テキスト形式の投稿をサブミットした後、投稿は、連絡先Frankに、
さらには配信インターフェースを使用して定められた連絡先および/またはソーシャルサ
ークルに配信される。連絡先Frankおよび/または投稿の配信先となる他の連絡先では、投
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稿は、「Frank and I are headed to Joe's Tavern to watch the playoffs」と、「@」
トリガー文字を取り除いて表示されうる。
【００７２】
いくつかの実装形態では、トリガー文字の後の連絡先名は、ハイパーテキストに変換さ
れ、ソーシャルネットワーキングサービス内の連絡先のプロファイルへのリンクにするこ
とができる。引き続き上の例において、ユーザーは、テキスト「@Frank and I are heade
d to Joe's Tavern to watch the playoffs」を入力することができる。テキスト形式の
投稿をサブミットした後、投稿は、連絡先Frankに、さらには配信インターフェースを使
用して定められた連絡先および/またはソーシャルサークルに配信される。連絡先Frankお
よび/または投稿の配信先となる他の連絡先では、投稿は、「Frank(下線付き) and I are
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headed to Joe's Tavern to watch the playoffs」と、「@」トリガー文字を取り除いて
表示され、テキスト「Frank」には関連するハイパーリンクが付けられる。ハイパーリン
ク上でアクションを起こす(例えば、クリックする)と、Frankによって定められているプ
ライバシー設定に応じて、ソーシャルネットワーキングサービス内のFrankのプロファイ
ルがそのアクションを実行したユーザーに対して表示されうる。
【００７３】
いくつかの実装形態では、テキスト領域内のトリガー文字の後のテキストは、本明細書
で説明されているオートコンプリート機能を使用して与えることができる。引き続き上記
の例において、ユーザーは、最初に「@F」とタイプすると、それに応答して、連絡先名の
リストがユーザーに提示され、そこから選択して連絡先名の入力を完成することができる
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。本明細書でさらに説明されているように、連絡先名のリストに入っている連絡先名は、
各ランキングスコアに基づくランク順に並べることができる。
【００７４】
いくつかの例において、サーバーは、サブミットされたテキストを分析して、テキスト
内のトリガー文字の存在を認識することができる。それに応答して、サーバーは、トリガ
ー文字の直後のテキストを分析して、そのテキストをサブミットしたユーザーの連絡先を
識別することができ、その連絡先を投稿配信するためにACLに追加することができる。い
くつかの例において、文字を、ユーザーによって入力されるのと同時にサーバーに送り、
サーバーはその文字、およびすでに送られている文字を処理して、ユーザーに表示するよ
うに出力を提供することができる。例えば、本明細書で説明されているオートコンプリー
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ト機能は、文字データをユーザーによってコンテンツ共有インターフェースに入力される
とともにサーバーに送信するステップを含みうる。それに応答して、サーバーは、連絡先
名および/またはソーシャルサークルのリストでユーザーに送り返して表示するように入
力文字データに対応する1つまたは複数の連絡先名および/またはソーシャルサークルを含
む出力を生成することができ、ユーザーはそこから特定の連絡先および/またはソーシャ
ルサークルを選択することができる。いくつかの実装形態では、テキスト領域内にトリガ
ー文字が存在すると、トリガー文字の直後の連絡先名および/またはソーシャルサークル
を選択できるようにオートコンプリート機能が起動しうる。
【００７５】
図7は、例示的なコンテンツ共有インターフェースを含む例示的なウェブページ700のス
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クリーンショットを表している。図示されている例では、ウェブページ700は、検索結果
ウェブページとして提供される。ウェブページ700は、検索結果710〜730のコレクション
を含む。いくつかの実装形態では、検索結果710〜730のそれぞれは、図4A〜4Dのコンテン
ツアイテム405などのコンテンツアイテムとして与えられうる。
【００７６】
共有ボタン740、750、760は、検索結果ページ内に埋め込むことができ、それぞれの共
有ボタン740、750、760は、各検索結果710、720、730に関連付けられうる。いくつかの実
装形態では、HTML、JavaScript(登録商標)、および/または適切なプログラミングコード
を使用して、検索結果ページ内に共有ボタン740、750、760を生成し表示することができ
、および/または各検索結果710、720、730を共有ボタン740、750、760に関連付けられて
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いるものとして識別するメタデータを与えることができる。図4A〜5Bを参照しつつ詳細に
説明されているように、ユーザーが検索結果ページを表示することで、共有ボタン740、7
50、760がアクティブ化され、これにより、各検索結果710、720、730をコンテンツアイテ
ムとして共有することができる。例えば、ユーザーは、共有ボタン760をクリックして、
図4Cを参照しつつ上で説明されているように、表示領域420を開き、検索結果730を共有す
るための配信を行うことができる。
【００７７】
例示的なウェブページ700は、ウェブページ700の上辺にそって表示されるいわゆる「サ
ンドバー」780をさらに備える。図示されている例では、サンドバー780は、他の機能を呼
び出すためのハイパーテキストリンクを備える。この例では、ハイパーテキストリンクを
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備えているが、他のタイプのリンク(例えば、アイコン、サムネイル)を備えることもでき
る。「共有」リンク782が用意され、これをアクティブ化すると(例えば、クリックすると
)コンテンツ共有インターフェースを呼び出すことができる。いくつかの実装形態では、
図4Dのコンテンツ共有インターフェース420は、共有リンク782のアクティブ化に応答して
表示されうる。コンテンツ共有インターフェースを使用することで、ユーザーは、検索結
果を丸ごと他のユーザーとデジタルコンテンツとして共有することができる。例えば、検
索結果のサマリーおよび/または検索結果ページへのURLを、配信で定められているユーザ
ーと共有することができる。サンドバー780が、例示的なウェブページ700内に表示されて
いるけれども、サンドバーは、ユーザーが閲覧するいくつかのウェブページまたはすべて
のウェブページのそれぞれに表示される特徴であるものとすることができる。
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【００７８】
図8は、例示的なコンテンツ共有インターフェース805および表示される地図空間810を
含む例示的な地図ページ800のスクリーンショットを表している。いくつかの実装形態で
は、コンテンツ共有インターフェース805は、共有ボタン410として実現され、地図空間は
、上で詳細に説明されている、図4A〜4Dのコンテンツアイテム405に対応しうる。地図空
間810は、地図サーバーによって選択された地図の一部を含み、ウェブブラウザまたは地
図表示アプリケーションなどの、ユーザーインターフェースによって表示されうる。いく
つかの実装形態では、地図空間810は、表示領域815およびズームレベル820によって定め
ることができる。表示領域815は、地図空間810を提示するように割り当てられたユーザー
の表示の一部を含むことができる。他の実装形態では、地図空間810は、中心点によって
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さらに定めることができる。中心点は、参照点として使用される地図空間810内の注目す
る位置(例えば、市の中心、目的地、商業立地)または他の地点とすることができる。
【００７９】
表示領域815は、多くの要因によって異なりうる。要因の例として、表示デバイスの制
限、ユーザープリファレンス、およびパブリッシャープリファレンスが挙げられる。図示
されている例では、表示領域815は、表示デバイスのサイズおよび解像度によって定めら
れる。例えば、21インチのディスプレイおよび1280×768の解像度を有するデスクトップ
コンピュータは、3インチのディスプレイおよび240×240の解像度を有するウェブ対応ハ
ンドヘルドデバイスよりも広く地図を表示することができる。したがって、異なるユーザ
ーデバイスに対して提示するように選択された地図空間810は、それぞれのユーザーデバ
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イスの表示領域815および解像度が異なるときに異なりうる。
【００８０】
それに加えて、ユーザープリファレンスは、地図空間を提示するのに利用可能な表示領
域815に影響を及ぼしうる。ユーザーデバイスは、表示領域815および解像度を定めるユー
ザープリファレンス設定を有することができる。例えば、ウェブページを21インチの表示
デバイスに表示するユーザーデバイスは、表示領域815を含むアプリケーションウィンド
ウが表示全体に満たない領域を占有するようにリサイズされた場合に、制限された表示領
域815を有することができる。同様に、ユーザーデバイスが、21インチのディスプレイ内
に複数のウィンドウを表示しているか、または他の何らかの形で、ウェブページを表示し
ているウィンドウを最大化していない場合に、表示領域815は、制限されうる。ユーザー
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デバイスは、利用可能な最大解像度より低い解像度で動作するように、したがって表示さ
れる情報を減らすようにユーザーが構成することもできる。
【００８１】
さらに、表示領域815は、パブリッシャープリファレンスによって異なりうる。例えば
、パブリッシャーは、さまざまな情報を単一のページに表示することを可能にする設計仕
様に従って地図空間を組み込むようにウェブページを設計することができる(例えば、コ
ンテンツ、広告、リンク)。したがって、地図空間810を表示するために割り当てられたそ
れぞれのウェブページの部分は、設計仕様で定められ、パブリッシャーによって割り当て
られている表示領域に応じて異なっていてもよい。例えば、地図を表示することを専門に
行うウェブページを公開するパブリッシャーは、図8に示されているように、ウェブペー
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ジの大きな部分を表示領域815として割り当てることができるが、その際に、この表示の
小さな部分を他のウェブページへのハイパーリンクなどの他の情報に利用する。ウェブペ
ージの大きな部分を地図の表示に割り当てるパブリッシャーの例として、地図サービスが
ある。対照的に、一般的なコンテンツウェブページを公開するパブリッシャーは、地図空
間810がパブリッシャーが提示している情報の一部にすぎないため、ウェブページのかな
り小さな部分を表示領域815として割り当てる傾向が強い場合がある。
【００８２】
ユーザーは、共有ボタン805をアクティブ化して、表示領域815内に示されている特定の
地図を共有することができる。いくつかの実装形態では、共有ボタン805をクリックする
ことによって、ユーザーは、地図表示サービスにリンクし、地図を表示する命令を与える
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URL 825を共有することができる。いくつかの実装形態では、しかし、URL 825は、表示領
域815内に、および/または選択されたズームレベル820で、現在示されている地図空間810
の中心点を正確に伝えることができない。例えば、表示領域内に表示される地図は、ユー
ザーによって呼び出された1つまたは複数のパン動作および/またはズーム動作の結果であ
る場合がある。したがって、いくつかの実装形態では、共有ボタン805をアクティブ化す
ると、地図領域810の識別(例えば、URL 825)だけでなく表示領域815およびズームレベル8
20を記述するメタデータがコンテンツとして他のユーザーと共有されうる。例えば、その
結果得られる投稿データセットは、URLおよびメタデータを含むことができる。例えば、
受信ユーザーが、共有されるURLをクリックすると、地図表示サービスが呼び出され、こ
のメタデータが地図表示サービスに(例えば、1つまたは複数のアプリケーションプログラ
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ムインターフェース(API)を通じて)送られ、これにより、最初に地図を共有したときに、
共有ユーザーが地図を閲覧したとおりに正確に(例えば、同じパン動作およびズーム動作
で)受信ユーザーに対して地図を表示することができる。
【００８３】
本開示の実装形態によれば、サーバーサイドコンピューティングデバイス(例えば、図1
のサーバーシステム112)を使用して、1つまたは複数のドキュメントを1つまたは複数のク
ライアントサイドコンピューティングデバイス(例えば、クライアントデバイス102〜110)
に提供することができる。いくつかの実装形態では、ドキュメントは、ブラウザウィンド
ウ内にウェブページを表示するためにクライアントサイドコンピューティングデバイス上
で実行されているブラウザアプリケーションによって処理することができる命令を含むも
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のとしてよい。これらの命令は、ウェブページ内でコンテンツ共有インターフェースを表
示し、コンテンツ共有インターフェースを通じてユーザー入力を受信するための命令を含
みうる。いくつかの実装形態では、これらの命令は、ウェブページ内に与えられるデジタ
ルコンテンツをコンテンツ共有インターフェースに関連付けるための命令を含みうる。
【００８４】
本開示の実装形態によれば、サーバーサイドコンピューティングデバイス(例えば、図1
のサーバーシステム112)を使用して、命令を1つまたは複数のクライアントサイドコンピ
ューティングデバイス(例えば、クライアントデバイス102〜110)に供給することができる
。いくつかの実装形態では、これらの命令は、クライアントサイドコンピューティングデ
バイス上で実行されるブラウザアプリケーションによって処理され、これにより、ブラウ
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ザによって表示される1つまたは複数のウェブページ内でコンテンツ共有インターフェー
スを表示し、コンテンツ共有インターフェースを通じてユーザー入力を受信することがで
きる。いくつかの実装形態では、これらの命令は、1つまたは複数のウェブページのそれ
ぞれの中に提示されるデジタルコンテンツをコンテンツ共有インターフェースに関連付け
るための命令を含みうる。
【００８５】
本開示の実装形態によれば、クライアントサイドコンピューティングデバイス(例えば
、クライアントデバイス102〜110)は、クライアント共有アプリケーションを実行して、
クライアントサイドコンピューティングデバイスのディスプレイ上にコンテンツ共有イン
ターフェースを表示することができる。コンテンツ共有アプリケーションは、表示内にコ
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ンテンツ共有インターフェースを表示し、コンテンツ共有インターフェースを通じてユー
ザー入力を受信するための命令を含みうる。コンテンツ共有アプリケーションは、クライ
アントサイドコンピューティングデバイスのユーザーに関連付けられている連絡先のネッ
トワークに対応するものとしてよい。いくつかの実装形態では、連絡先のネットワークは
電子メールサービスを経由の連絡先、および/またはソーシャルネットワーキングサービ
ス経由の連絡先を含むことができる。いくつかの例において、コンテンツ共有アプリケー
ションは、クライアントコンピューティングデバイスのデスクトップ画面上に表示される
コンテンツ共有インターフェースを備えることができる。その結果、クライアントコンピ
ューティングデバイスのユーザーは、ソーシャルネットワーキングサービスのウェブサイ
トにアクセスすることなく、デジタルコンテンツを連絡先とデスクトップ画面から直接共
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有することができる。
【００８６】
いくつかの実装形態では、コンテンツ共有アプリケーションは、コンピューティングデ
バイスを使用して実行されうる他のアプリケーションへのアドオンとして提供されうる。
いくつかの例において、生産性アプリケーション(例えば、文書処理アプリケーション、
スプレッドシートアプリケーション、プレゼンテーションアプリケーション、電子メール
アプリケーション)を実行すると、ユーザーがタスクを実行する(例えば、ドキュメント、
スプレッドシート、プレゼンテーション、および/または電子メールを作成し、および/ま
たは編集する)ために使用できるグラフィカルユーザーインターフェース(GUI)が与えられ
うる。コンテンツ共有アプリケーションを実行すると、生産性アプリケーションのGUI内
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にコンテンツ共有インターフェースが与えられうる。このようにして、ユーザーは、アプ
リケーションを切り替えなくても、および/またはソーシャルネットワーキングサービス
のウェブサイトにアクセスすることなく、生産性アプリケーション内で動作しつつ、デジ
タルコンテンツを連絡先と共有することができる。生産性アプリケーションは、例示目的
で取りあげられており、コンテンツ共有アプリケーションは、他の適切なタイプのアプリ
ケーション(例えば、娯楽、ゲーム)へのアドオンとして提供することができる。
【００８７】
図9は、コンテンツを共有するための例示的なプロセス900を示す流れ図である。例示的
なプロセス900は、1つまたは複数のコンピューティングデバイス上で実行される1つまた
は複数のプログラムアプリケーションを使用して実施されうる。いくつかの実装形態では
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、1つまたは複数のサーバーシステム(例えば、図1のサーバーシステム112)および1つまた
は複数のクライアントコンピューティングデバイス(例えば、図1のクライアントデバイス
102〜110)は、例示的なプロセス900の動作を実行することができる。
【００８８】
ドキュメントは、クライアントコンピューティングデバイスに提供される(すなわち、
送信される)(902)。例えば、サーバーシステム112は、ドキュメントをクライアントコン
ピューティングデバイス108に提供する。ドキュメントは、ブラウザアプリケーションに
クライアントサイドの動作を実行させるための命令を含む。例えば、クライアントコンピ
ューティングデバイス108は、これらの命令を処理するブラウザアプリケーションを実行
することができる。
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【００８９】
デジタルコンテンツが表示される(904)。例えば、デジタルコンテンツは、ブラウザア
プリケーションの1つのウィンドウ内に表示されうる。コンテンツ共有インターフェース
のグラフィカル表現が表示される(906)。例えば、デジタルコンテンツは、ブラウザアプ
リケーションの1つのウィンドウ内に表示されうる。ユーザー入力がコンテンツ共有イン
ターフェースに受信される(908)。例えば、ユーザー120dは、コンピューティングデバイ
ス108を使用してコンテンツ共有インターフェースへの入力を行うことができる。ユーザ
ー入力は、デジタルコンテンツの配信先である1つまたは複数の連絡先を指示する。ユー
ザー入力を受信したことに応答して1つまたは複数のアイコンがコンテンツ共有インター
フェース内に表示される(910)。例えば、ユーザー入力は、ユーザーの1つまたは複数の連
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絡先を識別するために処理されうる。1つまたは複数の連絡先は、電子メールサービス内
のユーザーの連絡先、および/またはソーシャルネットワーキングサービス内の連絡先と
することができる。1つまたは複数のアイコンのそれぞれのアイコンが1つまたは複数の連
絡先のグラフィカル表現である。
【００９０】
コンテンツ共有インターフェースへのユーザー入力が受信される(912)。ユーザー入力
は、デジタルコンテンツを配信するユーザー命令を含む。例えば、ユーザー入力は、コン
テンツ共有インターフェースの共有ボタンをユーザーがクリックしたことに応答して生成
されうる。ユーザー入力に応答して投稿データがサーバーコンピューティングシステムに
送信される(914)。投稿データセットは、デジタルコンテンツデータおよび配信データを
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含む。投稿データセットを受信する(916)。例えば、サーバーシステムは、投稿データセ
ットを受信する。配信データに基づきアクセス制御リスト(ACL)が生成される(918)。配信
データは、1つまたは複数の連絡先に対応する。例えば、サーバーシステムは、配信デー
タに基づきACLを生成する。ACLに基づきデジタルコンテンツが配信される(920)。例えば
、サーバーシステムは、デジタルコンテンツの配信先となるエンドポイントを決定する配
信ハブを備えることができる。
【００９１】
いくつかの実装形態では、例示的なプロセス900は、追加のアクションを備えることが
できる。いくつかの例において、デジタルコンテンツの配信先となる1つまたは複数の連
絡先を指示するユーザー入力を受信した後、ACLサービスは、図10A〜12に関して以下で説
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明されているように、デジタルコンテンツの配信先となる1つまたは複数の連絡先、連絡
先のグループ、および/またはドメインを1つまたは複数のポリシーと突き合わせてチェッ
クすることができる。
【００９２】
いくつかの実装形態では、上で説明されている、ACLサービスは、1つまたは複数のデジ
タルコンテンツ配信ポリシーを強制することができる。例示的な配信ポリシーは、年齢ポ
リシーおよび/またはドメインポリシーを含むことができる。例示することを目的として
、本明細書ではドメインポリシーを取りあげて説明する。いくつかの例において、ドメイ
ンポリシーは、ユーザーがデジタルコンテンツを特定のドメイン内の連絡先ではない連絡
先に配信することを可能にするステップ、またはユーザーがデジタルコンテンツを特定の

20

ドメイン内の連絡先ではない連絡先にすることを禁止するステップを含むことができる。
ドメインの一例として、コンピュータで実行されるソーシャルネットワーキングサービス
のプロバイダのドメインが挙げられる。いくつかの例において、年齢ポリシーは、未成年
と判定された1つまたは複数の連絡先へのデジタルコンテンツの配信を禁止するステップ
を含むことができる。
【００９３】
図10A〜11は、ドメインポリシーを強制する際のアクセス制御リスト(ACL)サービスの例
示的な出力を示している。図10Aおよび10Bは、ユーザーがデジタルコンテンツを特定のド
メイン内の連絡先ではない連絡先に配信することを可能にするドメインポリシーに対応し
ている。しかし、このポリシーによれば、ユーザーは、デジタルコンテンツが特定のドメ
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インの外部の連絡先に配信されるという警告を受ける。いくつかの例において、例示目的
で、第1のドメインは、ソーシャルネットワーキングサービスのプロバイダによって確立
されたソーシャルネットワーキングサービスドメインを含むことができ、第2のドメイン
は、電子メールサービスのプロバイダによって確立された電子メールサービスドメインを
含むことができる。
【００９４】
図10Aおよび10Bを特に参照すると、ソーシャルネットワーキングサービスのユーザーは
、本明細書で詳しく説明されているように、デジタルコンテンツの配信を定めるための入
力を配信インターフェース1000に送ることができる。1つまたは複数の連絡先および/また
は1つまたは複数のソーシャルサークルを、そのユーザー入力に基づき決定することがで
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きる。決定された連絡先および/またはソーシャルサークルは、本明細書で詳細に説明さ
れているように、配信インターフェース1000内にグラフィカルに表現されうる。図10Aの
例では、「Anyone」アイコン1002は、第1の配信をグラフィカルに表現し、「Soccer Club
(サッカークラブ)」アイコン1004は、第2の配信をグラフィカルに表現し、「Friends」
アイコン1006は、第3の配信を表現する。図示されている例において、第1の配信は、イン
ターネットにアクセスするユーザーを含み、関連付けられているデジタルコンテンツがイ
ンターネット経由で誰でも見ることができることを示す。第2の配信は、ソーシャルネッ
トワーキングサービス内のユーザーによって確立されたSoccer Clubソーシャルサークル
に対応し、ソーシャルネットワーキングサービス(すなわち、第1のドメイン)内の連絡先
である1つまたは複数の連絡先、および非ソーシャルネットワーキングサービス連絡先で
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はない1つまたは複数の連絡先を含むことができる。いくつかの例において、非ソーシャ
ルネットワーキング連絡先は、電子メールサービス(例えば、第2のドメイン)内の連絡先
とすることができる。第3の配信は、ソーシャルネットワーキングサービス内のユーザー
によって確立されたFriendsソーシャルサークルに対応し、ソーシャルネットワーキング
サービス(すなわち、第1のドメイン)内の連絡先である1つまたは複数の連絡先を含むこと
ができる。
【００９５】
いくつかの実装形態では、ACLサービスは、配信インターフェース1000で定められた第1
の配信を指示するデータを受信することができる。ACLサービスは第1の配信を処理して、
デジタルコンテンツが第1のドメインの外部から見えるかどうかを決定することができる
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。引き続き上記の例を参照すると、第1の配信は、インターネットにアクセスするユーザ
ーを含む。その結果、ACLサービスは、第1の配信に基づき配信された場合に、デジタルコ
ンテンツが第1のドメインの外部から見えると判定する。それに応答して、ACLサービスは
通知データを送り、これの通知データを処理することで、デジタルコンテンツが第1のド
メインの外部から見えるというユーザーへの通知を生成することができる。いくつかの例
において、対応するアイコン1002の外観に基づき初期通知が構成されうる。図10Aの例に
おいて、アイコン1002の色は赤にすることができ、例えば、デジタルコンテンツが第1の
ドメインの外部から見えることを視覚的に指示する。いくつかの例において、デジタルコ
ンテンツが第1のドメインの外部から見えることをテキストで指示する吹出し1008を表示
することができる。例えば、ユーザーは、表示内でカーソルをアイコン1002上にホバリン
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グする操作を行うことができる。このホバリングアクションに応答して、吹出し1008が表
示されうる。
【００９６】
いくつかの実装形態では、ACLサービスは、配信インターフェース1000で定められた第2
の配信を指示するデータを受信することができる。ACLサービスは第2の配信を処理して、
デジタルコンテンツが第1のドメインの外部から見えるかどうかを決定することができる
。引き続き上記の例を参照すると、第2の配信は、ソーシャルネットワーキングサービス(
すなわち、第1のドメイン)内の連絡先および非ソーシャルネットワーキングサービス連絡
先を含むことがわかる。その結果、ACLサービスは、第2の配信に基づき配信された場合に
、デジタルコンテンツが第1のドメインの外部から見えると判定する。それに応答して、A
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CLサービスは通知データを送り、これの通知データを処理することで、デジタルコンテン
ツが第1のドメインの外部から見えるというユーザーへの通知を生成することができる。
図10Aの例において、アイコン1004の色は赤にすることができ、例えば、デジタルコンテ
ンツが第1のドメインの外部から見えることを視覚的に指示する。
【００９７】
いくつかの実装形態では、ACLサービスは、配信インターフェース1000で定められた第3
の配信を指示するデータを受信することができる。ACLサービスは第3の配信を処理して、
デジタルコンテンツが第1のドメインの外部から見えるかどうかを決定することができる
。引き続き上記の例を参照すると、第3の配信は、ソーシャルネットワーキングサービス(
すなわち、第1のドメイン)内の連絡先を含むことがわかる。その結果、ACLサービスは、
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第3の配信に基づき配信された場合に、デジタルコンテンツが第1のドメインの外部から見
えないと判定する。それに応答して、ACLサービスは通知データを送り、これの通知デー
タを処理することで、第3の配信の結果としてデジタルコンテンツが第1のドメインの外部
から見えないというユーザーへの通知を生成することができる。図10Aの例において、ア
イコン1006の色は緑色にすることができ、例えば、第3の配信の結果としてデジタルコン
テンツが第1のドメイン内でのみ見えることを視覚的に指示する。
【００９８】
いくつかの実装形態では、投稿ボタン1010を備えることができる。ユーザーは、投稿ボ
タン1010をアクティブ化して(例えば、クリックして)、デジタルコンテンツを配信するた
めにサブミットすることができる。ユーザーが投稿ボタン1010をアクティブ化し、デジタ
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ルコンテンツが第1のドメインの外部で配信されることを指示する配信に応答して、確認
ダイアログがユーザーに対して表示されうる。
【００９９】
図10Bを特に参照すると、例示的な確認ダイアログ1020が提供される。例示的な確認ダ
イアログ1020は、デジタルコンテンツが第1のドメインの外部で配信され、アイコン1002
、1004を表示し、結果として、第1のドメインの外部でデジタルコンテンツ配信が行われ
ることになることをユーザーに通知する。確認ダイアログ1020は、チェックボックス1022
、投稿ボタン1024、およびキャンセルボタン1026を備えることができる。チェックボック
ス1022は、デジタルコンテンツが第1のドメインの外部で配信されるという通知があるに
もかかわらず、ユーザーがデジタルコンテンツの配信を進めるつもりであることを指示す
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るためにユーザーによってアクティブ化されうる。図示されている例では、チェックボッ
クス1022は、アクティブ化されない。その結果、投稿ボタン1024は、アクションを起こし
えない(例えば、淡色表示になっている)。ユーザーがチェックボックス1022をアクティブ
化した場合、投稿ボタン1024はアクション可能になり、ユーザーは投稿ボタンをアクティ
ブ化して(例えば、クリックして)デジタルコンテンツを配信させることができる。
【０１００】
図11は、ユーザーがデジタルコンテンツを特定のドメイン内の連絡先ではない連絡先に
配信することを禁止するドメインポリシーに対応しており、ソーシャルネットワーキング
サービスのユーザーは、本明細書で詳しく説明されているように、デジタルコンテンツの
配信を定める入力を配信インターフェース1100に送ることができる。1つまたは複数の連
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絡先および/または1つまたは複数のソーシャルサークルを、そのユーザー入力に基づき決
定することができる。決定された連絡先および/またはソーシャルサークルは、本明細書
で詳細に説明されているように、配信インターフェース1100内にグラフィカルに表現され
うる。図11の例において、「Friends」アイコン1102は、配信を表現する。図示されてい
る例において、この配信は、ソーシャルネットワーキングサービス内のユーザーによって
確立されたFriendsソーシャルサークルに対応し、ソーシャルネットワーキングサービス(
すなわち、第1のドメイン)内の連絡先である1つまたは複数の連絡先を含むことができる
。
【０１０１】
配信インターフェース1100へのユーザー入力は、第1のドメインの外部の1つまたは複数
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の連絡先を含む配信に対応するものとしてよい。例えば、ユーザーは、第2のドメインに
対応する電子メールアドレスを入力することができる。図示されている例において、例示
的な電子メールアドレスは、「johndoe@notdomain.com」として与えられ、これは、第2の
ドメイン内の電子メールサービスによって与えることができる。ACLサービスは、ユーザ
ー入力を受信し、そのユーザー入力を処理して、電子メールアドレスが第1のドメインに
対応していないと判定することができる。その結果、電子メールアドレスに対応するアイ
コンは、配信インターフェース1100内に表示されない。その代わりに、ACLサービスは、
通知データを送り、配信が第1のドメインの外部にあるという通知をユーザーに対して表
示することができる。図示されている例において、通知は、電子メールアドレスjohndoe@
notdomain.comへの配信が禁止されていることを指示する吹出し1104を備える。
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【０１０２】
いくつかの実装形態では、ドメインポリシーは、ソーシャルネットワーキングサービス
のドメインの外部にある1つまたは複数のドメインにユーザーがデジタルコンテンツを配
信することを可能にする一方で、ソーシャルネットワーキングサービスのドメインの外部
にある1つまたは複数のドメインにデジタルコンテンツを配信することを禁止するハイブ
リッドドメインポリシーを含むことができる。
【０１０３】
本明細書で説明されているドメインポリシーは、例示的なドメインポリシーであること
は理解される。したがって、ACLサービスでは、ドメイン管理者によって確立されうる適
切なドメインポリシーを強制することができる。
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【０１０４】
図12は、1つまたは複数のポリシーを強制するための例示的なプロセス1200を示す流れ
図である。例示的なプロセス1200は、1つまたは複数のコンピューティングデバイス上で
実行される1つまたは複数のプログラムアプリケーションを使用して実施されうる。いく
つかの実装形態では、1つまたは複数のサーバーシステム(例えば、図1のサーバーシステ
ム112)および/または1つもしくは複数のクライアントコンピューティングデバイス(例え
ば、図1のクライアントデバイス102〜110)は、例示的なプロセス1200の動作を実行するこ
とができる。
【０１０５】
ユーザー入力が送られる(1202)。例えば、ユーザー入力は、クライアントサイドコンピ
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ューティングデバイス上に備えられているグラフィカルユーザーインターフェース(例え
ば、配信インターフェース)に供給されうる。ユーザー入力が受信される(1204)。例えば
、ユーザー入力は、1つまたは複数のサーバーサイドコンピューティングデバイスによっ
て受信されうる。ユーザー入力は、デジタルコンテンツの配信先である1つまたは複数の
連絡先を指示する配信を定めることができる。この配信は1つまたは複数のポリシーに基
づき処理され(1206)、1つまたは複数のポリシーのそれぞれはデジタルコンテンツの配信
に制限を課す。
【０１０６】
処理に基づき配信が1つまたは複数のポリシーのうちの少なくとも1つのポリシーに違反
しているかどうかが判定される(1208)。配信が1つまたは複数のポリシーのうちの少なく
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とも1つのポリシーに違反していないと判定された場合、例示的なプロセス1200は終了す
る。配信が1つまたは複数のポリシーのうちの少なくとも1つのポリシーに違反していると
判定された場合、通知データが送信される(1210)。通知が表示される(1212)。例えば、ク
ライアントサイドコンピューティングデバイスは、通知データを受信し、それに基づき通
知を表示することができる。例示的なプロセス1200が終了する。
【０１０７】
いくつかの実装形態が説明された。しかしながら、本開示の精神および範囲から逸脱す
ることなくさまざまな修正を加えることができることは理解されるであろう。例えば、上
で示されている流れのさまざまな形態を、ステップの順序を変えて、追加して、または取
り除いて使用することができる。したがって、他の実装形態は、添付の特許請求の範囲内
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に収まる。
【０１０８】
本開示の実装形態ならびに本明細書で取りあげられている機能的な動作のすべては、デ
ジタル電子回路で、または本明細書で開示されている構造およびその構造的等価物を含む
コンピュータソフトウェア、ファームウェア、もしくはハードウェアで、またはこれらの
うちの1つまたは複数の組合せで実現することができる。本発明の実装形態は、1つまたは
複数のコンピュータプログラム製品、すなわち、データ処理装置による実行のため、また
はデータ処理装置の動作を制御するためにコンピュータ可読記録媒体において符号化され
たコンピュータプログラム命令からなる1つまたは複数のモジュールとして実現すること
ができる。コンピュータ可読記録媒体は、機械可読記憶装置デバイス、機械可読記憶装置
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基板、メモリデバイス、機械可読伝播信号を発生する組成物、またはこれらのうちの1つ
または複数の組合せとすることができる。「データ処理装置」という用語は、例えば、プ
ログラム可能なプロセッサ、コンピュータ、または複数のプロセッサもしくはコンピュー
タを含む、データを処理するためのすべての装置、デバイス、および機械を包含する。装
置は、ハードウェアに加えて、注目しているコンピュータプログラム用の実行環境を作成
するコード、例えば、プロセッサファームウェア、プロトコルスタック、データベース管
理システム、オペレーティングシステム、またはこれらのうちの1つまたは複数の組合せ
を構成するコードを含むものとしてよい。
【０１０９】
コンピュータプログラム(プログラム、ソフトウェア、ソフトウェアアプリケーション
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、スクリプト、またはコードとしても知られる)は、コンパイル型言語またはインタプリ
タ型言語を含む、任意の形態のプログラミング言語で書かれ、スタンドアロンプログラム
、またはモジュール、コンポーネント、サブルーチン、またはコンピューティング環境に
おいて使用するのに適している他のユニットを含む、任意の形態で配備されうる。コンピ
ュータプログラムは、ファイルシステム内のファイルに必ずしも対応しない。プログラム
は、他のプログラムもしくはデータ(例えば、マークアップ言語文書内に格納される1つま
たは複数のスクリプト)を保持するファイルの一部に、注目するプログラム専用の単一フ
ァイル内に、または複数の調整されたファイル(例えば、1つまたは複数のモジュール、サ
ブプログラム、またはコードの一部を格納するファイル)に格納されうる。コンピュータ
プログラムは、1つのコンピュータ上で、または1つのサイトに配置されるか、または複数
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のサイトにまたがって分散され、通信ネットワークによって相互接続されている複数のコ
ンピュータ上で実行されるように配置されうる。
【０１１０】
本開示で説明されているプロセスおよび論理の流れは、入力データを操作し、出力を生
成することによって機能を実行するように1つまたは複数のコンピュータプログラムを実
行する1つまたは複数のプログラム可能なプロセッサによって実行されうる。プロセスお
よび論理の流れも、専用論理回路、例えば、FPGA(フィールドプログラマブルゲートアレ
イ)、またはASIC(特定用途向け集積回路)によって実行され、また装置も、専用論理回路
、例えば、FPGA(フィールドプログラマブルゲートアレイ)、またはASIC(特定用途向け集
積回路)によって実装されうる。
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【０１１１】
コンピュータプログラムの実行に適しているプロセッサとしては、例えば、汎用マイク
ロプロセッサ、専用マイクロプロセッサの両方、および任意の種類のデジタルコンピュー
タの任意の1つまたは複数のプロセッサが挙げられる。概して、プロセッサは、読み取り
専用メモリまたはランダムアクセスメモリまたはその両方から命令およびデータを受け取
る。コンピュータの不可欠な要素は、命令を実行するためのプロセッサならびに命令およ
びデータを格納するための1つまたは複数のメモリデバイスである。概して、コンピュー
タは、データを格納するための1つまたは複数の大容量記憶装置デバイス、例えば、磁気
ディスク、磁気光ディスク、または光ディスクも備え、これらからデータを受け取るか、
またはこれらにデータを転送するか、またはその両方を行うように動作可能なように結合
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される。しかし、コンピュータはこのようなデバイスを備える必要はない。さらに、コン
ピュータは、別のデバイス、例えば、2、3例を挙げると、携帯電話、携帯情報端末(PDA)
、携帯オーディオプレーヤー、全世界測位システム(GPS)受信機に埋め込むことができる
。コンピュータプログラムの命令およびデータを格納するのに適したコンピュータ可読記
録媒体は、例えば、半導体メモリデバイス、例えば、EPROM、EEPROM、およびフラッシュ
メモリデバイス、磁気ディスク、例えば、内蔵ハードディスクまたはリムーバブルディス
ク、磁気光ディスク、ならびにCD‑ROMおよびDVD‑ROMディスクを含む、あらゆる形態の不
揮発性メモリ、媒体、およびメモリデバイスを含む。プロセッサおよびメモリは、専用論
理回路で補完されるか、または専用論理回路に組み込まれうる。
【０１１２】
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ユーザーと情報のやり取りを行うために、本発明の実装形態は、ユーザーに情報を表示
するための表示デバイス、例えば、CRT(陰極線管)またはLCD(液晶ディスプレイ)モニタ、
ならびにユーザーがコンピュータに入力を送るために使用できるキーボードおよびポイン
ティングデバイス、例えば、マウスもしくはトラックボールを有するコンピュータ上で行
うことができる。他の種類のデバイスも、ユーザーと情報をやり取りするために使用する
ことができ、例えば、ユーザーに返されるフィードバックは、任意の形態の感覚フィード
バック、例えば、視覚フィードバック、聴覚フィードバック、または触覚フィードバック
とすることができ、ユーザーからの入力は、音響、話し声、または触覚入力を含む、任意
の形態で受け取ることができる。
【０１１３】
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本開示の実装形態は、バックエンドコンポーネントを、例えば、データサーバーとして
備えるか、またはミドルウェアコンポーネント、例えば、アプリケーションサーバを備え
るか、またはフロントエンドコンポーネント、例えば、ユーザーが本開示の実装形態をイ
ンタラクティブに操作するために使用することができるグラフィカルユーザーインターフ
ェースまたはウェブブラウザを有するクライアントコンピュータを備えるコンピューティ
ングシステムで、または1つまたは複数のそのようなバックエンド、ミドルウェア、また
はフロントエンドコンポーネントの任意の組合せで実現することができる。システムのコ
ンポーネントは、デジタルデータ通信の任意の形態または媒体、例えば、通信ネットワー
クによって相互接続することができる。通信ネットワークの例としては、ローカルエリア
ネットワーク(「LAN」)およびワイドエリアネットワーク(「WAN」)、例えばインターネッ

10

トが挙げられる。
【０１１４】
コンピューティングシステムは、クライアントおよびサーバーを備えることができる。
クライアントおよびサーバーは、概して、互いに隔てられており、典型的には、通信ネッ
トワークを通じて情報のやり取りを行う。クライアントとサーバーとの関係は、コンピュ
ータプログラムが各コンピュータ上で実行され、互いとの間にクライアント‑サーバー関
係を有することによって発生する。
【０１１５】
本開示は、多くの詳細事項を含んでいるが、これらは、本開示の範囲または請求内容の
範囲に対する限定として解釈すべきではなく、むしろ本開示の特定の実装形態に特有の特
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徴の説明として解釈すべきである。別の実装形態の背景状況において本開示で説明されて
いるいくつかの特徴も、単一の実装形態において組み合わせて提供されうる。逆に、単一
の実装形態の背景状況において説明されているさまざまな特徴は、複数の実装形態で別々
に、または好適な部分的組合せで提供することも可能である。さらに、上ではいくつかの
特徴を特定の組合せで動作するものとして説明することができ、さらには最初にしたがっ
て請求されうるが、請求されている組合せから得られる1つまたは複数の特徴は、場合に
よっては、組合せから切り取られ、また請求された組合せは、部分的組合せまたは部分的
組合せの変更形態を対象とするものとすることもできる。
【０１１６】
同様に、動作は図面内に特定の順序で示されているが、これは、そのような動作が図示
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されている特定の順序で、または順番に実行されること、または全ての例示されている動
作が、望ましい結果が得られるように実行されることを要求していると理解されるべきで
はない。いくつかの状況では、マルチタスクおよび並列処理が有利な場合もある。さらに
、上述の実装形態においてさまざまなシステムコンポーネントが分離しているが、すべて
の実装形態においてそのような分離が必要とされていると理解されるべきではなく、また
説明されているプログラムコンポーネントおよびシステムは、一般的に、単一のソフトウ
ェア製品に一体化されうるか、または複数のソフトウェア製品にパッケージングされうる
ことは理解されるであろう。
【０１１７】
HTMLファイルについて言及しているそれぞれの場合において、他のファイルタイプまた
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はファイル形式を代用できる。例えば、HTMLファイルは、XML、JSON、プレーンテキスト
、または他のタイプのファイルで置き換えることができる。さらに、テーブルもしくはハ
ッシュテーブルについて言及している場合、他のデータ構造(スプレッドシート、関係デ
ータベース、または構造化ファイル)を使用することができる。
【０１１８】
これで、本開示の特定の実装形態が説明された。他の実装形態は、添付の請求項の範囲
内に収まる。例えば、請求項に記載のアクションは、異なる順序で実行することができ、
それでも、所望の結果が得られる。
【符号の説明】
【０１１９】
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