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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　電子通信ユーザインタフェースにおいて没入型ドキュメントビューを提供する方法であ
って、
　１つまたは複数の電子通信が配置される通信ペインを提供するステップであり、前記１
つまたは複数の電子通信のうちの少なくとも１つが、コンテンツアイテム添付物を含むス
テップと、
　前記コンテンツアイテム添付物の選択に応答して、没入型ビューペイン内に関連するコ
ンテンツアイテムを表示して、前記表示されたコンテンツアイテムおよび前記１つまたは
複数の電子通信の両方を、前記電子通信ユーザインタフェースの単一の表示で見ることを
可能にするステップと、を含み、
　前記没入型ビューペインに関する前記通信ペインの位置は、前記電子通信ユーザインタ
フェースの単一の表示内で、左から右に並ぶ向き、右から左に並ぶ向き、上から下に並ぶ
向き、及び下から上に並ぶ向きのうち一つの向きであり、
　前記電子通信ユーザインタフェース内で利用可能な表示スペースが、前記通信ペインお
よび前記没入型ビューペインの両方を表示するのに不十分であるとき、前記通信ペインの
表示を一部切り欠いて、前記没入型ビューペインの表示を可能にする
、方法。
【請求項２】
　前記通信ペイン内に配置される前記１つまたは複数の電子通信が、通信スレッドを含み
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、前記没入型ビューペイン内の前記表示されたコンテンツアイテムの表示を維持しながら
、前記通信ペイン内で前記通信スレッドを含む前記１つまたは複数の通信の間を移動する
ことを可能にするステップをさらに含む、請求項１に記載の方法。
【請求項３】
　前記通信スレッドを含む前記移動している通信のうちの１つに添付された第２のコンテ
ンツアイテム添付物の選択に応答して、前記没入型ビューペイン内の前記表示されている
コンテンツアイテムの表示を、前記第２のコンテンツアイテム添付物に関連する第２のコ
ンテンツアイテムの表示で置換するステップをさらに含む、請求項２に記載の方法。
【請求項４】
　前記通信ペイン内に配置される前記１つまたは複数の電子通信が、最も古い受信通信が
前記通信スレッドの最上部に配置されて、前記通信スレッドを下方に移動することによっ
て連続的により新しい電子通信に移動していくことができるようになっている、古いもの
から新しいものに向かう受信順序で配置される、請求項２に記載の方法。
【請求項５】
　追加の通信が応答通信または新たな通信として前記通信スレッドに追加された場合に、
前記追加の通信を前記通信スレッドの最下部に、前記通信スレッドの最新の通信として追
加する、請求項４に記載の方法。
【請求項６】
　前記コンテンツアイテム添付物の前記選択に応答して、２次ユーザインタフェースを、
ポップアウト２次インタフェースとして前記コンピュータ生成電子通信ユーザインタフェ
ースの上に表示するステップと、
　前記通信ペインおよび前記没入型ビューペインを前記ポップアウト２次インタフェース
に表示するステップと、
　前記コンピュータ生成電子通信ユーザインタフェースを前記通信ペインを提供する前の
表示状態に復帰させるステップとをさらに含む、請求項１に記載の方法。
【請求項７】
　前記ポップアウト２次インタフェースと前記コンピュータ生成電子通信ユーザインタフ
ェースとの間の移動を可能にして、コマンドに応じて前記２つのインタフェースのコンテ
ンツの選択的な閲覧を可能にするステップをさらに含む、請求項６に記載の方法。
【請求項８】
　前記ポップアウト２次インタフェースを前記コンピュータ生成電子通信インタフェース
内に選択的に戻すことを可能にして、前記コンピュータ生成電子通信インタフェースが、
前記ポップアウト２次インタフェースを前記コンピュータ生成電子通信インタフェースか
らポップアウトさせる前の表示状態に復帰するようにするステップをさらに含む、請求項
６に記載の方法。
【請求項９】
　前記通信ペインに含まれる任意の通信に対する任意の変更または追加を受信したことに
応答して、あるいは前記没入型ビューペインに表示される任意のコンテンツアイテムに対
する任意の変更を受信したことに応答して、任意の通信に対する前記変更または追加、あ
るいは任意のコンテンツアイテムに対する変更が、前記電子通信ユーザインタフェースに
含まれる、または表示される、対応する通信またはコンテンツアイテムに自動的に反映さ
れる、請求項６に記載の方法。
【請求項１０】
　ディスプレイと電子的に通信するプロセッサを含むシステムであって、前記プロセッサ
は、前記ディスプレイにコンピュータ生成ユーザインタフェースを表示させる命令を実行
し、前記コンピュータ生成ユーザインタフェースは、
　１つまたは複数の電子通信が配置される通信ペインと、
　前記１つまたは複数の電子通信のうちの１つに含まれるコンテンツアイテム添付物の選
択に応答して表示される没入型ビューペインであり、前記コンテンツアイテムに関連する
コンテンツアイテムが表示される没入型ビューペインとを含み、
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　前記通信ペインおよび前記没入型ビューペインが、前記コンピュータ生成ユーザインタ
フェースに表示されて、前記通信ペインおよび前記没入型ビューペインの両方を、前記コ
ンピュータ生成ユーザインタフェースの単一の表示内で見ることができるようにし、
　前記没入型ビューペインに関する前記通信ペインの位置は、前記コンピュータ生成ユー
ザインタフェースの単一の表示内で、左から右に並ぶ向き、右から左に並ぶ向き、上から
下に並ぶ向き、及び下から上に並ぶ向きのうち一つの向きであり、
　前記コンピュータ生成ユーザインタフェース内で利用可能な表示スペースが、前記通信
ペインおよび前記没入型ビューペインの両方を表示するのに不十分である場合に、前記通
信ペインの表示を一部切り欠いて、前記没入型ビューペインの表示を可能にする、
システム。
【請求項１１】
　前記通信ペインおよび前記没入型ビューペインが、横に並ぶ向きで前記コンピュータ生
成ユーザインタフェースに表示される、請求項１０に記載のシステム。
【請求項１２】
　前記通信ペインおよび前記没入型ビューペインが、前記上下に並ぶ向きで前記コンピュ
ータ生成ユーザインタフェースに表示される、請求項１０に記載のシステム。
【請求項１３】
　電子通信アイテムのうちの１つまたは複数を表示する１次インタフェースと、
　前記１次インタフェースから電子通信アイテムが選択されたときに前記１次インタフェ
ースの上に表示される、前記通信ペインおよび前記没入型ビューペインを表示するポップ
アウト２次インタフェースであり、前記通信ペインに配置された前記１つまたは複数の電
子通信が、前記１次インタフェースからの前記電子通信アイテムの前記選択に応答して前
記通信ペインに表示される関連通信である、ポップアウト２次インタフェースとをさらに
含む、請求項１０に記載のシステム。
【請求項１４】
　プロセッサによって実行されたときに、電子通信ユーザインタフェースにおいて没入型
ドキュメントビューを提供する方法を実行するコンピュータ実行可能命令を含むコンピュ
ータ可読媒体であって、前記方法が、
　１つまたは複数の電子通信が配置される通信ペインを提供するステップであり、前記１
つまたは複数の電子通信のうちの少なくとも１つが、コンテンツアイテム添付物を含むス
テップと、
　前記コンテンツアイテム添付物の選択に応答して、没入型ビューペイン内に関連するコ
ンテンツアイテムを表示して、前記表示されたコンテンツアイテムおよび前記１つまたは
複数の電子通信の両方を、前記電子通信ユーザインタフェースの単一の表示で見ることを
可能にするステップとを含み、
　前記通信ペイン内に配置される前記１つまたは複数の電子通信が、通信スレッドを含み
、前記方法が、前記没入型ビューペイン内の前記表示されたコンテンツアイテムの表示を
維持しながら、前記通信ペイン内で前記通信スレッドを含む前記１つまたは複数の通信の
間を移動することを可能にするステップと、を含み、
　前記没入型ビューペインに関する前記通信ペインの位置は、前記電子通信ユーザインタ
フェースの単一の表示内で、左から右に並ぶ向き、右から左に並ぶ向き、上から下に並ぶ
向き、及び下から上に並ぶ向きのうち一つの向きであり、
　前記電子通信ユーザインタフェース内で利用可能な表示スペースが、前記通信ペインお
よび前記没入型ビューペインの両方を表示するのに不十分であるとき、前記通信ペインの
表示を一部切り欠いて、前記没入型ビューペインの表示を可能にする、コンピュータ可読
媒体。
 
【発明の詳細な説明】
【背景技術】
【０００１】
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[0001]　コンピュータおよびコンピュータソフトウェアのユーザは、例えば様々なタイプ
のドキュメント、写真、画像、電子メールアイテム、カレンダアイテム、メモアイテムな
ど、多数のタイプのコンテンツアイテムの生成、編集、受信および送信に慣れている。通
常の電子メールの設定では、ユーザが、ドキュメントまたはその他のコンテンツアイテム
を、そのときに自分が受信側ユーザに閲覧または編集してもらうために送信する電子メー
ルアイテムに添付するということがしばしばある（以下、「添付物」または「コンテンツ
アイテム」と呼ぶ）。受信側ユーザは、その後、例えば受信側ユーザが記憶位置を有して
いる会社もしくは学校のファイルサーバまたは遠隔サーバ、あるいは送信側ユーザおよび
受信側ユーザが、いくつかのタイプのうちのいずれかの共同作業グループの一部として受
信および編集を行うためにコンテンツアイテムを記憶する協働ファイルストレージなど、
自分のローカルのコンピューティングデバイスまたは企業の（ローカルまたは遠隔の）記
憶リポジトリに、受信した添付物をダウンロードする。
【０００２】
[0002]　受信側ユーザは、添付物を閲覧または編集する場合には、通常、編集した添付物
またはコンテンツアイテムを記憶位置（上述）に保存する。その後に受信側ユーザが編集
した添付物を送信側ユーザに返信したい、編集した添付物を他のユーザに送信したい、あ
るいは編集した添付物をカレンダエントリ、タスクエントリ、メモエントリ、または会議
出席依頼などに追加したいと思ったときには、受信側（および編集側）のユーザは、編集
したコンテンツアイテムをその記憶位置で位置付け、編集したコンテンツアイテムを適当
な通信媒体（例えば電子メール、テキストメッセージ、インスタントメッセージ、ビデオ
会議、カレンダエントリ、メモエントリ、タスクエントリ、会議出席依頼など）に添付し
なければならない。例えば、受信側ユーザは、編集したコンテンツアイテムを、閲覧のた
めに送信側ユーザに返信する返信電子メールに添付することができる。このような受信し
、記憶し、編集し、記憶し、取り出し、添付し、処分するプロセスは、時間がかかり、メ
モリを消費し、プロセスを消費し、ユーザが苛々することが多いものである。本発明は、
以上その他の考慮事項に関連して考案されたものである。
【発明の概要】
【０００３】
[0003]　この概要は、以下の詳細な説明においてさらに説明するいくつかの概念をまとめ
て、単純化した形態で紹介するために与えるものである。この概要は、請求する主題の重
要な特徴または不可欠な特徴を特定するためのものではなく、また、請求する主題の範囲
の決定を助けるためのものでもない。
【課題を解決するための手段】
【０００４】
[0004]　本発明の実施形態は、電子通信ユーザインタフェースにおいて没入型でドキュメ
ントを見て使用することを提供することによって、上記その他の問題を解決する。ユーザ
が電子通信を受信するとき、その通信は、電子通信ユーザインタフェースの一部である通
信ビューペインまたはキャンバスで受けることができる。受信した通信が添付物を含む場
合には、ユーザは、受信した通信の添付物を選択することができ、対応するコンテンツア
イテムは、通信ユーザインタフェース内の没入型ビューペインまたはキャンバスに自動的
に表示することができる。ユーザは、表示された添付物を閲覧および／または編集すると
同時に、電子通信ペインまたはキャンバスを介して１人または複数人の他のユーザとの電
子通信会話を継続することができる。
【０００５】
[0005]　一実施形態によれば、電子通信会話が電子通信ペインまたはキャンバスに提示さ
れる場合に、ユーザは、選択したコンテンツアイテムを表示された状態のまま維持しなが
ら、それらの電子通信アイテムの間を移動することができる。例えば、ユーザは、電子通
信会話スレッドの一部として送信または受信されたいくつかの異なる電子通信の間をスク
ロールすることができる。ユーザがこの通信会話スレッドの中を移動するときに、ユーザ
は、他の添付物を選択して、関連するコンテンツアイテムを表示することもある。１実施
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形態によれば、電子通信会話スレッドは、最も古い通信アイテムが最上部に提示され、そ
の次に古い会話アイテムがその後に続き、その次に古い会話アイテムがその後に続くとい
った具合に配向することができる。
【０００６】
[0006]　別の実施形態によれば、ポップアウト機能を設けることもでき、選択したコンテ
ンツアイテムの編集体験は、電子通信ユーザインタフェースの構成要素を含むユーザイン
タフェースの表示ウィンドウの上に部分的または完全に重なり合うように、２次ユーザイ
ンタフェースウィンドウにポップアウトすることもできる。１次または２次ユーザインタ
フェースウィンドウの一方でコンテンツアイテムに対して行われた編集または変更は、１
次または２次ユーザインタフェースウィンドウの他方に自動的に反映される。
【０００７】
[0007]　１つまたは複数の実施形態の詳細を、添付の図面および以下の説明に記載する。
その他の特徴および利点は、以下の詳細な説明を読み、関連する図面を見れば、明らかに
なるであろう。以下の詳細な説明は、単なる例示に過ぎず、請求する本発明を制限するも
のではないことを理解されたい。
【図面の簡単な説明】
【０００８】
【図１】[0008]図１は、没入型でドキュメントを見て使用することを提供するシステムを
示す簡略ブロック図である。
【図２Ａ】[0009]図２Ａは、本発明の実施形態を実施することができる電子メールアプリ
ケーションのコンピュータ生成ユーザインタフェースを示す図である。
【図２Ｂ】[0010]図２Ｂは、受信したコンテンツアイテムを表示して見ることができる没
入型ビューペインを有する電子メールアプリケーションのコンピュータ生成ユーザインタ
フェースを示す図である。
【図２Ｃ】[0011]図２Ｃは、受信したコンテンツアイテムを表示して見ることができる没
入型ビューペインを有する電子メールアプリケーションのコンピュータ生成ユーザインタ
フェースを示す図である。
【図２Ｄ】[0012]図２Ｄは、受信したコンテンツアイテムを表示して見ることができる没
入型ビューペインを有する電子メールアプリケーションのコンピュータ生成ユーザインタ
フェースを示す図である。
【図２Ｅ】[0013]図２Ｅは、受信したコンテンツアイテムを表示することができる没入型
ビューペインを有する電子メールアプリケーションのコンピュータ生成ユーザインタフェ
ースを示す図であり、電子通信会話ペインに示される例示的なチャットセッションを示す
図である。
【図２Ｆ】[0014]図２Ｆは、受信したコンテンツアイテムを表示することができる没入型
ビューペインを有する電子メールアプリケーションのコンピュータ生成ユーザインタフェ
ースを示す図であり、電子通信会話スレッドの古い方から新しい方への移動を示す図であ
る。
【図２Ｇ】[0015]図２Ｇは、受信したコンテンツアイテムを表示することができる没入型
ビューペインを有する電子メールアプリケーションのコンピュータ生成ユーザインタフェ
ースを示す図であり、２次編集ユーザインタフェースをポップアウトするポップアウトコ
ントロールの選択を示す図である。
【図２Ｈ】[0016]図２Ｈは、受信したコンテンツアイテムを表示することができる没入型
ビューペインを有する電子メールアプリケーションのコンピュータ生成ユーザインタフェ
ースを示す図であり、ポップアウト２次ユーザインタフェースにおける編集体験を示す図
である。
【図２Ｉ】[0017]図２Ｉは、受信したコンテンツアイテムを表示することができる没入型
ビューペインを有する電子メールアプリケーションのコンピュータ生成ユーザインタフェ
ースを示す図であり、ポップアウト２次ユーザインタフェースにおける編集体験を示す図
である。
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【図３】[0018]図３は、没入型でドキュメントを見て使用する方法を示す流れ図である。
【図４】[0019]図４は、本発明の実施形態を実施することができるコンピューティングデ
バイスの例示的な物理構成要素を示すブロック図である。
【図５Ａ】[0020]図５Ａは、本発明の実施形態を実施することができるモバイルコンピュ
ーティングデバイスを示す簡略ブロック図である。
【図５Ｂ】図５Ｂは、本発明の実施形態を実施することができるモバイルコンピューティ
ングデバイスを示す簡略ブロック図である。
【図６】[0021]図６は、本発明の実施形態を実施することができる分散型コンピューティ
ングシステムを示す簡略ブロック図である。
【発明を実施するための形態】
【０００９】
[0022]　以下の詳細な説明では、添付の図面に言及する。図面および以下の説明では、同
じまたは類似した要素には、可能な限り、同じ参照番号を使用している。本発明の実施形
態について説明することがあるが、修正形態、適合形態、またはその他の実施態様も可能
である。例えば、図面に示す要素に対して、置換、追加、または修正を行うこともでき、
本明細書に記載する方法は、開示した方法についてステージの置換、順序変更、または追
加を行うことによって修正することもできる。したがって、以下の詳細な説明は、本発明
を限定するものではなく、本発明の適切な範囲は、添付の特許請求の範囲によって定義さ
れる。
【００１０】
[0023]　上記で簡単に説明したように、本発明の実施形態は、電子通信ユーザインタフェ
ースにおいて没入型のドキュメントのビューを提供することを対象としている。ユーザが
、例えば電子メールアイテム、テキストメッセージ、インスタントメッセージ、またはチ
ャットセッションメッセージなどの電子通信を受信するとき、その通信は、フォルダペイ
ン、通信リストペイン、およびカレンダペインなどいくつかの構成要素を有する電子通信
ユーザインタフェースの一部である、通信ビューペインまたはキャンバス内に受信するこ
とができる。一実施形態によれば、受信した通信が、例えば添付されたドキュメント、デ
ータセット、画像、写真、またはビデオなど、コンテンツアイテムに対応する添付物を含
む場合には、ユーザが受信した通信内で添付物を選択すれば、ユーザがその電子通信を受
信したユーザインタフェース内の没入型のビューペインまたはキャンバス内に、対応する
コンテンツアイテムを自動的に表示することができる。
【００１１】
[0024]　没入型のビューペインは、電子通信ペインまたはキャンバスに対して横向きに、
または上下の向きに並べて表示して、選択したコンテンツアイテムの閲覧および／または
編集と、電子通信ペインまたはキャンバスの閲覧とをユーザが同時に行うことができるよ
うになっている。したがって、ユーザは、選択したドキュメントを没入型ビューペインに
同時に表示し続けながら、電子通信ペインまたはキャンバスを介して１人または複数人の
他のユーザとの電子通信会話を閲覧して継続することができる。このような構成により、
特に、電子通信会話が、ユーザが没入型ビューペインに含まれるコンテンツアイテムを見
、かつ／または編集しながら、そのときに見ている、かつ／または編集しているコンテン
ツアイテムについての電子通信会話を続けることができるように没入型のビューペインに
表示することができる１つまたは複数のコンテンツアイテムを含む場合には、他のユーザ
との協働を強化することができる。
【００１２】
[0025]　ユーザが没入型ビューペインに表示されたコンテンツアイテムを編集する場合に
は、例えばワードプロセッシング機能、スプレッドシートアプリケーション機能、スライ
ドプレゼンテーションアプリケーション機能、およびメモ機能など、コンテンツアイテム
タイプに関連する機能を、開示されたドキュメントとともに没入型ビューペインに提示し
て、ユーザが、自分の望むように、表示されているコンテンツアイテムにそれらの機能を
適用してコンテンツアイテムを編集できるようにすることができる。このような表示され
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ているコンテンツアイテムに任意または全ての編集が行われた後、そのコンテンツアイテ
ムの編集版は、受信した電子メールメッセージとともに電子メールサーバに記憶すること
ができる。あるいは、ユーザが望むなら、編集したコンテンツアイテムは、別の記憶位置
に記憶することもできる。
【００１３】
[0026]　上述のように、選択されたコンテンツアイテムが没入型ビューペインに表示され
ている間に、電子通信会話が電子通信ペインまたはキャンバスに提示される場合には、ユ
ーザは、選択されたコンテンツアイテムをその表示状態に維持したまま、電子通信アイテ
ム内を自由に移動することができる。例えば、ユーザは、電子通信会話スレッドの一部と
して送信または受信されたいくつかの異なる電子通信をスクロールすることができる。ユ
ーザが通信会話スレッド内を移動しているときに、ユーザが自分の関心のある通信会話ス
レッド内の他の何らかの点で添付物を見つけた場合には、ユーザは、その添付物を選択す
ることができ、その場合、現在表示されているコンテンツアイテムは、新たに選択された
添付物に関連するコンテンツアイテムの表示で置換される。
【００１４】
[0027]　電子通信ペインまたはキャンバスに表示される電子通信会話スレッドは、最も古
い通信アイテムが最上部に提示され、その次に古い会話アイテムがその後に続き、その次
に古い会話アイテムがその後に続くといった具合に配向することができる。したがって、
ユーザが所与の電子通信会話スレッドに含まれる様々な会話アイテムの間を移動している
ときには、最上部から最下部に下向きに移動すると、ユーザが電子通信ペインまたはキャ
ンバス内に含まれて提示されているアイテムを下向きに移動するときに見る会話アイテム
は、次第に新しくなっていくことになる。
【００１５】
[0028]　選択したコンテンツアイテムの編集体験を、電子通信アプリケーションのユーザ
インタフェースの構成要素を含むユーザインタフェースディスプレイウィンドウの上に部
分的または完全に重なり合うように２次ユーザインタフェースウィンドウにポップアウト
することができる、ポップアウト機能を提供することもできる。この実施形態によれば、
ユーザが、現在、選択したコンテンツアイテムを電子通信スレッドが表示される電子通信
ペインに対して横に並べて没入型ビューペインに表示している場合には、ユーザは、ポッ
プアウト機能を選択することができ、２次ユーザインタフェースを、現在のユーザインタ
フェースからポップアウトさせることができる。２次ユーザインタフェースは、現在表示
されているコンテンツアイテムとともに没入型ビューペインを含むことになり、電子通信
ペインまたはキャンバスは、現在移動している電子通信スレッドを含むことになる。１次
ユーザインタフェースは、２次ユーザインタフェースの表示の下にあり、元々の電子通信
ユーザインタフェースの構成要素を、ユーザが最初に所与の電子メールアイテムを選択し
てユーザが表示した所与のコンテンツアイテムを含んでいた電子通信スレッドを開く前の
状態で、表示することができる。１次ユーザインタフェースウィンドウまたは２次ユーザ
インタフェースウィンドウの一方でコンテンツアイテムに対して行われた編集または変更
は、適用可能な場合には、１次ユーザインタフェースウィンドウまたは２次ユーザインタ
フェースウィンドウの他方に自動的に反映することができる。
【００１６】
[0029]　図１は、複数のワークフローをサポートするようにドキュメントおよびその他の
コンテンツアイテムを電子通信に基づいて記憶および使用するシステム１００を示す簡略
ブロック図である。図１に示すように、様々なユーザ１０２ａ、１０２ｂ、１０２ｃ、１
０２ｎは、それぞれクライアントデバイス１０４ａ、１０４ｂ、１０４ｃ、１０４ｎと関
連付けられて示してある。ユーザと、それぞれの関連するクライアントデバイスとは、本
明細書に記載するように様々なタイプのコンテンツアイテムを生成、編集、受信、または
送信する、あるいはその他の形でそれらのコンテンツアイテムと相互作用することができ
る１人または複数人のユーザの例示である。クライアントデバイス１０４ａ～１０４ｎは
、例えばデスクトップコンピューティングデバイス、ラップトップコンピューティングデ
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バイス、タブレットコンピューティングデバイス、および手持ち型コンピューティングデ
バイス（携帯電話）など、様々なコンピューティングデバイスの例示である。これらの例
示的なコンピューティングデバイスのそれぞれとは、例えばキーボード入力、マウス入力
、電子ペン／インク入力、タッチ入力、ジェスチャ入力、音声入力、およびアイトラッキ
ング入力など、様々な入力手段によって相互作用することができる。各クライアントデバ
イス１０４ａ～１０４ｎでは、様々なソフトウェアアプリケーションを提供して、上記の
１人または複数人のユーザが様々なコンテンツアイテムと相互作用できるようにすること
ができる。例えば、電子メールアプリケーション、ワードプロセッシングアプリケーショ
ン、スライドプレゼンテーションアプリケーション、スプレッドシートアプリケーション
、メモアプリケーション、デスクトップ出版アプリケーション、カレンダアプリケーショ
ン、画像処理および編集アプリケーション、ならびにビデオアプリケーションなどのソフ
トウェアアプリケーションを、上記の１人または複数人のユーザ１０２ａ～１０２ｎがク
ライアントデバイスで動作させることができる。ネットワーク１２０は、上述のように、
例えばイントラネットなどの企業型ネットワーク、または例えばインターネットなど、様
々なユーザが互いに通信する、また他のコンピューティングシステムと通信することがで
きる分散型コンピューティングネットワークの例示である。
【００１７】
[0030]　メールボックスサーバ１０８は、様々なユーザのうちの１人のローカルに位置す
ることができる、または様々なユーザの間の電子メールおよびその他の電子通信を可能に
するように様々なユーザから遠隔に位置することができる、電子通信システムの例示であ
る。サーバ１０８の一例は、マイクロソフト社のＥＸＣＨＡＮＧＥサーバであることもあ
る。電子通信アイテム１１０（例えば電子メールアイテム）は、テキストベースの通信、
ならびに例えばオーディオファイル、テキストファイル、画像ファイル、およびデータフ
ァイルなどの様々な添付ファイルを送るために１人または複数人のユーザの間で通信する
ことができる電子通信の例示である。ドキュメント１０６の一時コピーは、本発明の実施
形態による、電子通信アイテムに関連して編集され、処分のために電子メールサーバ１０
８に電子通信とともに一時的に記憶された編集済みの添付コンテンツアイテムの一時記憶
装置の例示である。協働サーバ１１２は、１つまたは複数のコンテンツアイテムを記憶す
ることができるローカルまたは遠隔の記憶リポジトリの例示である。例えば、協働サーバ
１１２は、様々なユーザが様々なドキュメントを記憶して共作することができる、様々な
ユーザがアクセス可能な企業に位置する、または様々なユーザから遠隔に位置する、共用
リソースサーバとすることができる。このような協働サーバ１１２の例としては、マイク
ロソフト社のＳＨＡＲＥＰＯＩＮＴサーバまたはＯＮＥＤＲＩＶＥサーバが含まれ得る。
【００１８】
[0031]　本発明の実施形態によれば、添付コンテンツアイテムを所与のユーザが受信して
編集したときに、編集したコンテンツアイテムの一時コピー１０６は、受信した電子通信
アイテム１１０とともに電子通信サーバ１０８に記憶される。コンテンツアイテムは、本
明細書に図示して説明する実施形態に関連して述べるように、所与のユーザが受信したコ
ンテンツアイテムを電子通信サーバ１０８とは分けて記憶したいと思う場合には、協働サ
ーバ１１２にのみ記憶される。
【００１９】
[0032]　図２Ａは、本発明の実施形態を実施することができる電子通信アプリケーション
のコンピュータ生成ユーザインタフェースを示す図である。本明細書に記載する実施形態
に適した例示的な電子通信アプリケーションとしては、マイクロソフト社のＯＵＴＬＯＯ
Ｋがある。図２Ａに示すように、ユーザが本発明の実施形態に従ってコンテンツアイテム
添付物を送信および受信することができる、ユーザが様々な電子メッセージを送信および
受信することができる例示的な電子メールアプリケーションのユーザインタフェース２０
０が示してある。様々なフォルダ、連絡先アイテム、グループアイテム、およびカレンダ
アイテムなどを提供してユーザが電子通信アプリケーションの機能に関連する様々なフォ
ルダ、連絡先、またはその他のアイテムを選択できるようにすることができる電子メール
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フォルダペイン２１０は、ユーザインタフェース２００の左側に示してある。関連する電
子通信アプリケーションの機能に従って選択的に閲覧して応答することができる、受信側
ユーザが受信した様々な電子通信アイテムが表示される電子通信アイテムフォルダ２０５
が、示してある。例えば、ペイン２０５は、全ての受信した電子メールアイテムをリスト
する受信箱、送信した電子メールアイテムをリストする送信箱、および／または所与の電
子通信アイテムフォルダの内容を含むことができる。
【００２０】
[0033]　この例示的なユーザインタフェース２００の右側には、ユーザが所与の電子通信
メッセージを読む、あるいは例えばメッセージに返信したり、メッセージを転送したりす
るなど、その他の方法で電子通信メッセージと相互作用することができるように所与の電
子通信メッセージまたは電子通信会話アイテムスレッドを表示することができる、電子メ
ールビューイングペインが表示してある。すなわち、ペイン２０５に表示される受信箱に
リストされている所与の通信アイテム（例えば電子メールアイテム）が選択されると、選
択されたアイテムをペイン２１５内で開いて、ユーザがその通信アイテムを読む、または
その通信アイテムに応答することができるようにすることができる。選択された通信アイ
テムが、通信会話を含む複数の通信アイテムからなるスレッドを含む場合には、そのアイ
テムのスレッド全体をペイン２１５内に表示して、ユーザがスレッド内の様々なアイテム
の間を移動することができるようにすることができる。電子通信ペインまたはキャンバス
２１５に示される電子通信アイテムは、電子通信アイテムペイン２０５から選択された１
つのアイテムに関連するいくつかの電子通信アイテムからなる電子通信スレッドを含むこ
ともあることを理解されたい。
【００２１】
[0034]　例えば、電子通信アイテムペイン２０５内で、ユーザは、例えば「ジョーブラウ
ン」という送信者など、所与の送信側から電子メールを受信していることがある。電子メ
ールアイテムペイン２０５にリストされている送信者例「ジョーブラウン」から電子メー
ルを選択すると、対応する電子通信アイテムが、添付コンテンツアイテムに関連する任意
の添付物アイコンの表示とともに、電子通信ペインまたはキャンバス２１５に自動的に表
示される。さらに、選択した電子通信アイテムが、いくつかの異なる電子通信アイテム（
例えば、通信スレッドの一部として様々なユーザ間で交換された５つの異なる電子メール
アイテム）を含む電子通信スレッドの一部である場合には、その電子通信スレッド全体を
、電子通信ペインまたはキャンバス２１５に表示して、ユーザが望み通りに電子通信ペイ
ンまたはキャンバス２１５内を移動することによってスレッドに含まれるアイテム間を移
動できるようにすることができる。
【００２２】
[0035]　さらに、電子通信ペイン２１５には、カレンダエントリ、タスクエントリ、およ
びリマインダエントリなど、その他のタイプの情報を示すこともできる。例えばカレンダ
エントリなど、このようなタイプのエントリのそれぞれに、この例のカレンダエントリか
ら選択されたとき後述のように没入型ビューペイン内に関連するコンテンツアイテムを表
示させることができる添付物を含めることができる。例えば、ユーザは、通信ペイン２１
５内でカレンダ機能を起動して、所与の日のカレンダエントリを示すことができる。その
所与の日の様々なカレンダエントリの間を移動したら、カレンダエントリのうちの１つが
、所与の会議で他のユーザと議論することになる添付ドキュメントを有している可能性も
ある。そのカレンダエントリ中の添付物アイコンを選択すれば、関連するコンテンツアイ
テムを没入型ビューペイン２３７内に自動的に表示させて、ユーザが対応するコンテンツ
アイテムを閲覧および／または編集できるようにすることができる。このコンテンツアイ
テムの編集が完了したら、更新された会議出席依頼またはカレンダエントリは、自動的に
、この例の会議の他の参加者に送信するように準備することができ、編集済みのコンテン
ツアイテムは、自動的に、会議の他の参加者に送信されるように会議更新に添付すること
ができる。
【００２３】
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[0036]　図２Ａに示すように、例示的な電子メールメッセージ２５９は、受信側ユーザに
よって受信されており、電子通信ペインまたはキャンバス２１５内で開かれている。この
受信電子メールメッセージは、３つの例示的な添付物２１９、２２５、２３０を含む。添
付物２１９、２２５、および２３０は、例えばワードプロセッシングドキュメント、スプ
レッドシートドキュメント、スライドプレゼンテーションドキュメント、メモドキュメン
ト、画像ファイル、写真、およびビデオファイルなど、受信側ユーザが送信側ユーザから
受信する可能性がある任意の添付コンテンツアイテムの例示であることを理解されたい。
【００２４】
[0037]　本発明の実施形態によれば、ユーザが添付コンテンツアイテムの例示２１９、２
２５、２３０のうちの１つを選択した場合には、選択されたコンテンツアイテムを没入型
ビューペイン２３７内に表示して、ユーザがその選択されたコンテンツアイテムを見、か
つ／または編集できるようにすることができる。図２Ａに示すように、例示的なユーザは
、本明細書に記載するように、この例のワードプロセッシングドキュメント添付物アイコ
ン２１９を選択して、選択したドキュメント２１９を見て、それと相互作用する。
【００２５】
[0038]　次に図２Ｂを参照すると、図２Ａに示すように受信側ユーザが添付物アイテム２
１９を選択したことを受けて、関連するドキュメント２４０が没入型ビューペイン２３７
に自動的に表示されて、ユーザがその関連するドキュメント２４０を閲覧し、それと相互
作用できるようにする。図２Ｂに示すように、没入型ビューペインは、ユーザインタフェ
ース２００の左側に位置決めされ、電子メールビュー２１５は、ユーザインタフェース２
００の右側に表示されたままである。それぞれのビューイングペインは、例えば没入型ビ
ューペインがユーザインタフェースの右側に表示され、電子メールペインが左側に表示さ
れる右／左の向き、没入型ビューペインがユーザインタフェース２００の上部に表示され
、電子メールペインがユーザインタフェース２００の下部に表示される上／下の向き、ま
たは没入型ビューペインがユーザインタフェース２００の下部に表示され、電子メールペ
インがユーザインタフェース２００の上部に表示される下／上の向きなど、他の向きで表
示することもできる。あるいは、受信側ユーザが使用しているコンピューティングデバイ
スが、タブレット型コンピューティングデバイスまたは携帯電話など、スモールフォーム
ファクタデバイスであり、没入型ビューペインと電子通信ビューペインを両方とも表示す
るには表示スペースが不十分である場合には、没入型ビューペイン２３７をコンピューテ
ィングデバイスのディスプレイ表面全体にわたって表示し、機能ボタンまたはコントロー
ルを設けて、電子通信ビューペインを必要に応じて選択的に表示に戻すようにすることも
できる。あるいは、電子通信ビューペインの一部切欠き表示を形成して、残りの表示スペ
ースを没入型ビューペインに使用することもできる。
【００２６】
[0039]　本発明の実施形態によれば、ユーザがユーザインタフェース２００内で編集機能
を選択する、またはドキュメント２４０に対して編集を実行する（例えばドキュメント２
４０内のテキストアイテムを変更する）場合には、没入型ビューペインに表示されるコン
テンツアイテムのコンテンツアイテムタイプに関連するアプリケーションを没入型ビュー
ペインで起動する、あるいはそのコンテンツアイテムタイプに関連する１つまたは複数の
機能を没入型ビューペイン内に提供して、ユーザが表示されているドキュメントを編集で
きるようにすることができる。図２Ｂに示すように、様々なワードプロセッシング機能２
５５を没入型ビューペイン内に提供して、受信側ユーザがドキュメント２４０を編集でき
るようにすることができる。ワードプロセッシングアプリケーションのインスタンスを没
入型ビューペイン内で起動して表示することもできるし、あるいは例えばフォーマット機
能など選択された機能を没入型ビューペイン内に提供して、ユーザがドキュメント２４０
に対する特定のワードプロセッシング機能を操作できるようにすることもできることを理
解されたい。同様に、ドキュメント２４０が、スプレッドシートドキュメントなど別のタ
イプのドキュメントである場合には、スプレッドシートアプリケーションのインスタンス
を没入型ビューペイン内で起動することもできるし、あるいはスプレッドシートアプリケ
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ーションの特定の機能を没入型ビューペイン内に提供することもできる。すなわち、任意
のタイプのソフトウェアアプリケーション機能を、必要に応じて没入型ビューペイン内に
提供して、表示されているコンテンツアイテムを編集することができる。ユーザが、例え
ばドキュメント２４０に含まれる犬の写真など、この例におけるワードプロセッシングア
プリケーションと関連がないドキュメント２４０の一部分を編集したい場合には、例えば
この犬の写真などの画像を編集するために必要な機能を提供して、ユーザが画像を編集で
きるようにすることができることを理解されたい。
【００２７】
[0040]　引き続き図２Ｂを参照して、一実施形態によれば、受信側ユーザが編集のために
ドキュメント２４０を選択したときに、例えばドラフト返信電子メールアイテム２６１な
どのドラフト通信を自動的に生成し、電子通信ビューペインに表示して、ユーザが編集プ
ロセスを完了したときに編集済みドキュメントまたはその他のコンテンツアイテムを通信
できるようにすることができる。ドラフト通信２６１を参照すると、１実施形態によれば
、受信側ユーザが編集しているドキュメント２４０が添付された電子メールメッセージの
元の送信側への自動返信メッセージを、ドキュメント２４０の編集が完了したときに、編
集しているユーザが保存／送信機能２６０を選択して、ドキュメントまたはコンテンツア
イテム２４０の編集版をドラフト通信２６１に自動的に添付して元の送信側ユーザにその
通信を送信することができるように生成することができる。このように、添付物を、編集
を行って保存するためのハードドライブまたはその他の記憶リポジトリに保存し、その後
に、編集したコンテンツアイテムを取り出し、通信に再添付して元の送信側ユーザに伝送
するという必要がなく、受信側ユーザが送信側ユーザから受信した添付物を開き、添付物
を編集して、その添付物の編集版を自動的に元の送信側ユーザに返信するという送信側ユ
ーザから受信側ユーザへの通信が可能になる。
【００２８】
[0041]　受信側ユーザが保存／送信機能２６０を選択した場合には、この例の電子メール
アプリケーションのユーザインタフェース２００を、フォルダペイン２１０、電子通信ア
イテムペイン２０５、および電子通信ビューペイン２１５が提示されている状態に戻すこ
とができるが、返信通信２６５が示され、この返信通信２６５とともに、ユーザは、最初
に受信した添付物の編集版の添付物２２０を元の送信側ユーザに返信することができる。
受信側ユーザは、ユーザが１つまたは複数の追加ドキュメントまたはその他のコンテンツ
アイテムを元の送信側ユーザに送信するために添付することができる、「いくつか変更を
加えました。感想をお聞かせ下さい」というストリングなど１つまたは複数のテキストス
トリングを入力することができることを理解されたい。
【００２９】
[0042]　図２Ｃに示すように、電子通信ビューペインまたはキャンバス２１５は、様々な
ユーザの間の電子通信スレッドを含むいくつかの電子メールメッセージ２６１および２６
２で構成される通信スレッドを含む。通信ペイン２１５に示される通信スレッドは、ユー
ザが図２Ａに示す電子通信アイテムペイン２０５にリストされている電子通信アイテムの
うちの１つを選択した結果として表示されていることもあることを理解されたい。引き続
き図２Ｃを参照すると、ドキュメント２４１は、没入型ビューペイン２３７内に表示され
て、表示されているそのドキュメントを閲覧し、場合によっては編集することができるも
のとして示してある。１実施形態によれば、ドキュメント２４１は、通信ペイン２１５内
に示される通信２６１中の添付物アイコン２２１を選択した結果として表示されているこ
ともある。
【００３０】
[0043]　次に図２Ｄを参照すると、１実施形態によれば、ユーザが所与の通信会話スレッ
ドに含まれる様々な通信アイテムの間を移動するときに、ユーザが、他の添付物アイコン
を選択して、関連するコンテンツアイテムを没入型ビューペインに表示することもある。
図２Ｄに示すように、ユーザは、添付物アイコン２２３を選択し、その結果として、ドキ
ュメント２４２が自動的に没入型ビューペインに表示されて、図２Ｃに示すようにそれま
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で没入型ビューペインに表示されていたドキュメント２４１と置き換わる。このようにし
て、ユーザは、会話スレッド全体にわたって様々な添付物を選択して、所望の通信スレッ
ドを通信ペインまたはキャンバス２１５内に維持しながら、没入型ビューペイン２３７に
表示するコンテンツアイテムを変更することができる。
【００３１】
[0044]　次に図２Ｅを参照すると、実施形態によれば、電子通信ペインまたはキャンバス
２１５を利用して、様々なタイプの電子通信を表示することができる。例えば、チャット
セッションユーザインタフェース２６５が、電子通信ペイン２１５に示してある。その他
のタイプの通信アイテムおよび／または通信スレッドとしては、テキストメッセージング
通信、インスタントメッセージング通信、電子メール通信、およびビデオ通信などが含ま
れ得ることを理解されたい。１つまたは複数の添付物を有するこのような通信のいずれに
おいても、関連する添付物アイコンまたはリンクを選択すると、関連するコンテンツアイ
テムを没入型ビューペイン２３７に表示させることができる。実施形態によれば、ユーザ
が表示されているコンテンツアイテムを編集する場合には、例えば次のテキストメッセー
ジ、次のインスタントメッセージ、次の電子メールメッセージ、または次のチャットメッ
セージなど、次の、または応答の通信を、自動的にペイン２１５に生成して、編集したコ
ンテンツアイテムを添付物として所望の受信者に自動的に送信することができる。このよ
うな場合には、編集済みのコンテンツアイテムは、例えばメールボックスサーバ１０８な
どの適当なサーバに通信アイテムとともに記憶することもできるし、あるいは、協働サー
バ１１２等の代替の記憶位置に記憶することもでき、自動的に生成された通信の自動的に
生成された添付物は、その記憶された編集済みコンテンツアイテムを指すポインタを含む
ことができる。
【００３２】
[0045]　次に図２Ｆを参照すると、通信ペイン２１５に表示される所与の通信会話スレッ
ドに含まれるアイテムの強化されたビュー順序付けが示してあり、以下、これについて説
明する。図２Ｆを参照すると、上述のように、会話スレッドが通信ペイン２１５に表示さ
れている。所与の添付物アイコンが選択されたのに応答して、ドキュメント２４１が没入
型ビューペイン２３７に表示されている。ビューペイン２１５を参照すると、本発明の実
施形態によれば、ユーザが例えば電子メールアイテムなど所与の通信アイテムを選択した
ときに、対応する通信会話スレッドが、スレッド中の最も古いアイテムがスレッドの最上
部に表示され、次に古いアイテムがその次に表示され、その次に古いアイテムがその次に
表示される、といった具合に、古いものから新しいものの順序で、ビューペイン２１５に
表示される。このように、ユーザが通信スレッドに含まれるアイテムの間を移動するとき
、スレッドの最上部にある最初のアイテムは、スレッドに含まれる最も古いアイテムとな
り、その次にスレッドに含まれるアイテムは、その次に古いアイテムとなり、以下同様に
続く。このようにして、ユーザは、ユーザが会話の始まりであるスレッド中の最初のアイ
テムを見たいときには、ユーザがアイテムのリストの最上部に移動すればよいこと、およ
びユーザが通信スレッドに含まれるアイテムを下方に移動（例えばスクロール）すること
によってスレッド内を移動することができることが分かっている状態で、非常に迅速かつ
効率的にスレッドに含まれるアイテムの間を移動することができる。
【００３３】
[0046]　したがって、通信ペインは、ユーザがスレッドに含まれる通信を上から下へ読み
ながら、同時に関連する添付物アイコンを選択して関連するコンテンツアイテムを没入型
ビューペイン２３７に表示させることによって添付コンテンツアイテムを閲覧することを
可能にする読取りペインとなる。この実施形態によれば、ユーザが所与のコンテンツアイ
テムを編集することに決めた場合に、自動的に生成される次の通信アイテムは、通信スレ
ッドの最下部に追加されることになり、ドキュメントの編集版は、その新たな通信アイテ
ムに添付することができる。あるいは、ユーザが単純に例えば応答性の電子メッセージな
どの新たな通信アイテムを通信スレッドに追加して、所与のコンテンツアイテムについて
コメントしたいと思った場合、例えば、ユーザがスレッド中の以前の電子メール通信に例
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えば返信や転送などによって応答することにしたときには、その新たな通信は、図２Ｆに
示すように、通信スレッドの最下部に作成されることになる。
【００３４】
[0047]　次に図２Ｇを参照すると、別の実施形態により、ポップアウト機能２７０が示し
てあり、これについて説明する。本明細書で述べるように、また図２Ｂから図２Ｆに示す
ように、ユーザが電子通信アイテムに含まれる所与の添付物を選択すると、関連するコン
テンツアイテムが没入型ビューペイン２３７に自動的に表示されて、ユーザは、表示され
ているドキュメントを見ながら、同時に、ペイン２１５内の対応する通信スレッド内でペ
イン内の通信アイテムの間を移動し、それらの通信アイテムを見、かつ／またはそれらの
通信アイテムに応答することができるようになる。１実施形態によれば、ユーザはポップ
アウト機能２７０を選択することができ、図２Ｈに示すように、２次ユーザインタフェー
ス２０１を、１次ユーザインタフェース２００と部分的または完全に重なった状態で、１
次ユーザインタフェース２００からポップアウトさせることができる。
【００３５】
[0048]　ポップアウトインタフェース２０１では、通信ペイン２１５に示される通信スレ
ッド、および没入型ビューペイン２３７に表示される任意の表示コンテンツアイテム２４
１は、ポップアウトユーザインタフェース２０１に表示されることになり、ポップアウト
ユーザインタフェースが引き出された元のユーザインタフェース２００は、異なる表示状
態、例えば図２Ａを参照して上記に示した、元の電子通信が選択された開始状態に戻るこ
とができる。すなわち、ユーザのフォルダペイン２１５、電子メールアイテムペイン２０
５（例えば受信箱）、および電子通信ペイン２１５は、１次ユーザインタフェース２００
に表示することができ、ポップアウトした２次ユーザインタフェース２０１には、現在移
動している通信会話スレッドと、任意の現在見ている、かつ／または編集しているコンテ
ンツアイテムとが表示されることになる。
【００３６】
[0049]　次に図２Ｉを参照すると、１実施形態によれば、ポップアウト２次ユーザインタ
フェース２０１、またはポップアウトユーザインタフェース２０１が引き出された１次ユ
ーザインタフェース２００の一方において行われた任意の編集または変更は、この２つの
ユーザインタフェースのうちの他方に反映される。すなわち、元のユーザインタフェース
２００が１次ユーザインタフェースとして機能し、ポップアウトユーザインタフェース２
０１が２次ユーザインタフェースとして機能する場合には、１次ユーザインタフェースで
行われた任意の変更または更新は、２次ユーザインタフェースに反映され、またその逆も
同様である。したがって、表示されたコンテンツアイテムを有する没入型ビューペイン２
３７および関連する通信ビューペイン２１５は、表示スペースの一部または全てを消費す
るが、これらのアイテムをポップアウトユーザインタフェース２０１に示すことにより、
ユーザは、自分の望むように、非常に迅速に１次ユーザインタフェースと２次ユーザイン
タフェースの間を行き来することができる。この実施形態によれば、ユーザは、ポップア
ウトコントロール２７０をもう一度選択する、またはその他の何らかの適当な機能を選択
することによって、２次ユーザインタフェース２０１を１次ユーザインタフェースに戻す
ことができる。本明細書で図示および説明するユーザインタフェースの構成要素、レイア
ウト、機能ボタンおよびコントロールは、例示および例証のみを目的としてものであり、
本発明の実施形態に従って使用することができるその他のレイアウトおよび向きを制限す
るものではないことを理解されたい。
【００３７】
[0050]　図１から図２Ｉを参照して、本発明の実施形態のシステムアーキテクチャ、様々
なユーザインタフェース構成要素および様々な態様について説明したが、図３は、没入型
でドキュメントを見て使用する方法を示す流れ図である。ルーチン３００は、開始動作３
０５から開始され、様々なタイプのうちの１つの通信をユーザが受信する動作３１０に進
む。例えば、ユーザは、電子メールメッセージ、テキストメッセージ、インスタントメッ
セージ、チャットセッションメッセージ、またはビデオメッセージなどを受信することが
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ある。１実施形態によれば、受信した通信は、図２Ａに示し、図２Ａを参照して上述した
ように、通信アイテムペイン２０５で最初に受け取り、ユーザに対してリストすることが
できる。ペイン２０５から受信した通信が選択されると、本明細書で図示および説明する
ように、その選択された通信は、通信会話スレッドを含む任意の関連する通信とともに電
子通信ペインまたはキャンバス２１５に表示される。
【００３８】
[0051]　受信した通信アイテムまたは関連する通信会話スレッドに含まれる別の通信アイ
テムが添付物を含む場合には、動作３１５で、ユーザは、添付物を選択することができ、
動作３２０で、選択した添付物に関連するコンテンツアイテムを、自動的に没入型ビュー
ペイン２３７に表示することができる。本発明の実施形態によれば、ユーザは、所与の通
信会話スレッドに含まれる様々な通信アイテムの間を移動することができ、またスレッド
に含まれる様々な通信アイテムに含まれる添付物を選択することができ、選択された添付
物に関連するコンテンツアイテムは、自動的に没入型ビューペイン２３７に表示すること
ができる。
【００３９】
[0052]　動作３２５で、通信ペイン２１５に提供される通信アイテムは、スレッド中の最
も古いアイテムが最上部に表示され、その次に古いアイテムがその後に続き、その次に古
いアイテムがその後に続くといった具合に並んでいく古いものから新しいものの向きで配
向して、ユーザが通信会話スレッドに含まれるアイテムの間を効率的に上から下に移動で
きるようにすることができる。
【００４０】
[0053]　動作３３０で、ユーザが１つまたは複数の通信に関連するコンテンツアイテムを
閲覧または編集したいと思った場合には、ユーザは、ポップアウト機能２７０を選択して
、１次ユーザインタフェース２００から２次ユーザインタフェース２０１をポップアウト
させて、ユーザが２次ユーザインタフェース内で所与のコンテンツアイテムに関連した閲
覧、編集または通信を行いながら、同時に１次通信ユーザインタフェースは１次ユーザイ
ンタフェースのままにしておくことができる。実施形態によれば、このとき、ユーザは、
自分の望むように１次ユーザインタフェースと２次ユーザインタフェースの間を行き来す
ることができ、１次または２次ユーザインタフェースの一方に含まれる任意のコンテンツ
アイテムまたは通信アイテムに対して行われた任意の変更は、この２つのユーザインタフ
ェースのうちの他方に反映することができる。このルーチンは、３９５で終了する。
【００４１】
[0054]　コンピュータのオペレーティングシステム上で動作するアプリケーションプログ
ラムと協働して動作するプログラムモジュールという一般的な文脈で本発明について説明
したが、当業者なら、本発明がその他のプログラムモジュールと組み合わせて実施するこ
ともできることを認識するであろう。一般に、プログラムモジュールは、ルーチン、プロ
グラム、コンポーネント、データ構造、および特定のタスクを実行する、または特定の抽
象データタイプを実施するその他のタイプの構造を含む。
【００４２】
[0055]　本明細書に記載する実施形態および機能は、デスクトップコンピュータシステム
、有線およびワイヤレスコンピューティングシステム、モバイルコンピューティングシス
テム（例えば携帯電話、ネットブック、タブレットまたはスレート型コンピュータ、ノー
トブックコンピュータ、およびラップトップコンピュータなど）、手持ち型デバイス、マ
ルチプロセッサシステム、マイクロプロセッサ型またはプログラマブル民生電子機器、ミ
ニコンピュータ、およびメインフレームコンピュータなど（ただしこれらに限定されない
）、多数のコンピューティングシステムを介して動作することができる。
【００４３】
[0056]　さらに、本明細書に記載する実施形態および機能は、アプリケーション機能、メ
モリ、データの記憶および取出し、ならびに様々な処理機能を、インターネットまたはイ
ントラネットなどの分散型コンピューティングネットワークを介して互いに遠隔に操作す



(15) JP 6438969 B2 2018.12.19

10

20

30

40

50

ることができる分散型システム（例えばクラウド型コンピューティングシステムなど）を
介して、動作することもできる。様々なタイプのユーザインタフェースおよび情報を、搭
載型コンピューティングデバイスディスプレイを介して、または１つまたは複数のコンピ
ューティングデバイスに関連する遠隔のディスプレイユニットを介して表示することがで
きる。例えば、様々なタイプのユーザインタフェースおよび情報を、壁面に投影して表示
して、相互作用することができる。本発明の実施形態を実施することができる多数のコン
ピューティングシステムとの相互作用としては、キーストローク入力、タッチスクリーン
入力、および音声またはその他のオーディオ入力などが含まれ、また、関連するコンピュ
ータデバイスがユーザのジェスチャを取り込んでコンピューティングデバイスの機能が制
御できるように解釈する検出機能（例えばカメラ）を備えている場合には、ジェスチャ入
力も含まれる。
【００４４】
[0057]　図４～図６、および関連する記述は、本発明の実施形態を実施することができる
様々な動作環境を説明するものである。ただし、図４～図６に示して説明するデバイスお
よびシステムは、例示および例証を目的としたものであり、本明細書に記載する本発明の
実施形態を実施するために利用することができる膨大な数のコンピューティングデバイス
構成を制限するものではない。
【００４５】
[0058]　図４は、本発明の実施形態を実施することができるコンピューティングデバイス
４００の物理構成要素（すなわちハードウェア）を示すブロック図である。以下に述べる
コンピューティングデバイスの構成要素は、上述のクライアントデバイス１０４ａ～１０
４ｎに適していることもある。基本構成では、コンピューティングデバイス４００は、少
なくとも１つの処理ユニット４０２と、システムメモリ４０４とを含むことができる。コ
ンピューティングデバイスの構成およびタイプに応じて、システムメモリ４０４は、揮発
性記憶装置（例えば、ランダムアクセスメモリなど）、不揮発性記憶装置（例えば、読取
り専用メモリなど）、フラッシュメモリ、またはこれらのメモリの任意の組合せであり得
るが、これらに限定されるわけではない。システムメモリ４０４は、オペレーティングシ
ステム４０５と、ソフトウェアアプリケーション４５０の実行に適した１つまたは複数の
プログラムモジュール４０６とを含むことができる。オペレーティングシステム４０５は
、例えば、コンピューティングデバイス４００の動作を制御するのに適している可能性が
ある。さらに、本発明の実施形態は、グラフィックライブラリ、その他のオペレーティン
グシステム、または任意のその他のアプリケーションプログラムとともに実施することが
できるが、任意の特定のアプリケーションまたはシステムに限定されるわけではない。こ
の基本構成は、図４では、破線４０８内の構成要素によって示してある。コンピューティ
ングデバイス４００は、追加の特徴または機能を有することもできる。例えば、コンピュ
ーティングデバイス４００は、例えば磁気ディスク、光ディスク、またはテープなど、追
加のデータ記憶デバイス（取外し式および／または非取外し式）を含むこともできる。こ
のような追加の記憶装置は、図４では、取外し式記憶デバイス４０９および非取外し式記
憶デバイス４１０として示してある。
【００４６】
[0059]　上記のように、いくつかのプログラムモジュールおよびデータファイルを、シス
テムメモリ４０４に記憶することができる。処理ユニット４０２上で実行している間に、
プログラムモジュール４０６は、図３に示す方法３００のステージのうちの１つまたは複
数など（ただしこれらに限定されない）のプロセスを実行することができる。本発明の実
施形態に従って使用することができるその他のプログラムモジュールとしては、電子メー
ルおよび連絡先アプリケーション、ワードプロセッシングアプリケーション、スプレッド
シートアプリケーション、データベースアプリケーション、スライドプレゼンテーション
アプリケーション、描画またはコンピュータ支援アプリケーションプログラムなどのアプ
リケーションが含まれ得る。
【００４７】
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[0060]　さらに、本発明の実施形態は、離散電子要素を含む電気回路、論理ゲートを含む
パッケージ化または集積電子チップ、マイクロプロセッサを利用した回路、または電子要
素またはマイクロプロセッサを含むシングルチップ上で実施することもできる。例えば、
本発明の実施形態は、図４に示す構成要素のそれぞれまたは多くが単一の集積回路上に集
積されていることがあるシステムオンチップ（SOC）を介して実施することもできる。こ
のようなＳＯＣデバイスは、１つまたは複数の処理ユニット、グラフィックユニット、通
信ユニット、システム仮想化ユニット、および様々なアプリケーション機能を含むことが
でき、これら全てが、単一の集積回路としてチップ基板上に集積される（または「焼き付
けられる」）。ＳＯＣを介して動作しているときには、本明細書に記載する複数のワーク
ロードにわたるアクティビティストリームを提供することに関連する機能は、単一の集積
回路（チップ）上のコンピューティングデバイス４００のその他の構成要素と一体化され
た特定用途向け論理を介して動作させることができる。本発明の実施形態は、機械的、光
学的、流体力学的、および量子的技術など（ただしこれらに限定されない）、例えばＡＮ
Ｄ、ＯＲおよびＮＯＴなどの論理演算を実行することができるその他の技術を使用して実
施することもできる。さらに、本発明の実施形態は、汎用コンピュータ内で、あるいは任
意のその他の回路またはシステム内で、実施することができる。
【００４８】
[0061]　コンピューティングデバイス４００は、キーボード、マウス、ペン、音声入力デ
バイス、タッチ入力デバイスなど、１つまたは複数の入力デバイス４１２を含むこともで
きる。ディスプレイ、スピーカ、プリンタなど、１つまたは複数の出力デバイス４１４も
含むことができる。前述のデバイスは例であり、他のデバイスを使用することもできる。
コンピューティングデバイス４００は、他のコンピューティングデバイス４１８との通信
を可能にする１つまたは複数の通信接続４１６を含むことができる。適当な通信接続４１
６の例としては、ＲＦ伝送機、ＲＦ受信機、ＲＦトランシーバ回路、ユニバーサルシリア
ルバス（USB）、パラレルおよび／またはシリアルポートが含まれるが、これらに限定さ
れるわけではない。
【００４９】
[0062]　本明細書で使用する「コンピュータ可読媒体」という用語は、コンピュータ記憶
媒体を含み得る。コンピュータ記憶媒体は、コンピュータ可読命令、データ構造、または
プログラムモジュールなどの情報を記憶するための任意の方法または技術で実装される揮
発性および不揮発性、ならびに取外し式および非取外し式の媒体を含み得る。システムメ
モリ４０４、取外し式記憶デバイス４０９、および非取外し式記憶デバイス４１０は、全
て、コンピュータ記憶媒体（すなわちメモリ記憶装置）の例である。コンピュータ記憶媒
体は、ＲＡＭ、ＲＯＭ、電気的消去可能読取り専用メモリ（EEPROM）、フラッシュメモリ
またはその他のメモリ技術、ＣＤ－ＲＯＭ、デジタル多用途ディスク（DVD）またはその
他の光学記憶装置、磁気カセット、磁気テープ、磁気ディスク記憶装置またはその他の磁
気記憶デバイス、あるいはコンピューティングデバイス４００がアクセスすることができ
る情報を記憶するために使用することができる任意のその他の製造品を含み得る。コンピ
ュータ記憶媒体は、搬送波、あるいはその他の伝搬または変調データ信号は含まない。
【００５０】
[0063]　通信媒体は、コンピュータ可読命令、データ構造、プログラムモジュール、ある
いは搬送波またはその他の移送機構などのその他の変調データ信号に含まれるデータによ
って具現化することができ、任意の情報送達媒体を含む。「変調データ信号」という用語
は、その信号中に情報を符号化するようにその特徴のうちの１つまたは複数が設定または
変更されている信号を指すことがある。例えば、ただしこれに限定されるわけではないが
、通信媒体は、有線ネットワークまたは直接線接続などの有線媒体、および音響、無線周
波（RF）、赤外線、およびその他のワイヤレス媒体などのワイヤレス媒体を含み得る。
【００５１】
[0064]　図５Ａおよび図５Ｂは、例えば携帯電話、スマートフォン、タブレットパーソナ
ルコンピュータ、およびラップトップコンピュータなど、本発明の実施形態を実施するこ
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とができるモバイルコンピューティングデバイス５００を示す図である。図５Ａを参照す
ると、これらの実施形態を実施するモバイルコンピューティングデバイス５００の１実施
形態が示してある。基本構成では、モバイルコンピューティングデバイス５００は、入力
要素および出力要素の両方を有する手持ち型コンピュータである。モバイルコンピューテ
ィングデバイス５００は、通常は、ディスプレイ５０５と、ユーザがモバイルコンピュー
ティングデバイス５００に情報を入力できるようにする１つまたは複数の入力ボタン５１
０とを含む。モバイルコンピューティングデバイス５００のディスプレイ５０５は、入力
デバイス（例えばタッチスクリーンディスプレイ）として機能することもできる。任意選
択の側面入力要素５１５が含まれている場合には、この入力要素５１５によって、さらな
るユーザ入力が可能になる。側面入力要素５１５は、回転スイッチ、ボタン、または任意
のその他のタイプの手動入力要素とすることができる。代替の実施形態では、モバイルコ
ンピューティングデバイス５００は、これより多くの数の入力要素を内蔵していてもよい
し、これより少ない数の入力要素を内蔵していてもよい。例えば、ディスプレイ５０５は
、いくつかの実施形態ではタッチスクリーンでないこともある。さらに別の代替の実施形
態では、モバイルコンピューティングデバイス５００は、携帯電話など、携帯型電話シス
テムである。モバイルコンピューティングデバイス５００は、任意選択のキーパッド５３
５を含むこともある。任意選択のキーパッド５３５は、物理的キーパッドであってもよい
し、タッチスクリーンディスプレイ上に生成される「ソフト」キーパッドであってもよい
。様々な実施形態において、出力要素は、グラフィカルユーザインタフェース（GUI）を
示すディスプレイ５０５、視覚インジケータ５２０（例えば発光ダイオード）、および／
またはオーディオ変換器５２５（例えばスピーカ）を含む。いくつかの実施形態では、モ
バイルコンピューティングデバイス５００は、ユーザに触覚フィードバックを提供する振
動変換器を内蔵する。さらに別の実施形態では、モバイルコンピューティングデバイス５
００は、外部デバイスに信号を送信する、または外部デバイスから信号を受信する、オー
ディオ入力（例えばマイクロフォンジャック）、オーディオ出力（例えばヘッドフォンジ
ャック）、およびビデオ出力（例えばHDMI（登録商標）ポート）などの入力および／また
は出力ポートを内蔵する。
【００５２】
[0065]　図５Ｂは、モバイルコンピューティングデバイスの１実施形態のアーキテクチャ
を示すブロック図である。すなわち、モバイルコンピューティングデバイス５００は、い
くつかの実施形態を実施するためのシステム（すなわちアーキテクチャ）５０２を内蔵す
ることができる。１実施形態では、システム５０２は、１つまたは複数のアプリケーショ
ン（例えば、ブラウザ、電子メール、カレンダ、連絡先マネージャ、メッセージングクラ
イアント、ゲーム、およびメディアクライアント／プレイヤなど）を実行することができ
る「スマートフォン」として実装される。いくつかの実施形態では、システム５０２は、
一体化された携帯情報端末（PDA）およびワイヤレス電話などのコンピューティングデバ
イスとして一体化される。
【００５３】
[0066]　１つまたは複数のアプリケーションプログラム５５０をメモリ５６２にロードし
、オペレーティングシステム５６４上で、またはオペレーティングシステム５６４と連動
して動作させることができる。アプリケーションプログラムの例としては、電話ダイヤラ
プログラム、電子通信アプリケーション、個人情報管理（PIM）プログラム、ワードプロ
セッシングプログラム、スプレッドシートプログラム、インターネットブラウザプログラ
ム、メッセージングプログラムなどが含まれる。システム５０２は、メモリ５６２内の不
揮発性記憶領域５６８も含む。不揮発性記憶領域５６８を使用して、システム５０２の電
源を落とした場合でも失われてはならない永続的な情報を記憶することができる。アプリ
ケーションプログラム５５０は、電子メールアプリケーションによって使用される電子メ
ールまたはその他のメッセージなど、不揮発性記憶領域５６８内の情報を使用し、その情
報を不揮発性記憶領域５６８に記憶することができる。同期アプリケーション（図示せず
）も、システム５０２上に存在し、ホストコンピュータ上に存在する対応する同期アプリ
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ケーションと相互作用して、不揮発性記憶領域５６８に記憶された情報をホストコンピュ
ータに記憶された対応する情報と同期した状態に保つようにプログラムされている。他の
アプリケーションをメモリ５６２にロードし、モバイルコンピューティングデバイス５０
０上で動作させることもできることを理解されたい。
【００５４】
[0067]　システム５０２は、１つまたは複数のバッテリとして実装することもできる電源
５７０を有する。電源５７０は、ＡＣアダプタ、またはバッテリの補充または再充電を行
う給電式格納台など、外部電力源をさらに含み得る。
【００５５】
[0068]　システム５０２は、無線周波通信を電装および受信する機能を実行する無線機５
７２を含むこともある。無線機５７２は、通信キャリアまたはサービスプロバイダを介し
たシステム５０２と「外界」との間のワイヤレス接続を促進する。無線機５７２との間の
伝送は、オペレーティングシステム５６４の制御下で行われる。換言すれば、無線機５７
２が受信する通信は、オペレーティングシステム５６４を介してアプリケーションプログ
ラム５５０に流すことができ、またその逆も可能である。
【００５６】
[0069]　視覚インジケータ５２０を使用して視覚通知を提供することができ、かつ／また
はオーディオインタフェース５７４を使用して、オーディオ変換器５２５を介して可聴通
知を生成することができる。図示の実施形態では、視覚インジケータ５２０は、発光ダイ
オード（LED）であり、オーディオ変換器５２５は、スピーカである。これらのデバイス
は、電源５７０に直接結合して、活動化されたときに、プロセッサ５６０およびその他の
構成要素はバッテリ電力を節約するためにシャットダウンする可能性があるが、通知機構
が規定する持続時間だけオンのまま留まるようにすることができる。ＬＥＤは、ユーザが
デバイスの電源オン状態を示すアクションを起こすまで無期限にオンのまま留まるように
プログラムすることもできる。オーディオインタフェース５７４は、可聴信号をユーザに
提供し、ユーザから可聴信号を受信するために使用することができる。例えば、オーディ
オインタフェース５７４は、オーディオ変換器５２５に結合されるだけでなく、マイクロ
フォンに結合して、可聴入力を受信して、例えば電話の会話を容易にしたりすることもで
きる。本発明の実施形態によれば、マイクロフォンは、以下で述べるように、オーディオ
センサとして機能して、通知の制御を容易にすることもできる。システム５０２は、静止
画像およびビデオストリームなどを記録する搭載型カメラ５３０の動作を可能にするビデ
オインタフェース５７６をさらに含むこともできる。
【００５７】
[0070]　システム５０２を実装しているモバイルコンピューティングデバイス５００は、
追加の特徴または機能を有することもできる。例えば、モバイルコンピューティングデバ
イス５００は、磁気ディスク、光ディスクまたはテープなど、追加のデータ記憶デバイス
（取外し式および／または非取外し式）を含むこともできる。このような追加の記憶装置
は、図５Ｂでは、不揮発性記憶領域５６８として示してある。
【００５８】
[0071]　モバイルコンピューティングデバイス５００によって生成される、または取り込
まれ、システム５０２を介して記憶されるデータ／情報は、上述のようにモバイルコンピ
ューティングデバイス５００上にローカルに記憶することもできるし、あるいは、このデ
ータは、無線機５７２を介して、またはモバイルコンピューティングデバイス５００と、
例えばインターネットなどの分散型コンピューティングネットワークのサーバコンピュー
タなど、モバイルコンピューティングデバイス５００に関連する別個のコンピューティン
グデバイスとの間の有線接続を介してこのデバイスがアクセスすることができる任意数の
記憶媒体上に記憶することもできる。このようなデータ／情報は、無線機５７２を介して
、または分散型コンピューティングネットワークを介して、モバイルコンピューティング
デバイス５００を介してアクセスすることができる。同様に、このようなデータ／情報は
、電子メールおよび協働データ／情報共有システムなどの周知のデータ／情報転送および
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記憶手段によって記憶および使用するために、コンピューティングデバイス同士の間で容
易に転送することができる。
【００５９】
[0072]　図６は、分散型コンピューティング環境の複数の構成要素にわたって本明細書に
記載する機能を提供するシステムのアーキテクチャの１実施形態を示す図である。上述の
アプリケーションに関連して展開され、相互作用され、または編集されるコンテンツは、
異なる通信チャネルまたはその他の記憶タイプに記憶することができる。例えば、様々な
ドキュメントは、ディレクトリサービス６２２、ウェブポータル６２４、メールボックス
サービス６２６、インスタントメッセージングストア６２８、またはソーシャルネットワ
ーキングサイト６３０を使用して記憶することができる。アプリケーション６２０（例え
ば電子通信アプリケーション）は、これらのタイプのシステムのうちのいずれかなどを使
用して、本明細書に記載したように、複数のワークロードにわたって本明細書に記載した
機能を提供することができる。サーバ６１５、１０８は、クライアント６０５Ａ～６０５
Ｃおよび１０４Ａ～１０４Ｎに機能を提供することができる。一例として、サーバ６１５
、１０８は、ウェブを介して本明細書に記載するアプリケーション機能を提供する、ウェ
ブサーバとすることもできる。サーバ６１５、１０８は、ウェブを介して、ネットワーク
１２０、６１０を通して、クライアント６０５Ａ～６０５Ｃおよび１０４Ａ～１０４Ｎに
アプリケーション機能を提供することもできる。例えば、クライアントコンピューティン
グデバイス１０４Ａ～１０４Ｎは、パーソナルコンピュータ６０５Ａ、タブレットコンピ
ューティングデバイス６０５Ｂ、および／またはモバイルコンピューティングデバイス６
０５Ｃ（例えばスマートフォン）、あるいはその他のコンピューティングデバイスに実装
して実施することもできる。クライアントコンピューティングデバイスのこれらの実施形
態のうちのいずれも、ストア６１６からコンテンツを取得することができる。
【００６０】
[0073]　例示として、本発明の実施形態について、本発明の実施形態による方法、システ
ムおよびコンピュータプログラム製品のブロック図および／または動作図を参照して上述
した。ブロック中に記す機能／アクションは、任意の流れ図に示す以外の順序で起こるこ
ともある。例えば、続けて示してある２つのブロックが、実際には、関連する機能／アク
ションに応じて、実質的に同時に実行されることもあるし、あるいは逆の順序で実行され
ることもある。
【００６１】
[0074]　本願において提供する１つまたは複数の実施形態の説明および図示は、いかなる
意味においても、請求する本発明の範囲を限定または制限するためのものではない。本願
に与える実施形態、例、および詳細は、ポゼッション（possession）を伝え、請求する本
発明の最良の形態を他者が作成して使用することを可能にするのに十分であると考えられ
るものである。請求する本発明は、本願で与えるいかなる実施形態、例、または詳細にも
限定されないものとして解釈すべきである。組み合わせて図示および説明されているか、
あるいは別々に図示および説明されているかにかかわらず、様々な特徴（構造的なものお
よび方法論的なものの両方）は、特定の特徴のセットを備えた実施形態を生み出すために
、選択的に含まれたり、省略されたりされるように意図されている。本願の説明および図
示が与えられれば、当業者なら、請求する本発明の広範な範囲を逸脱しない、本願で具現
化した一般的な発明性のある概念の広範な態様の趣旨の範囲内に含まれる様々な変形形態
、修正形態、および代替実施形態を構想することができる。
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