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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　少なくとも１つのプロセッサとメモリとを有するウェブサイト構築システムサーバ用の
システムであって、
　前記システムによって編集される編集可能な可視ページ内に現在表示され、オブジェク
トのサブセットであり、前記サブセットに含まれる前記オブジェクトの少なくとも１つが
、予め定義されたカスタマイズ可能な属性とカスタマイズ不可能な属性とを有し、前記サ
ブセットに含まれる前記オブジェクトの各々は少なくともカスタマイズＩＤを含む少なく
とも１つのカスタマイズレコードを有する、前記サブセットを受け取るインタープリター
と、
　前記カスタマイズＩＤに従って、前記サブセットに含まれる前記オブジェクトの前記カ
スタマイズ可能な属性をソートするソータと、
　前記カスタマイズレコードを、共通のカスタマイズＩＤに従って、各々のリストが共通
のカスタマイズＩＤを共有するカスタマイズレコードを備えた属性を有するリストのセッ
トに結合することにより、前記サブセットに含まれる前記オブジェクトによって特定され
るカスタマイズユーザインタフェースを構築し、前記リストに従ってダイアログ要素を生
成するダイアログビルダと、
　前記サブセットに含まれる前記オブジェクトの前記カスタマイズ可能な属性に基づいて
、前記ユーザインターフェースを表示する表示部と、
　を備えるシステム。
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【請求項２】
　前記ユーザインターフェースに従って入力を受け取り、前記入力に従って前記カスタマ
イズ可能な属性を更新する更新部、
　をさらに備える請求項１に記載のシステム。
【請求項３】
　前記オブジェクトは、アトミックコンポーネント、コンテナコンポーネント、リンキン
グコンポーネント、サードパーティコンポーネント、テンプレート、ビュー、および、少
なくとも２つのオブジェクト間の関係を表すリレーションシップオブジェクト、のうちの
少なくとも１つである、請求項１に記載のシステム。
【請求項４】
　前記サブセットは、予め定義されたサブセット、ユーザ選択、および、サブセットの拡
張、のうちの少なくとも１つである、請求項１に記載のシステム。
【請求項５】
　前記拡張は、内包されるオブジェクトを含むように拡張されたサブセット、関係するオ
ブジェクトを含むように拡張されたサブセット、および、継承されるオブジェクトを含む
ように拡張されたサブセット、のうちの少なくとも１つである、請求項４に記載のシステ
ム。
【請求項６】
　前記サブセットは、少なくとも１つのオブジェクトの直接のサブセット、オブジェクト
が前記ユーザにより選択されたページ領域と交差する、またはオブジェクトが前記ユーザ
により選択されたページ領域に含まれる、サブセット、および、ユーザが定義するクエリ
に従ったサブセット、のうちの少なくとも１つである、請求項４に記載のシステム。
【請求項７】
　前記システムは、オブジェクトの複数のインスタンスを１つのページ上に表示すること
をサポートし、前記サブセットは、前記複数の表示されるオブジェクトインスタンスの部
分を備える、請求項１に記載のシステム。
【請求項８】
　前記ソータは、複数の構成可能な属性の入力事項を、前記入力事項の共通のプロパティ
に従って統合する、請求項１に記載のシステム。
【請求項９】
　前記カスタマイズレコードは、プロンプト、および、優先順位、のうちの少なくとも１
つを有する、請求項１に記載のシステム。
【請求項１０】
　前記ソータは、前記優先順位に従って属性をソートする、請求項９に記載のシステム。
【請求項１１】
　前記ソータは、階層的な前記カスタマイズＩＤ構造に従って属性をソートする、請求項
１に記載のシステム。
【請求項１２】
　前記ソータは、影響を受ける前記オブジェクトにおいて提供されるヒントに従って属性
を配列する、請求項１に記載のシステム。
【請求項１３】
　前記ソータは、前記少なくとも１つの関連付けされたカスタマイズレコードに基づいて
、前記優先順位に従って属性をソートする、請求項９に記載のシステム。
【請求項１４】
　前記ソータは、予め定義された条件に従ってソートする、請求項１に記載のシステム。
【請求項１５】
　前記少なくとも１つの関連付けされたカスタマイズレコードを、前記優先順位、共通の
値、および、関係するオブジェクトのプロパティ、のうちの少なくとも１つに基づいて結
合すること、をさらに含む、請求項９に記載のシステム。
【請求項１６】
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　前記ユーザインターフェースは、線形、階層的、および、二次元、のうちの少なくとも
１つである、請求項１に記載のシステム。
【請求項１７】
　前記ユーザインターフェースは、前記カスタマイズ優先順位パラメータ、カスタマイズ
階層パラメータ、構成されたオブジェクトコンポーネントのページ上の場所、および、影
響を受ける前記オブジェクトにおいて提供されるダイアログのレイアウトのヒント、のう
ちの少なくとも１つに従って、レイアウトされる、請求項９に記載のシステム。
【請求項１８】
　前記更新部は、前記カスタマイズ可能な属性について予め定義された式を使用して、更
新を行う、請求項２に記載のシステム。
【請求項１９】
　前記更新部は、前記属性が修正される通りに、継続的に更新を行って、ＷＹＳＩＷＹＧ
（ｗｈａｔ  ｙｏｕ  ｓｅｅ  ｉｓ  ｗｈａｔ  ｙｏｕ  ｇｅｔ）の効果を提供する、請
求項２に記載のシステム。
【請求項２０】
　前記更新部は、前記属性が修正される通りに、徐々に更新を行って、異なる前記カスタ
マイズ可能な属性値を有する、前記オブジェクトの２つのバージョン間のアニメーション
を提供する、請求項２に記載のシステム。
【請求項２１】
　前記更新部は、リンキングコンポーネント、ユーザにより選択された特定のビューイン
スタンス、および、ビューテンプレート定義、のうちの少なくとも１つの中で、ビューを
更新する、請求項２に記載のシステム。
【請求項２２】
　前記システムは、ウェブサイト構築システム、ウェブページ構築システム、オンライン
アプリケーション構築ツール、オフラインアプリケーション構築ツール、および、モバイ
ルアプリケーション構築ツール、のうちの１つである、請求項１に記載のシステム。
【請求項２３】
　ウェブサイト構築システム内で編集される編集可能な可視ページ内に現在表示され、オ
ブジェクトのサブセットであり、前記サブセットに含まれる前記オブジェクトの少なくと
も１つが、予め定義されたカスタマイズ可能な属性とカスタマイズ不可能な属性とを有し
、前記サブセットに含まれる前記オブジェクトの各々は少なくともカスタマイズＩＤを含
む少なくとも１つのカスタマイズレコードを有する、前記サブセットを受け取ることと、
　前記カスタマイズＩＤに従って、前記サブセットに含まれる前記オブジェクトの前記カ
スタマイズ可能な属性をソートすることと、
　前記カスタマイズレコードを、共通のカスタマイズＩＤに従って、各々のリストが共通
のカスタマイズＩＤを共有するカスタマイズレコードを備えた属性を有するリストのセッ
トに結合することにより、前記サブセットに含まれる前記オブジェクトによって特定され
るカスタマイズユーザインタフェースを構築し、前記リストに従ってダイアログ要素を生
成することと、
　前記サブセットに含まれる前記オブジェクトの前記カスタマイズ可能な属性に基づいて
、前記ユーザインターフェースを表示することと、
　を含むコンピュータ化された方法。
【請求項２４】
　前記ユーザインターフェースに従って入力を受け取り、前記入力に従って前記カスタマ
イズ可能な属性を更新すること、
　をさらに含む請求項２３に記載の方法。
【請求項２５】
　前記オブジェクトは、アトミックコンポーネント、コンテナコンポーネント、サードパ
ーティコンポーネント、テンプレート、ビュー、および、少なくとも２つのオブジェクト
間の関係を表すリレーションシップオブジェクト、のうちの少なくとも１つである、請求
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項２３に記載の方法。
【請求項２６】
　前記サブセットは、予め定義されたサブセット、ユーザ選択、および、サブセットの拡
張、のうちの少なくとも１つである、請求項２３に記載の方法。
【請求項２７】
　前記拡張は、内包されるオブジェクトを含むように拡張されたサブセット、関係するオ
ブジェクトを含むように拡張されたサブセット、および、継承されるオブジェクトを含む
ように拡張されたサブセット、のうちの少なくとも１つである、請求項２６に記載の方法
。
【請求項２８】
　前記サブセットは、少なくとも１つのオブジェクトの直接のサブセット、オブジェクト
が前記ユーザにより選択されたページ領域と交差する、またはオブジェクトが前記ユーザ
により選択されたページ領域に含まれる、サブセット、および、ユーザが定義するクエリ
に従ったサブセット、のうちの少なくとも１つである、請求項２６に記載の方法。
【請求項２９】
　前記方法は、オブジェクトの複数のインスタンスを１つのページ上に表示することを含
み、前記サブセットは、前記複数の表示されるオブジェクトインスタンスの部分を備える
、請求項２３に記載の方法。
【請求項３０】
　前記ソートすることは、複数の構成可能な属性の入力事項を、前記入力事項の共通のプ
ロパティに従って、統合することを含む、請求項２３に記載の方法。
【請求項３１】
　前記カスタマイズレコードは、プロンプト、および、優先順位、のうちの少なくとも１
つを有する、請求項２３に記載の方法。
【請求項３２】
　前記ソートすることは、前記優先順位に従ってなされる、請求項３１に記載の方法。
【請求項３３】
　前記ソートすることは、階層的な前記カスタマイズＩＤ構造に従ってなされる、請求項
２３に記載の方法。
【請求項３４】
　前記ソートすることは、影響を受ける前記オブジェクトにおいて提供されるヒントに従
ってなされる、請求項２３に記載の方法。
【請求項３５】
　前記ソートすることは、前記少なくとも１つの関連付けされた前記カスタマイズレコー
ドに基づいて、優先順位に従ってなされる、請求項３１に記載の方法。
【請求項３６】
　前記ソートすることは、予め定義された条件に従ってなされる、請求項２３に記載の方
法。
【請求項３７】
　競合する前記少なくとも１つの関連付けされたカスタマイズレコードを、前記優先順位
、共通の値、および、関係するオブジェクトのプロパティ、のうちの少なくとも１つに基
づいて、結合することをさらに含む、請求項３１に記載の方法。
【請求項３８】
　前記ユーザインターフェースは、線形、階層的、および、二次元、のうちの少なくとも
１つである、請求項２３に記載の方法。
【請求項３９】
　前記ユーザインターフェースを、カスタマイズ優先順位パラメータ、カスタマイズ階層
パラメータ、前記構成されたオブジェクトの前記ページ上の場所、および、影響を受ける
前記オブジェクトにおいて提供されるダイアログのレイアウトのヒント、のうちの少なく
とも１つに従って、レイアウトすることをさらに含む、請求項２３記載の方法。
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【請求項４０】
　前記更新することは、前記カスタマイズ可能な属性について予め定義された式を使用し
てなされる、請求項２４に記載の方法。
【請求項４１】
　前記更新することは、前記属性が修正される通りに、継続的になされ、ＷＹＳＩＷＹＧ
（ｗｈａｔ  ｙｏｕ  ｓｅｅ  ｉｓ  ｗｈａｔ  ｙｏｕ  ｇｅｔ）の効果を提供する、請
求項２４に記載の方法。
【請求項４２】
　前記更新することは、前記属性が修正される通りに、徐々になされ、異なる前記カスタ
マイズ可能な属性値を有する、前記コンポーネントの２つのバージョン間のアニメーショ
ンを提供する、請求項２４に記載の方法。
【請求項４３】
　前記更新することは、リンキングコンポーネント、ユーザにより選択された特定のビュ
ーインスタンス、および、ビューテンプレート定義、のうちの少なくとも１つの中で、ビ
ューを訂正することを含む、請求項２４に記載の方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、一般にコンポーネントベースのアプリケーションビルダに関し、特に、ダイ
アログカスタマイズに関する。
【背景技術】
【０００２】
　ウェブサイト構築システム、ウェブページ構築システム、デスクトップアプリケーショ
ン構築システム、および、モバイルアプリケーション構築システムなど、ウェブサイトお
よび他のオンラインまたはオフラインのアプリケーションを作成して編集するために使用
することができる多くのコンポーネントベースのアプリケーションビルダが、オンライン
およびオフラインで市販されている。本出願は、簡潔にするため、ウェブサイト構築シス
テムに言及するが、この特徴は、上記コンポーネントベースのアプリケーションビルダに
も適用され得る。
【０００３】
　ウェブサイト構築システムは、コンポーネントまたは非コンポーネントオブジェクトで
あり得るオブジェクトを含むページの概念に基づく。コンポーネントは、アトミックコン
ポーネントまたはコンテナコンポーネントであってよい。コンテナコンポーネントは、シ
ングルページのコンテナまたはマルチページのコンテナ（お互いに分離された複数のミニ
ページを含む）であってよい。マルチページのコンテナは、一度に単一のミニページを表
示してもよいし（単一ページ表示）、または、複数または全てのミニページを表示しても
よいし（ギャラリー／カルーセル表示）、マルチページのコンテナは、固定の表示モード
（例えば、ギャラリー表示のみ）を有してもよく、または、複数の表示モードを切替可能
にしてもよい。非コンポーネントオブジェクトには、リレーションシップオブジェクト、
ビュー、およびテンプレートが含まれてよく、以下でさらに説明する。
【０００４】
　コンポーネントは、コンテンツ、例えば、テキストコンポーネントのテキスト、画像コ
ンポーネントの画像、などを有してもよい。コンポーネントは、特に、表示属性（例えば
、色、フレーム）、ならびにレイアウト属性（大きさおよび位置）を含む、追加の属性を
有する。
【０００５】
　コンポーネントは、（色、大きさ、位置、および何らかの他の属性を有するが）いかな
る内部コンテンツも有していない星形のような、コンテンツレスであってもよく、または
、テキストパラグラフコンポーネントのように内部コンテンツを有してもよく、テキスト
パラグラフコンポーネントの内部コンテンツには、表示されるテキストに加えて、フォン
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ト、フォーマットおよびレイアウトの情報が含まれる。このコンテンツは、もちろん、テ
キストパラグラフコンポーネントの１つのインスタンスから別のインスタンスに変更され
得る。
【０００６】
　ウェブサイト構築システムは、オブジェクトＡが（親と呼ばれる）エンティティＢから
継承する際に、Ａの下位要素が、Ｂの下位エンティティなどからコピーされるように、オ
ブジェクト間の継承関係をサポートしてもよい。
【０００７】
　ウェブサイト構築システムは、サードパーティアプリケーション、およびこれに埋め込
まれたコンポーネントを使用して、拡張させることもできる。そのようなサードパーティ
アプリケーションは、ウェブサイト構築システム設計環境に含まれてもよいし、または、
多数の流通機構を介して、例えば、ウェブサイト構築システムに統合されたアプリケーシ
ョン販売店（アプリストア）から、もしくは、ウェブサイト構築システム（Website Buil
ding System；ＷＢＳ）ベンダまたは別のエンティティによって運営される、別個のウェ
ブベースまたはスタンドアロンのアプリケーションリポジトリ（または、アプリストア）
から、別途購入（または別の方法で入手）されてもよい。サードパーティアプリケーショ
ンは、（アプリストアを介してまたは介さずに）サードパーティアプリケーションベンダ
から直接取得されてもよい。サードパーティアプリケーションベンダは、実際のインスト
ールモジュール、または、単にアクティベーションコードまたはアクセスコードを提供す
る。
【０００８】
　従って、ウェブサイト構築システムで作成された典型的なサイトは、正規のコンポーネ
ントとサードパーティアプリケーションコンポーネントとのインスタンスからなるページ
を有する。そのようなページは、リンキングコンポーネントを含んでもよく、リンキング
コンポーネントは、以下でさらに説明するように、ページセクションテンプレート（ビュ
ーとして知られる）を使用してフォーマットされた、内部または外部のデータソースから
のデータ項目を表示する。
【０００９】
　ダイアログインターフェースは、いずれのオンラインアプリケーションビルダ（オンラ
インウェブサイト構築アプリケーション等）でも重要な特徴である。ダイアログインター
フェースにより、関連するシステムは、設計者および／またはエンドユーザから入力を要
求すること、または、設計者および／またはエンドユーザに対して情報を提示することが
できる。
【先行技術文献】
【特許文献】
【００１０】
【特許文献１】米国特許出願公開第２０１４／０２８２２１８号明細書
【発明の概要】
【課題を解決するための手段】
【００１１】
　本発明の好ましい実施形態によれば、選択されたオブジェクトの少なくとも１つが、予
め定義されたカスタマイズ可能な属性とカスタマイズ不可能な属性とを有する、システム
の表示されるオブジェクトの選択のために、前記選択されたオブジェクトの前記カスタマ
イズ可能な属性をソートするソータと、前記ソートされた予め定義されたカスタマイズ可
能な属性に基づいて、前記選択によって特定されるカスタマイズダイアログを構築するダ
イアログビルダと、を備えるシステムが提供される。
【００１２】
　さらに、本発明の好ましい実施形態によれば、前記システムは、前記ダイアログを表示
する表示部と、前記ダイアログに従って入力を受け取り、前記入力に従って前記カスタマ
イズ可能な属性を更新する更新部と、をさらに備える。
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【００１３】
　さらに、本発明の好ましい実施形態によれば、前記少なくとも１つの選択されたオブジ
ェクトのそれぞれは、前記予め定義されたカスタマイズ可能な属性をリストアップする少
なくとも１つの関連付けられたカスタマイズレコードを有する。
【００１４】
　さらに、本発明の好ましい実施形態によれば、前記オブジェクトは、アトミックコンポ
ーネント、コンテナコンポーネント、リンキングコンポーネント、サードパーティコンポ
ーネント、テンプレート、ビュー、および、少なくとも２つのオブジェクト間の関係を表
すリレーションシップオブジェクト、のうちの少なくとも１つである。
【００１５】
　加えて、本発明の好ましい実施形態によれば、前記選択は、予め定義された選択、ユー
ザ選択、および、選択の拡大、のうちの少なくとも１つである。
【００１６】
　さらに、本発明の好ましい実施形態によれば、前記拡大は、内包されるオブジェクトを
含むように拡大された選択、関係するオブジェクトを含むように拡大された選択、および
、継承されるオブジェクトを含むように拡大された選択、のうちの少なくとも１つである
。
【００１７】
　さらに、本発明の好ましい実施形態によれば、前記選択は、少なくとも１つオブジェク
トの直接選択、前記ユーザにより選択されたページ領域との交差部分または前記ユーザに
より選択されたページ領域を含む部分に従った選択、および、ユーザが定義するクエリに
従った選択、のうちの少なくとも１つである。
【００１８】
　さらに、本発明の好ましい実施形態によれば、前記システムは、オブジェクトの複数の
インスタンスを１つのページ上に表示することをサポートし、前記選択は、前記複数の表
示されるオブジェクトインスタンスのサブセットを備える。
【００１９】
　加えて、本発明の好ましい実施形態によれば、前記ソータは、複数の構成可能な属性の
入力事項を、前記入力事項の共通のプロパティに従って統合する。
【００２０】
　さらに、本発明の好ましい実施形態によれば、前記ソータは、優先順位に従って属性を
ソートする。
【００２１】
　さらに、本発明の好ましい実施形態によれば、前記ソータは、階層的なＩＤ構造に従っ
て属性をソートする。
【００２２】
　さらに、本発明の好ましい実施形態によれば、前記ソータは、影響を受ける前記オブジ
ェクトにおいて提供されるヒントに従って属性を配列する。
【００２３】
　加えて、本発明の好ましい実施形態によれば、前記ソータは、前記少なくとも１つの関
連付けされたカスタマイズされたレコードに基づいて、優先順位に従って属性をソートす
る。
【００２４】
　さらに、本発明の好ましい実施形態によれば、前記ソータは、予め定義された条件に従
ってソートする。
【００２５】
　さらに、本発明の好ましい実施形態によれば、競合する前記関連付けされたカスタマイ
ズされたレコードは、優先順位、共通の値、および、関係するオブジェクトのプロパティ
、のうちの少なくとも１つに基づいて、結合される。
【００２６】
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　さらに、本発明の好ましい実施形態によれば、前記ダイアログは、線形ダイアログ、階
層的ダイアログ、および、二次元ダイアログ、のうちの少なくとも１つである。
【００２７】
　加えて、本発明の好ましい実施形態によれば、前記ダイアログは、カスタマイズ優先順
位パラメータ、カスタマイズ階層パラメータ、構成されたオブジェクトコンポーネントの
ページ上の場所、および、影響を受ける前記オブジェクトにおいて提供されるダイアログ
のレイアウトのヒント、のうちの少なくとも１つに従って、レイアウトされる。
【００２８】
　さらに、本発明の好ましい実施形態によれば、前記更新部は、前記カスタマイズ可能な
属性について予め定義された式を使用して、更新を行う。
【００２９】
　さらに、本発明の好ましい実施形態によれば、前記更新部は、前記属性が修正される通
りに、継続的に更新を行って、ＷＳＹＷＹＧ（ｗｈａｔ　ｙｏｕ　ｓｅｅ　ｉｓ　ｗｈａ
ｔ　ｙｏｕ　ｇｅｔ）の効果を提供する。
【００３０】
　加えて、本発明の好ましい実施形態によれば、前記更新部は、前記属性が修正される通
りに、徐々に更新を行って、異なる前記カスタマイズ可能な属性値を有する、前記オブジ
ェクトの２つのバージョン間のアニメーションを提供する。
【００３１】
　さらに、本発明の好ましい実施形態によれば、前記更新部は、リンキングコンポーネン
ト、ユーザにより選択された特定のビューインスタンス、および、ビューテンプレート定
義、のうちの少なくとも１つの中で、ビューを更新する。
【００３２】
　さらに、本発明の好ましい実施形態によれば、前記システムは、ウェブサイト構築シス
テム、ウェブページ構築システム、オンラインアプリケーション構築ツール、オフライン
アプリケーション構築ツール、および、モバイルアプリケーション構築ツール、のうちの
１つである。
【００３３】
　本発明の好ましい実施形態によれば、選択されたオブジェクトの少なくとも１つが、予
め定義されたカスタマイズ可能な属性とカスタマイズ不可能な属性とを有する、表示され
るオブジェクトの選択のために、前記選択されたオブジェクトの前記カスタマイズ可能な
属性をソートすることと、前記ソートされた予め定義されたカスタマイズ可能な属性に基
づいて、前記選択によって特定されるカスタマイズダイアログを構築することと、を含む
方法が提供される。
【００３４】
　さらに、本発明の好ましい実施形態によれば、前記方法は、前記ダイアログを表示する
ことと、前記ダイアログに従って入力を受け取り、前記入力に従って前記カスタマイズ可
能な属性を更新することと、を含む。
【００３５】
　さらに、本発明の好ましい実施形態によれば、前記少なくとも１つの選択されたオブジ
ェクトは、前述の予め定義されたカスタマイズ可能な属性をリストアップする少なくとも
１つの関連付けられたカスタマイズレコードを有する。
【００３６】
　さらに、本発明の好ましい実施形態によれば、前記オブジェクトは、アトミックコンポ
ーネント、コンテナコンポーネント、サードパーティコンポーネント、テンプレート、ビ
ュー、および、少なくとも２つのオブジェクト間の関係を表すリレーションシップオブジ
ェクト、のうちの少なくとも１つである。
【００３７】
　加えて、本発明の好ましい実施形態によれば、前記選択は、予め定義された選択、ユー
ザ選択、および、選択の拡大、のうちの少なくとも１つである。
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【００３８】
　さらに、本発明の好ましい実施形態によれば、前記拡大は、内包されるオブジェクトを
含むように拡大された選択、関係するオブジェクトを含むように拡大された選択、および
、継承されるオブジェクトを含むように拡大された選択、のうちの少なくとも１つである
。
【００３９】
　さらに、本発明の好ましい実施形態によれば、前記選択は、少なくとも１つのオブジェ
クトの直接選択、前記ユーザにより選択されたページ領域との交差部分または前記ユーザ
により選択されたページ領域を含む部分に従った選択、および、ユーザが定義するクエリ
に従った選択、のうちの少なくとも１つである。
【００４０】
　さらに、本発明の好ましい実施形態によれば、前記方法は、オブジェクトの複数のイン
スタンスを１つのページ上に表示することを含み、前記選択は、前記複数の表示されるオ
ブジェクトインスタンスのサブセットを備える。
【００４１】
　加えて、本発明の好ましい実施形態によれば、前記ソートすることは、複数の構成可能
な属性の入力事項を、前記入力事項の共通のプロパティに従って、統合することを含む。
【００４２】
　さらに、本発明の好ましい実施形態によれば、前記ソートすることは、優先順位に従っ
てなされる。
【００４３】
　さらに、本発明の好ましい実施形態によれば、前記ソートすることは、階層的なＩＤ構
造に従ってなされる。
【００４４】
　さらに、本発明の好ましい実施形態によれば、前記ソートすることは、影響を受ける前
記オブジェクトにおいて提供されるヒントに従ってなされる。
【００４５】
　加えて、本発明の好ましい実施形態によれば、前記ソートすることは、前記少なくとも
１つの関連付けされたカスタマイズされたレコードに基づいて、優先順位に従ってなされ
る。
【００４６】
　さらに、本発明の好ましい実施形態によれば、前記ソートすることは、予め定義された
条件に従ってなされる。
【００４７】
　さらに、本発明の好ましい実施形態によれば、方法が、競合する前記少なくとも１つの
関連付けされたカスタマイズされたレコードを、優先順位、共通の値、および、関係する
オブジェクトのプロパティ、のうちの少なくとも１つに基づいて、結合することを含む。
【００４８】
　加えて、本発明の好ましい実施形態によれば、前記ダイアログは、線形ダイアログ、階
層的ダイアログ、および、二次元ダイアログ、のうちの少なくとも１つである。
【００４９】
　さらに、本発明の好ましい実施形態によれば、前記方法は、前記ダイアログを、カスタ
マイズ優先順位パラメータ、カスタマイズ階層パラメータ、前記構成されたオブジェクト
の前記ページ上の場所、および、影響を受ける前記オブジェクトにおいて提供されるダイ
アログのレイアウトのヒント、のうちの少なくとも１つに従って、レイアウトすることを
含む。
【００５０】
　さらに、本発明の好ましい実施形態によれば、前記更新することは、前記カスタマイズ
可能な属性について予め定義された方式を使用してなされる。
【００５１】
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　加えて、本発明の好ましい実施形態によれば、前記更新することは、前記属性が修正さ
れる通りに、継続的になされ、ＷＳＹＷＹＧ（ｗｈａｔ　ｙｏｕ　ｓｅｅ　ｉｓ　ｗｈａ
ｔ　ｙｏｕ　ｇｅｔ）の効果を提供する。
【００５２】
　さらに、本発明の好ましい実施形態によれば、前記更新することは、前記属性が修正さ
れる通りに、徐々になされ、異なる前記カスタマイズ可能な属性値を有する、前記コンポ
ーネントの２つのバージョン間のアニメーションを提供する。
【００５３】
　さらに、本発明の好ましい実施形態によれば、前記更新することは、リンキングコンポ
ーネント、ユーザにより選択された特定のビューインスタンス、および、ビューテンプレ
ート定義、のうちの少なくとも１つの中で、ビューを訂正することを含む。
【００５４】
　本発明の主題は、特に、明細書の末尾において指摘され、かつ、明確に主張される。し
かし、本発明は、動作の体系および方法の両方について、その目的、特徴、および利点と
合わせて、以下の詳細な説明を添付の図面と共に参照することにより、最もよく理解され
るであろう。
【図面の簡単な説明】
【００５５】
【図１】レストランのウェブサイトのコンテンツエントリーのためのダイアログのスクリ
ーンショットの図である。
【図２】レストランのウェブサイトのメニューとその設定パネルのためのカスタマイズダ
イアログを含む、ユーザインターフェースのスクリーンショットの図である。
【図３】全ての表示項目について項目間の間隔を変更するための、カスタマイズダイアロ
グのスクリーンショットの図である。
【図４】８個の異なるテキストコンポーネントを内包するウェブサイトのページの概略図
である。
【図５】本発明に従って構築され動作する、ウェブサイトダイアログのカスタマイズを自
動化するためのシステムの概略図である。
【図６】本発明に従って構築され動作する、図５のシステムの実装の概略図である。
【図７】本発明に従って構築され動作する、特定のページのビューのためのカスタマイズ
されたダイアログの概略図である。
【図８】本発明に従って構築され動作する、コンポーネントレイアウトに基づくダイアロ
グ作成の概略図である。
【図９】レストランのウェブサイトメニューの、代替レイアウト表示（代替カスタマイズ
ダイアログを含む）を示すユーザインターフェースのスクリーンショットである。
【発明を実施するための形態】
【００５６】
　説明を簡潔および明確にするために、図面に示される要素は、必ずしも原寸に比例して
示されていないことが理解されよう。例えば、いくつかの要素の寸法は、明確にする目的
で、他の要素に比較して、実際よりも大きくされていることがある。さらに、適切と考え
られる場合は、参照番号が、図面間で繰り返し使用されて、対応または類似する要素を示
すことがある。
【００５７】
　以下の詳細な説明では、本発明の全体的な理解を提供するために、多数の特定の詳細が
記載される。しかし、本発明が、これらの特定の詳細が与えられなくとも実施され得るこ
とを、当業者は理解するであろう。他の例では、周知の方法、手順、および構成要素につ
いて、詳細には説明せず、本発明が不明瞭にならないようにした。
【００５８】
　ウェブサイト構築システムは、通常、設計者に対して、特定のビュー、項目、および、
項目／ビューの組み合わせを含むウェブサイトオブジェクトをカスタマイズする能力を提
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供し得る。以下の考察では、（最も一般的な場合である）コンポーネントのカスタマイズ
について言及する。しかし、以下の本発明の説明は、ビューおよびテンプレートを特に含
む非コンポーネントオブジェクトのカスタマイズに完全に適用可能である。本明細書にお
いて上記で考察したように、多くのウェブサイトコンポーネントが、多数の構成可能な属
性を有し、該属性には、コンポーネント自体に関係するもの（例えば、背景色、表示され
るテキストのフォント）、コンポーネントの表示フォーマット（例えば、特定の日付のフ
ォーマット）、コンポーネントの表示パラメータ（行と列の数など）、のみならず、特定
のインスタンスに関係するもの（例えば、位置および大きさ）、が含まれる。これらの構
成可能な属性を使用して、正規のウェブサイト構築システムのユーザインターフェースを
通じて、または、ＡＰＩもしくはウェブサービスなどの他の手段を介して、関連するイン
スタンスを構成することができる。ウェブサイト構築システムは、リレーションシップオ
ブジェクトをサポートすることもでき、リレーションシップがカスタマイズされてもよい
。そのようなリレーションシップオブジェクトは、ウェブサイト構築システムコンポーネ
ントの間（または他のオブジェクトの間）の関係を表す。例として、動的レイアウトアン
カー（例えば、コンポーネント間の距離を定義するもの）、および、動作上のリレーショ
ンシップ（例えば、あるコンポーネントのコンテンツの変化が、別のコンポーネントにど
のように影響するのかを定義するもの）等がある。
【００５９】
　コンポーネントは、カスタマイズ不可能な、または、条件付きでカスタマイズ可能な、
パラメータおよび属性も有し得る。例えば、所定の項目がカスタマイズされてもよいが、
所定のビューに表示されるときだけとすることができる。これらのカスタマイズオプショ
ンは、予め定められた特定の修正または設計の特権に従う設計者にとって（またはエンド
ユーザにとって）のみ利用可能であり得る。
【００６０】
　サードパーティアプリケーションについては、サードパーティアプリケーションベンダ
が、サードパーティアプリケーションインスタンスを構成するために使用可能な、特定の
構成可能な属性を定義してもよい。これら属性は、表示フレーム型等のように下位レベル
であることも、電子商取引サードパーティアプリケーションに対する最大許容購入等のよ
うに上位レベルであることもできる。
【００６１】
　作成されたウェブサイトは、リンキングコンポーネントを含んでもよい。このリンキン
グコンポーネントは、（ビューとして知られる）ページセクションテンプレートを使用し
てフォーマットされた外部のデータソースからのデータ項目を表示する。リンキングコン
ポーネントは、発明の名称が「DEVICE, SYSTEM, AND METHOD OF WEBSITE BUILDING BY UT
ILIZING DATA LISTS」の、２０１４年３月１３日に出願され、本発明と同一の譲受人に譲
渡された特許文献１においてさらに考察されている。リンキングコンポーネントは、デー
タ項目からなる１つ以上のコレクションを含む内部または外部のデータベースにリンクし
ていてもよい。リンキングコンポーネントが表示されると、データベースがアクセスされ
て表示すべきデータ項目の現在のリストが生成される。ビューが各データ項目と関連付け
られてよいこと、および、データ項目が所定の領域に一度に表示されてもよく（拡大／ズ
ームモード表示として知られる）、複数の項目としてまとめて表示されてもよい（リスト
またはギャラリーモード表示として知られる）ことが理解されよう。さまざまなデータ項
目がさまざまなビューを使用して表示され得る。
【００６２】
　さらに、ページ構築処理で、構成可能な属性を同様に有する追加の（非コンポーネント
）オブジェクトを作成してもよいことが理解されよう。例えば、２つのコンポーネントを
、動的レイアウトアンカーにリンクさせることができ、アンカーの長さ（すなわち、コン
ポーネント間の間隔）は、構成可能な属性であり得る。
【００６３】
　出願人は、そのような構成可能なコンポーネントについて、単一のカスタマイズが、複
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数のコンポーネントに潜在的に影響を与え得ること、例えば、同じ色の調節が、調和を保
つために同じ表示内の複数のコンポーネントに適用されてしまうことに気付いた。別の例
は、ビューの右端と同じビュー内の２つのコンポーネントとの間の距離であり、これは、
調整されてよいが、両コンポーネントに対して同じままでなければならないか、または、
所定の比を保つ必要があり得る。
【００６４】
　カスタマイズは、特定の項目のコンポーネントの属性、または、関与するビューに影響
を与え得る。カスタマイズオプションに含まれ得るものには、所定のコンポーネントを表
示すべきか（はい／いいえ）、固定のコンテンツ（例えば、タイトルのテキスト）、表示
属性（例えば、フォント、大きさ、および色）、画面情報距離（上記のレストランの例で
は、料理名と、その説明との間の距離）、カウント（例えば、マルチカラム表示での段組
みの数）、および、表示を扱うコンポーネントに引き渡される一般的なパラメータがある
。
【００６５】
　出願人はまた、現在のカスタマーダイアログまたはインターフェースでは、特定のコン
ポーネントに対して更新または変更を行うために、全てが複数の属性（構成可能なものも
、そうでないものも含む）を有する個々のコンポーネントのリストを、設計者がこつこつ
と進める必要があることにも気付いた。設計者が、同じページの８個の異なるコンポーネ
ントの背景色を更新するためには、設計者は、各コンポーネントの背景色の属性を個別に
更新しなくてはならない。この処理は、労力を要し得、時間もかかり得る。上記で考察し
たように、全ての属性が編集可能でないとしても、設計者に提示される更新ダイアログが
、２つの型の属性の間に差異を認めず、両方の型の属性が設計者に提示されてもよいこと
が理解されよう。
【００６６】
　出願人はさらに、上記更新を必要とするような関連するコンポーネントに合わせた、カ
スタマイズされたダイアログの作成が、特定の属性の一括更新を可能にすることに気付い
た。出願人はまた、カスタマイズされたダイアログでは、（関連するウェブサイト構築シ
ステムを使用して自分のウェブサイトを構築する）下級設計者に対して提示されるものが
、上級設計者によって予め定められた対象のコンポーネントのみについてのカスタマイズ
可能な属性のリストであることにも気付いた。出願人はさらに、コンポーネントの特定の
ビュー（またはプレゼンテーション）が、調整され得る特定の属性および値を自動的に判
定し得、カスタマイズの重要度をランク付けし得ることに気付いた。あるカスタマイズが
、他より重要であってもよく、より容易にアクセスできるべきである。
【００６７】
　本発明の一実施形態に従って、テンプレート、ビュー、および、可能性として、いくつ
かのページ（以下、編集ページという）の最初の構築、のみならず、任意の潜在的なカス
タマイズも、関連するウェブサイト構築システムの製造者によって行われてもよいことが
理解されよう。この場合、上級設計者は、関連するウェブサイト構築システムを使用して
、（本明細書において、以下でさらに詳細に説明するように）カスタマイズレコードをセ
ットアップして作成してもよい。完成結果は、より下級の設計者５によって使用され得る
。下級の設計者５は、用意されたテンプレート等を使用して自分自身のウェブサイトを作
成してもよい。上級設計者は、いずれの属性が、下級設計者によって構成可能であり得る
か、および、いずれを下級設計者に見せ、利用可能にするか、を設計時に決めてもよいこ
とが理解されよう。また、上級設計者および下級設計者の両者が同一人物（または企業）
である場合が、あり得ることが理解されよう。
【００６８】
　下級設計者５は、いずれのレイアウトを（利用可能なものから）使用するかをウェブサ
イト構築システムから選択し、選択したレイアウトをカスタマイズし、次いで、ここで参
照される図１に示されるシステムが提供するインターフェースを介して、または、データ
ソースに接続して、特定のデータを入力することにより自分自身のサイトを構築すること
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ができることが理解されよう。レイアウト選択では、ここで参照される図２に示すように
、いずれのセットのビュー（部分的ページテンプレート）を使用するかを決める。図２は
、自分の作業環境にいる設計者５向けの、レストランのウェブサイトのウェブサイト設計
の段階を示し、カスタマイズ領域、レイアウト選択領域、および、提示され得るさまざま
なビューを示す。設計者５は、自分の必要に応じて、ウェブサイトを適合させてもよい。
従って、設計者５は、レイアウトの一部を選択してもよく、ビュー、オブジェクト、また
は、区域などによってカスタマイズしてもよい。代替レイアウト選択の効果について、こ
こで参照される図９に、さらに示される。図９は、設計者５が、上記のリストスタイルの
レイアウト［Ａ］ではなく、ギャラリースタイルの写真入りレイアウト［Ｂ］を選択した
場合を示すが、同じ下層データが使用されている。図からわかるように、データ表示領域
［Ｄ］では、フォーマットが変わっており、カスタマイズセット［Ｃ］も、かかる代替レ
イアウトに適切なカスタマイズに切り替わっている。
【００６９】
　ウェブサイト構築システムが、リンキングコンポーネントの同じ領域内のいくつかのビ
ューの複数のインスタンス（１つの料理のビューテンプレートの複数のインスタンスなど
）を表示し得ることが理解されよう。ここで参照される図３に示すように、カスタマイズ
は、同じビューの全ての表示されるコピーに影響を与え得るため、設計者５は、（例えば
）１回の変更（Ａで示す）で、全ての表示項目について項目間の間隔（Ｂで示す）を変更
し得る（「項目間隔」カスタマイズを、値１５（図２に示す）から現在の値１２３（図３
に示す）に変更）。この変更は、（スクロールのために）現在可視ではないものを含む、
リンキングコンポーネント内の「料理」ビューの全てのインスタンスに影響を与えること
ができる。
【００７０】
　上述のように、上級設計者は（ウェブサイト構築段階の前に）、各コンポーネントと関
連付けられ得るカスタマイズレコードを作成してもよい。各カスタマイズレコードでは、
１つのコンポーネントの１つの属性が、自動的に生成された構成ダイアログ（本明細書に
おいて、以下でさらに詳細に説明する）を介して、いかに構成され得るかを特定し得る。
カスタマイズレコードでは、対象のコンポーネントについてカスタマイズ可能な属性に加
えて、カスタマイズＩＤ、カスタマイズプロンプトテキスト（例えば、「背景色を選択し
てください」）、および、いずれのコンポーネント属性がカスタマイズ可能で、いずれが
カスタマイズ可能ではないのか、などの任意の追加的な情報、などの追加のレコードフィ
ールド、が指定されてもよい。
【００７１】
　カスタマイズレコードにはまた、カスタマイズ値をいかに適用するかを特定し得る特定
のインプリメンテーション式（implementation formula）等の情報が含まれてもよく、そ
れにより、単なる代入ではない代入（例えば、「属性Ｘに、入力値の８０％の値を代入す
る」）を使用してカスタマイズ値が属性に適用される場合に備える。そのような式では、
既存の属性値だけではなく、コンポーネントの他の属性の値も参照し得る。カスタマイズ
レコードでは、いかなる条件下で属性がカスタマイズ可能であるのか、カスタマイズ可能
でないのかも特定し得る。
【００７２】
　カスタマイズレコードには、デフォルト値が含まれ得る（通常、含まれる）ことが理解
されよう。このデフォルト値は、カスタマイズダイアログが最初に提示されるときに、影
響を受ける属性に割り当てられ得、それにより、それら属性の値は修正され得る。（本明
細書において、以下でさらに詳細に考察するように、）設計者５が、カスタマイズのため
に新しい値を入力すると、この値は（影響を受ける属性に適用されることに加えて）カス
タマイズレコードに保存され、カスタマイズレコードが、再び呼び出されるときはいつで
も、再表示されて使用されるようにされる。
【００７３】
　１つのコンポーネントが、２つ以上のカスタマイズレコードと関連付けられて、同一コ
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ンポーネントの異なる属性の可能なカスタマイズを反映し得ることが理解されよう。１つ
のコンポーネントについてのカスタマイズレコードには、異なるインプリメンテーション
式を使用して異なる方法で１つの属性が修正される場合等に、同じ属性に関する複数のレ
コードが含まれ得る。同一のコンポーネントについての異なるカスタマイズレコードは、
通常、固有のカスタマイズＩＤを有するが、これは、常に当てはまるわけではなく、例え
ば、１つのカスタマイズＩＤが、コンポーネントの左右の間隔を修正する２つのレコード
に使用されるかもしれない。
【００７４】
　代替的な一実施形態において、上級設計者は、より上位のエンティティのレベル（ビュ
ーレベル、コンテナレベル、全体的なページのレベル、または、ウェブサイトレベルなど
）で、カスタマイズレコードを定義することができる。そのような場合、コンポーネント
ごとのカスタマイズレコードには、より上位のカスタマイズレコードを参照するカスタマ
イズＩＤだけが含まれ得る。
【００７５】
　上級設計者が作成するカスタマイズレコードでは、潜在的なカスタマイズ可能な特定の
コンポーネントに影響を与える、カスタマイズ可能な特定の属性を定義するために、編集
ページ内のオブジェクトによって供給される任意のカスタマイズレコードを、オーバーラ
イドし得ることが理解されよう。例えば、ここで参照される図４に示すように、編集ペー
ジＰが、８個の異なるテキストコンポーネント（Ｃ１～Ｃ８）を内包することができ、各
コンポーネントは、とりうる構成可能な属性「背景色」（ｃｌｒ）および型「色選択」を
有する。上級設計者は、８個全てのとりうる構成可能な属性を、実際の構成可能な属性と
して見せることを決定してもよい。そのような場合、（本明細書において以下でさらに詳
細に説明するように、全てが、同じカスタマイズＩＤを有するので、）それらの属性は、
１つの「選択背景色」という構成可能な属性の下で結合され得る。従って、コンポーネン
トダイアログが表示される場合、１つの変更された設定が８個全てのコンポーネントに適
用され得る。上級設計者は、２つの新しい実際の構成可能な属性、コンポーネントＣ１～
Ｃ３のための「選択背景色ｎｏ．１」とコンポーネントＣ４～Ｃ６のための「選択背景色
ｎｏ．２」とを作成することを決定してもよい。そのために、上級設計者は、代替の（か
つ新しい）カスタマイズＩＤである「ｂｇ－ｃｏｌｏｒ－１」を（対応するプロンプトテ
キストと共に）、コンポーネントＣ１～Ｃ３のカスタマイズレコードの「ｂｇ－ｃｏｌｏ
ｒ」に割り当ててもよい。同じ手順を、代替のカスタマイズＩＤである「ｂｇ－ｃｏｌｏ
ｒ－２」を用いて、コンポーネントＣ４～Ｃ６に行ってもよい。従って、２つの構成可能
な属性を作成する場合、２つの新しい代替のカスタマイズＩＤだけが、カスタマイズ可能
な属性として提示されてもよく、８個の基礎となる元のカスタマイズＩＤは提示されなく
てもよい。
【００７６】
　また、継承によって予め定義されたかもしくは予め供給された、または、編集ページ内
の他のオブジェクトによって供給されたカスタマイズレコードをオーバーライドし得る特
殊コンポーネントについての新しいカスタマイズレコードを上級設計者が作成してもよい
ことが理解されよう。
【００７７】
　さらに、設計者５が、カスタマイズ可能な属性を有していないオブジェクトのセットを
選択してカスタマイズしてもよいことが理解されよう。そのような場合、定義されたカス
タマイズは存在せず、カスタマイズダイアログは生成されない。さらに、いくつかのオブ
ジェクトが、いずれのカスタマイズレコードにも含まれない特定のカスタマイズ可能な属
性を含み得る（例えば、システムが、その属性の更新を別個の（スタンドアロンおよび配
線接続された）プロパティダイアログに制限する）ことに留意されたい。そのような場合
、（カスタマイズレコードを有していない）これらの属性は、自動的に作成されるダイア
ログには含まれず、本明細書における考察の一部ではない。
【００７８】
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　ここで図５を参照すると、本発明の一実施形態に関する、ウェブサイトダイアログのカ
スタマイズを自動化するためのシステム１００が示されている。システム１００は、入力
インタープリタ１０、プロパティコレクタ２０、ソータおよびプライオリタイザ３０、ダ
イアログビルダ４０、ダイアログプレゼンタ５０、データベースコーディネータ６０、デ
ータベース７０、ならびに、属性アプライヤ（attribute applier）９０を備える。デー
タベース７０は、全ての関連するウェブサイト構築システムコンポーネントを、当該ウェ
ブサイト構築システムコンポーネントの予め作成されたカスタマイズレコードと共に格納
してもよい。入力インタープリタ１０は、予め定義されたサブセット、または、設計者５
が選択した更新すべきコンポーネントのいずれかを処理してもよく、プロパティコレクタ
２０は、関連するコンポーネントについてのカスタマイズレコードを、データベース７０
からデータベースコーディネータ６０を介して回収してもよい。ソータおよびプライオリ
タイザ３０は、関連するカスタマイズレコードの属性をソートして優先順位を決めてもよ
く、ダイアログビルダ４０は、カスタマイズされた新規ダイアログを、設計者５のために
設計者５の選択に基づいて構築してもよく、ダイアログプレゼンタ５０は、新しく構築さ
れたダイアログを、設計者５に対して設計者５の入力のために提示してもよい。属性アプ
ライヤ９０は、設計者５の入力を適用して、それに従って、データベース７０に格納され
るコンポーネントを更新してもよい。これらの要素の機能を、本明細書において、以下で
さらに詳細に説明する。
【００７９】
　上記の更新すべきコンポーネントの選択は、ユーザが定義するクエリに従って行われて
もよいことが理解されよう。
【００８０】
　システム１００が、ここで参照される図６に示すように、クライアント２００側または
サーバ３００側のいずれかにおいて、ウェブサイト構築システム２５０の一部として実装
されてもよいことが理解されよう。
【００８１】
　ここで図７を参照すると、ビュー３００の一例のカスタマイズされたダイアログ４００
が示されている。上級設計者は、設計段階にて、４個のコンポーネント（ｃｏｍｐ１、ｃ
ｏｍｐ２、ｃｏｍｐ３およびｃｏｍｐ４）を内包するビュー１を作成してもよい。上級設
計者はまた、ｃｏｍｐ１が、カスタマイズ可能な属性（ｈｇｔ（高さ）ｗｄｔ（幅）、色
、およびフォント）を示すことを決定してもよい。ｃｏｍｐ２は、カスタマイズ可能な属
性（ｈｇｔ、ｗｄｔ、テキストサイズ、フォント、および、フレーム型）を示してもよい
。ｃｏｍｐ３およびｃｏｍｐ４も、他の構成可能な属性を示してもよい。ｃｏｍｐ１およ
びｃｏｍｐ２が、通常は、コンポーネントの位置座標等の、上級設計者によって構成可能
属性としては示されない他の属性を有してもよいことが理解されよう。各カスタマイズ可
能な属性は、ＩＤ、プロンプトテキスト（例えば、色については、「色を選択してくださ
い」など）、および、優先順位、を有する。これらは全て、個々のコンポーネントおよび
属性ごとに、予め特定され得る。あるいは、上級設計者は、より上位のエンティティレベ
ルのカスタマイズレコードのみを参照するコンポーネントごとのカスタマイズレコードに
よって、そのようなカスタマイズの詳細をより上位のエンティティのレベル（例えば、上
述のビューまたはページのレベル）のカスタマイズレコードにおいて特定してもよい。
【００８２】
　下級設計者５は、ビュー１を（例えば、テンプレートとして、ページの一部として、ま
たは、所定のセットの項目に添付することによって）使用するウェブページの作成を希望
してもよい。設計者５は、ｃｏｍｐ１およびｃｏｍｐ２だけをカスタマイズする必要があ
ると判断し、ｃｏｍｐ１およびｃｏｍｐ２を選択し、現在のダイアログ上のカスタマイズ
ボタンを押して、何らかの形式のカスタマイズモジュールの起動を有効にしてもよい。設
計者５が行う選択が、１つの選択、複数の選択、交差するコンポーネントまたは２つ以上
のビュー内の複数のコンポーネントに関する選択領域であってよいことが理解されよう。
代替的な一実施形態において、設計者５には、個々のコンポーネントを選択するオプショ
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ンがなくてもよく、システム１００は、（例えば）所定の表示されたビュー内の全てのコ
ンポーネントを使用して稼働してもよく、従って、完全なカスタマイズダイアログを自動
的に作成することができ、下級設計者が選択してカスタマイズモジュールを起動する必要
性を取り除くことができる。また、システム１００が、場合によっては予め作成されたダ
イアログをキャッシュして、関連する変更が下層にある情報に対して行われなかった場合
に、当該ダイアログを再作成する時間を節約し得ることが理解されよう。そのようなシナ
リオでは、カスタマイズが関連する領域を設計者５が編集するときにはいつでも、カスタ
マイズダイアログは、正規のウェブサイト構築システムインターフェースと統合され、自
動的に表示され得る。
【００８３】
　（上記に記したようなキャッシュを除いて）システム１００の処理が実行されるたびに
、全く同一のコンポーネントを使用して既に実行されていた場合でも、新しいカスタマイ
ズダイアログが作成されることが理解されよう（本明細書において、以下でさらに詳細に
説明する）。入力インタープリタ１０は、選択されたコンポーネントの選択を受け取って
もよく、また、コレクタ２０に命令して、ｃｏｍｐ１とｃｏｍｐ２、および、それらの関
連する全ての要素（下位コンポーネント、内包されるコンポーネント、または、他の関係
するもの、であってよい）の再帰的な検査を実行させてもよい。コレクタ２０は、データ
ベース７０から（コーディネータ６０を介して）、ｃｏｍｐ１とｃｏｍｐ２、および、そ
れらの関連する全ての要素についての全ての予め定義されたカスタマイズレコードを収集
してもよい。本明細書において上記で考察したように、各コンポーネントは、コンポーネ
ントと関連付けられた２つ以上のカスタマイズレコードを有してもよい。
【００８４】
　ソータおよびプライオリタイザ３０は、カスタマイズＩＤによってレコードをソートし
て、重複を取り除き得る。図４の例では、属性ｈｇｔ、ｗｄｔ、および、フォントが、同
じＩＤを有する。この場合、ソータおよびプライオリタイザ３０は、関連するカスタマイ
ズレコードの属性の優先順位を付けてもよい。各ＩＤの優先順位は、ＩＤがカスタマイズ
可能な属性として複数回発生する際は、ＩＤに与えられた値に基づいて、割り当てられて
もよい。優先順位は、上級設計者またはシステムが指定してよいことが理解されよう。さ
らに、ソータおよびプライオリタイザ３０が、組み合わせのメトリック（combination me
tric）（最大値または平均値等）を使用して、複数のレコードから優先順位の値を組み合
わせてもよく、影響を受けるオブジェクトにおいて提供される優先順位付けのヒントを考
慮してもよいことがわかるであろう。
【００８５】
　次いで、ダイアログビルダ４０は、ｃｏｍｐ１とｃｏｍｐ２のカスタマイズの結合され
たリスト、すなわち、ｈｇｔ、ｗｄｔ、色、フォント、テキストサイズ、および、フレー
ム型、を用いて、共通のダイアログ４００を構築することができ、最高の優先順位のカス
タマイズを、最初に表示する。各カスタマイズは、そのプロンプトテキスト（例えば、「
色を選択してください」）、および、値選択エントリーボックス４１０と共に提示されて
もよい。
【００８６】
　同じＩＤを有する特定のプロパティについて、複数のカスタマイズレコード、を有する
ことが可能であることが理解されよう。例えば、１つのレコードが、テキストプロンプト
「幅を変更してください」を提供し、同じＩＤを有する異なるレコードが、テキストプロ
ンプト「新しい幅を入力してください」を提供してもよい。そのような場合、ダイアログ
ビルダ４０は、付随する優先順位、最も共通する値、関連するコンポーネントのプロパテ
ィ（例えば、最大総領域を有するコンポーネントと関連付けられた値を選択する）、定義
の順序、または、任意の他の方法に基づいて使用する正しい値を選択してもよい。ダイア
ログビルダ４０は、競合の解消が発見されていない場合に、複数のカスタマイズレコード
を別個のカスタマイズレコードとして見なすべきであると判定してもよい。同じ１つのＩ
Ｄを有する複数のカスタマイズレコードが、同じカスタマイズ値で所定のコンポーネント
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の複数の属性が修正されるような場合に、必要とされることがあることが理解されよう。
例えば、「マージン入力」のカスタマイズでは、同じ値を、コンポーネントの左右のマー
ジンに適用すべきであるが、これらは別個の属性である。代替的な一実施形態において、
システム１００は、複数の影響を受けるコンポーネント属性についての複数の下位レコー
ドを含む、カスタマイズレコードを使用してもよい。
【００８７】
　ダイアログビルダ４０が、複数の型のダイアログ、例えば、線形ダイアログや、（例え
ば、階層的カスタマイズＩＤ名前空間を使用した、カスタマイズレコードにおいて提供さ
れる階層分類に基づく）階層的ダイアログ等を構築してもよく、または、カスタマイズレ
コードを与えるコンポーネントのレイアウトに基づくレイアウトを使用してもよいことが
理解されよう。そのようなダイアログ作成は、カスタマイズレコードに含まれるダイアロ
グ作成ヒントの影響を受け得る。
【００８８】
　コンポーネントレイアウトに基づくダイアログ作成については、ここで参照される図８
に、さらに示される。図示されるように、ページ［Ａ］は、コンポーネント［ａ］、［ｂ
］、［ｃ］および［ｄ］を含む。コンポーネント［ａ］および［ｂ］が複数で選択され、
「カスタマイズ」機能がシステム１００を介して呼び出される場合、ページ［Ａ］は、コ
ンポーネント［ａ］および［ｂ］と自動的に生成されたカスタマイズダイアログ［ｅ］と
を示すページ［Ｂ］のように表示される。ダイアログ［ｅ］は、３個の部分（上から）［
ｆ］、［ｇ］および［ｈ］をさらに含む。新しく作成されたダイアログ［ｅ］が、コンポ
ーネント［ａ］および［ｂ］を隠さないようにページ［Ｂ］内に置かれていることが理解
されよう。さらに、［ａ］が、［ｂ］より上位であるため、カスタマイズ可能な属性であ
る［ａ］および［ｂ］は、［ａ］のみの属性が、最上部の［ｆ］に行き、［ｂ］のみの属
性が、最下部の［ｈ］に行き、［ａ］と［ｂ］との両方に共通の属性が中間部分の［ｇ］
に行くように表示される。同じことが、２次元のレイアウトにも当てはまり、カスタマイ
ズ要素のクラスタをページ内に配置すること、および、動的レイアウトを使用して必要な
ときに空間を与えることにより、カスタマイズダイアログが作成され得る。
【００８９】
　次いで、ダイアログプレゼンタ５０により、新しく作成されたダイアログが設計者５に
提示され得、設計者５の入力が値選択エントリーボックス４１０を介して受け取られ得る
。インタラクションの間、ＷＳＩＷＹＧフィードバックを属性変更に提供するために、設
計者５が、可能であればインプリメンテーション式を使用して、関連する属性のカスタマ
イズ値を適用してもよいことが理解されよう。
【００９０】
　属性アプライヤ９０は、設計者からの関連する入力を受け取ってもよく、それに従って
、データベース７０に格納されるカスタマイズレコードを更新してもよく（その結果、最
後に入力された値が次回の呼出し時に表示される）、また、インプリメンテーション式を
使用して関連するコンポーネント属性自体を更新してもよい。属性アプライヤ９０は、設
計者が特定したカスタマイズを、多くの方法で適用し得る。それらの方法には、（ａ）現
在のリンキングコンポーネント内の全ての（関連する）ビューに影響を与えること（例え
ば、図３に示される動作）、（ｂ）上記に記した拡大処理を通して追加されるビューを含
む、設計者が選択した特定のビューインスタンスに影響を与えること（これは、特定の項
目／ビューの組み合わせのみに影響を与え、同じビューの異なるインスタンスは、異なる
カスタマイズを有し得る）、（ｃ）ビューインスタンスではなくビューテンプレート定義
に影響を与えること（その結果、上記のビューに対するいずれの変更も、異なるウェブペ
ージ内のビューの使用を含む、ウェブサイト内のビューの追加（または全て）のインスタ
ンスに適用される）が含まれ得る。
【００９１】
　ページが、他のページに対して、正規のテンプレートおよびビューを含むテンプレート
（リンキングコンポーネント内部に表示される際のデータ項目と関連付けられたテンプレ



(18) JP 6419736 B2 2018.11.7

10

20

30

40

50

ート等）の役割を果たし得ることが理解されよう。さらに、システム１００が、本明細書
において上記で説明したような、リストコンポーネントと共に使用され得ることが理解さ
れよう。
【００９２】
　また、システム１００が、範囲定義ルール（scope definition rule）に従う、上記で
説明した機能全体を実行し得ることが理解されよう。例えば、ページベースの範囲では、
ページ内の全てのコンポーネントについてのコンポーネントおよびカスタマイズレコード
を結合してもよい。ビューベースの範囲では、（上記で定義したように）各ビューのレベ
ルで結合され得、その結果、異なるビューで同じＩＤを有するカスタマイズが、異なるカ
スタマイズとして見なされ得る。これの一例は、カスタマイズが、ここで再度参照される
図２に示すような、セクションビューおよび料理ビュー内のコンポーネントについて、Ｉ
Ｄ「ｓｐａｃｅ－ｂｅｌｏｗ」を有する場合である。２つの異なる「ｓｐａｃｅ－ｂｅｌ
ｏｗ」のカスタマイズが、カスタマイズダイアログに作成され得る。システム１００はま
た、他の範囲定義ルールを提供してもよい。
【００９３】
　従って、上級設計者またはウェブサイト構築システム製造者は、さらに下級設計者に、
ユーザフレンドリなダイアログを提供して、下級設計者の効率的なウェブサイト構築を支
援してもよい。
【００９４】
　本明細書に提示される処理および表示は、任意の特定のコンピュータまたは他の装置に
固有に関するわけではない。種々の汎用のシステムが、本明細書の教示内容に係るプログ
ラムと共に使用されてもよく、または、さらに特化された装置を構築して所望の方法を実
行することが便利であると分かるであろう。様々なこれらのシステムの所望の構造が、以
下の説明から明らかになるであろう。加えて、本発明の実施形態は、任意の特定のプログ
ラミング言語に言及して説明されていない。様々なプログラミング言語が、本明細書にお
いて説明されるような本発明の教示内容を実施するために使用され得ることが理解されよ
う。
【００９５】
　別段特に述べられていない限り、上記の考察から明らかなように、明細書全体を通して
、「処理すること」、「算出すること」、「計算すること」、「判定すること」等の用語
を利用する考察が、コンピュータ、コンピューティングシステム、または、同様の電子コ
ンピューティングデバイスであって、コンピューティングシステムのレジスタおよび／ま
たはメモリ内の電子的量等の物理量で表されるデータを、コンピューティングシステムの
メモリ、レジスタ、または、他のそのような情報を記憶、転送もしくは表示するデバイス
内の物理量として同様に表される他のデータを操作および／または変換する、コンピュー
タ、コンピューティングシステム、または、同様の電子コンピューティングデバイスの動
作および／または処理を指すことが理解されよう。
【００９６】
　本発明の実施形態は、本明細書における動作を実行するための装置を含むことができる
。この装置は、所望の目的のために特別に構築されてもよいし、コンピュータに格納され
るコンピュータプログラムによって、選択的に起動または再構成される、汎用のコンピュ
ータを備えてもよい。そのようなコンピュータプログラムは、限定されないが、フロッピ
ーディスク、光ディスク、光磁気ディスク、リードオンリーメモリ（ＲＯＭ）、コンパク
トディスクリードオンリーメモリ（ＣＤ－ＲＯＭ）、ランダムアクセスメモリ（ＲＡＭ）
、電気的プログラマブルＲＯＭ（ＥＰＲＯＭ）、電気的消去可能プログラマブルＲＯＭ（
ＥＥＰＲＯＭ）、磁気カードもしくは光カード、フラッシュメモリ、または、電子的命令
を格納に適しかつコンピュータシステムバスへ連結可能な任意の他のタイプの媒体を含む
任意のタイプのディスク等のコンピュータ可読記憶媒体に記憶され得る。
【００９７】
　本発明の特定の特徴について、本明細書において例示し説明したが、ここで、当業者に



(19) JP 6419736 B2 2018.11.7

は、多くの修正、置き換え、変更、および、均等のものが着意されるであろう。従って、
添付の特許請求の範囲が、本発明の本来の趣旨の範囲内にあるような、全てのそのような
修正および変更を網羅することが意図されていることを理解されたい。
【００９８】
　関連出願の相互参照
　本出願は、２０１３年３月１４日に出願した米国仮特許出願第６１／７８１，８６６号
明細書の優先権を主張し、参照によりその出願内容全体を本明細書に援用する。
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