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(57)【要約】
　電子メールのタグをサジェストする。非一時的な機械
可読装置は実行可能な命令を含み、該実行可能な命令は
、実行されると、１つ又は複数のプロセッサに対し、電
子メールの内容に基づいて、少なくとも１つのサジェス
トタグのサジェストを提供させ、選択タグの選択を受信
させ、電子メールをコンピュータデータベースに記憶さ
せて、記憶電子メールを生成させ、選択タグを、コンピ
ュータデータベース内の記憶電子メールと関連付けさせ
る。
【選択図】図１
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　実行可能な命令を備える非一時的な機械可読記憶装置であって、前記実行可能な命令は
、実行されると、１つ又は複数のプロセッサに対し、
　電子メールの内容に基づいて、少なくとも１つのサジェストタグのサジェストを提供さ
せ、
　選択タグの選択を受信させ、
　前記電子メールをコンピュータデータベースに記憶させ、それにより、記憶電子メール
を生成させ、
　前記選択タグを、前記コンピュータデータベース内の前記記憶電子メールと関連付けさ
せる、
非一時的な機械可読記憶装置。
【請求項２】
　前記選択タグは電子メールアドレスを含まない、請求項１に記載の装置。
【請求項３】
　前記選択タグはプライベートタグである、請求項１に記載の装置。
【請求項４】
　前記命令は、実行されると、前記１つ又は複数のプロセッサに、前記電子メールの作成
中にタイプされる非英数字キャラクタを検出させる、請求項１に記載の装置。
【請求項５】
　前記命令は、実行されると、前記１つ又は複数のプロセッサに、前記電子メール内の１
つ又は複数の重要語に基づいて前記電子メールの主旨を特定させるか、又は、重要語が前
記電子メール内で繰り返される回数を特定させる、請求項１に記載の装置。
【請求項６】
　前記選択タグは、前記電子メールの本文内に存在する、請求項１に記載の装置。
【請求項７】
　前記命令は、実行されると、前記１つ又は複数のプロセッサに、前記電子メールの意図
される送信者又は意図される受信者の識別情報に基づいて、前記電子メールの主旨を特定
させる、請求項３に記載の装置。
【請求項８】
　前記命令は、実行されると、前記１つ又は複数のプロセッサに、前記電子メールの主旨
を以前に生成されたタグと比較させ、前記１つ又は複数のサジェストタグは、最も見合う
前記以前に生成されたタグを含む、請求項１に記載の装置。
【請求項９】
　前記命令は、実行されると、前記１つ又は複数のプロセッサに、前記電子メールの主旨
を以前に生成されたタグと比較させ、いずれも見合わない場合、前記電子メールの前記主
旨を含む前記１つ又は複数のサジェストタグを生成させる、請求項１に記載の装置。
【請求項１０】
　前記命令は、実行されると、前記１つ又は複数のプロセッサに、前記電子メールが、受
信者として列挙されている所定の電子メールアドレスを含む場合のみ、前記サジェストを
提供させる、請求項１に記載の装置。
【請求項１１】
　電子メールの内容を解析するステップと、
　前記内容に基づいてタグを識別するステップと、
　前記タグの登録者に前記電子メールを送信するステップと、
　前記電子メールをコンピュータデータベースに記憶して、記憶電子メールを生成するス
テップと、
　選択されたタグを、コンピュータデータベース内の前記記憶電子メールと関連付けるス
テップと、
を含む、方法。
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【請求項１２】
　前記内容に基づいて第２のタグを識別するステップと、
　前記電子メールの送信者を前記タグ及び前記第２のタグに登録するステップと、
を更に含む、請求項１１に記載の方法。
【請求項１３】
　前記タグは前記電子メールの本文に存在する、請求項１１に記載の方法。
【請求項１４】
　前記タグは階層タグである、請求項１１に記載の方法。
【請求項１５】
　プロセッサと、
　前記プロセッサに結合されたメモリと、
を備える装置であって、
　前記メモリは実行可能な命令を備え、該実行可能な命令は、実行されると、前記プロセ
ッサに対し、
　電子メールの内容に基づいてサジェストタグのサジェストを提供させ、
　選択タグの選択を受信させ、
　前記電子メールをコンピュータデータベースに記憶させて、記憶電子メールを生成させ
、
　前記選択タグを、前記コンピュータデータベース内の前記記憶電子メールと関連付けさ
せる、
装置。
 
【発明の詳細な説明】
【背景技術】
【０００１】
　大量の組織情報が、電子メール通信に閉じ込められた状態のままであることがある。こ
の情報の全てが、他人に対して不透明である必要があるわけではないが、組織内で機密状
態のままであることがある。特に、電子メール通信の私的な性質に起因して、特定の電子
メールに関わらない人々は、電子メールに含まれる情報から恩恵を受けることができない
。さらに、電子メールが分類されていないため、個人は、各自の電子メールアカウント内
の情報を見つけることを難しく感じることがある。さらに、個人によっては電子メールを
分類している場合であっても、様々な個人のメールボックスにわたる分類は一致しない。
例えば、同じ電子メールが、「ＳＭＢ」（すなわち、小規模及び中規模事業）、「小規模
事業」、「ＳＭＥ」（すなわち、小規模及び中規模企業）、又は「ＭｏｍＡｎｄＰｏｐＢ
ｕｓｉｎｅｓｓ（家族経営事業）」等の異なる人々の異なる分類の電子メールフォルダに
存在することがある。上記を考えると、異なる個人が共通の分類用語に到達することは困
難である。
【０００２】
　組織の情報記憶を考えると、ウィキ等のインターネットページ又はイントラネットペー
ジは、そのようなページを作成し、正しい当事者へのそのようなページの内容について他
の人々に同時に通信又は通知するために、重複した労力が必要とされることから、非効率
的である。ウィキは、内容及び構造に関して協働的に編集可能なネットワークページであ
る。さらに、ユーザは、新しい編集及びフォーマット方式を学ばなければならず、これは
採用及び使用を妨げる。
【０００３】
　メーリングリストは、重複した労力の低減に役立つことができるが、メーリングリスト
の作成、維持、及び発見に更なる労力が必要とされる。組織がこの広大で有益な情報リソ
ースを活用できるようにすることによって、多くの効率を得ることができ、生産性を増大
させることができる。
【０００４】



(4) JP 2014-532934 A 2014.12.8

10

20

30

40

50

　本開示をより完全に理解するために、これより、添付図面及び詳細な説明を参照する。
【図面の簡単な説明】
【０００５】
【図１】少なくとも幾つかの図示の例による、電子メールのタグをサジェストするシステ
ムの論理表現を示す図である。
【図２】少なくとも幾つかの図示の例による、電子メールのタグをサジェストする方法を
示す図である。
【図３】少なくとも幾つかの図示の例による、電子メールのタグをサジェストする特定の
機械を示す図である。
【図４】少なくとも幾つかの図示の例による、電子メールのタグをサジェストするシステ
ムを示す図である。
【発明を実施するための形態】
【０００６】
（詳細な説明）
　電子メールタグ付けは、ユーザが電子メール交換の通常の作業フローを変更する必要が
なく、電子メールの分類を可能にするシステムである。したがって、ユーザは、タグ付け
システムを用いる際、認識の方向を別個のタスクに切り替える必要がない。様々な例によ
れば、「電子メールタグ」は、作成中、又は或る人物から別の人物に送達する前に電子メ
ールに関連付けることができる。タグは一般に、ハッシュ記号を含み、ハッシュ記号の後
に英数字文字列が続く。電子メールが作成又は送信される際、システムはタグに関して電
子メールを解析する。タグを見つけると、システムは、タグに関連付けられた電子メール
のコピーをデータベースに保存する。システムはまた、電子メールの内容に基づいてタグ
をサジェストする（suggest：候補を提示する）こともできる。
【０００７】
　図１は、少なくとも幾つかの図示例による、電子メールのタグをサジェストするシステ
ム１００の論理表現を示す。電子メールクライアント１０４は、ユーザがシステム１００
と対話できるようにするグラフィカルユーザインターフェース（「ＧＵＩ」）を実施する
ことができる。特に、ユーザは、ＧＵＩを操作して、入力をシステム１００に提供するこ
とができ、システム１００は、ＧＵＩを通してユーザに出力することができる。電子メー
ルクライアント１０４は、ＭＩＣＲＯＳＯＦＴ　ＯＵＴＬＯＯＫ等の電子メールソフトウ
ェアを備えることができ、電子メールクライアントプラグイン１０２は、電子メールクラ
イアント１０４に追加される追加の命令セットとすることができ、本開示に記載される機
能を提供する。例えば、電子メールプラグイン１０２は、新しい機能を電子メールクライ
アント１０４に追加することができ、ユーザが、ＧＵＩ上の新しいメニュー及びボタンを
介して新しい機能にアクセスできるようにする。電子メールクライアント１０４は、ユー
ザにとってローカルとすることもできるし、ウェブベースとし、ウェブユーザインターフ
ェース（「ＵＩ」）１０６を通してアクセスすることもできる。ウェブユーザインターフ
ェース１０６は、ＩＮＴＥＲＮＥＴ　ＥＸＰＬＯＲＥＲ等のブラウザを含むことができる
。ウェブユーザインターフェース１０６は、タグウェブアプリケーション１２０にリモー
トにアクセスすることができる。タグウェブアプリケーションは、ウェブサーバ１２２上
で実行され、複数のユーザにサービス提供することができる。ウェブサーバ１２２は、タ
グウェブアプリケーション１２０に専用とすることもできるし、他のアプリケーション若
しくはサービスも同様に提供することもできる。
【０００８】
　システム１００は電子メールサーバ１１８を備えることもでき、電子メールサーバ１１
８は、タグ付きメーリングリストマネージャ１０８、タグサジェスト部１１０、タグマネ
ージャ１１２、電子メール解析部１１４、及びタグ抽出部１１６等の幾つかの構成要素又
はロジックを含むことができる。ロジックのうちの幾つか又は全ては組み合わせることが
できる。例えば、タグマネージャ１１２のロジックをタグサジェスト部１１０のロジック
と組み合わせることができる。
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【０００９】
　タグ抽出部１１６は、作成中、又は送達前に電子メール内のタグを検出するロジックと
することができる。タグは、特殊キャラクタが後置又は前置される文字列とすることがで
きる。例えば、ハッシュ記号「＃」は特殊キャラクタである。したがって、タグを「＃ｍ
ａｒｋｅｔｉｎｇ」として、電子メールがマーケティングに関連することを示すことがで
きる。タグは、電子メールの任意の場所に現れることができる。例えば、タグは、電子メ
ールの件名欄又は本文に現れることができる。したがって、ユーザは、電子メール内の任
意の文字列の前又は後に単にハッシュ記号を追加することで、タグを電子メールに挿入す
ることができる。すなわち、ユーザは、電子メールの件名又は本文に現れる任意の文字列
にハッシュ記号をプリペンド又は付加して、タグを作成することができる。ハッシュ記号
の追加は、メーリングリスト又は他のタイプの分類の場合において、カスタム電子メール
アドレスを思い出すか、又は見つけることと比較して、わずかな時間又は認知努力しか要
しない。
【００１０】
　タグ抽出部１１６は、電子メールの作成中又は電子メールの送達前の任意の時間に、タ
イプされたハッシュ記号を検出することができる。例えば、タグ抽出部１１６は、ハッシ
ュ記号を探して、下書きされた電子メール内のキャラクタを定期的にチェックすることが
できるか、又はタグ抽出部１１６は、電子メールの作成中にハッシュ記号をタイプする打
鍵を記録することができる。別の例では、タグ抽出部１１６は、ユーザにより指示された
ときにハッシュ記号を検出することができる。例えば、ユーザは、ボタンを選択して、タ
グ抽出部１１６が、ハッシュ記号に関して電子メールを検索することを認可することがで
きる。別の例では、ユーザは、タグ検出を実行することの認可として電子メールを送信す
ることができる。送信後、送達前ではあるが、タグ抽出部は、ハッシュ記号に関して電子
メールを検索することができる。
【００１１】
　複数のタグを１つの電子メールに用いることができ、複数の言葉を１つのタグに用いる
ことができる。階層タグを用いることもできる。例えば、階層タグを実施する一方法は、
ピリオドを用いて、別個の階層：＃ｍａｒｋｅｔｉｎｇ．ｓｍａｌｌｂｕｓｉｎｅｓｓ、
＃ｍａｒｋｅｔｉｎｇ．ｐｒｉｎｔｅｒｓ、＃ｍａｒｋｅｔｉｎｇ．ａｓｉａ等を示すこ
とである。ユーザは、タグが以前に用いられたか否かを気にする必要はない。タグが以前
に用いられたことがない場合、初回使用時、新しいタグがシステム１００内で作成される
。
【００１２】
　幾つかの例によれば、組織内で送信されるあらゆる電子メールにタグ付けする必要があ
るわけではない。タグ付けに関して共有が望まれる電子メールのみを選択することは、「
選択的タグ付け」である。選択的タグ付けが望まれる場合、ユーザは、ｔａｇｓ＠ｉｎｓ
ｔｉｔｕｔｉｏｎ．ｃｏｍを電子メールの「宛先」又は「ＣＣ」欄に含むことによって、
組織内のユーザの中での共有に適切な電子メールをマークすることができる。そのような
電子メールアドレスはカスタム電子メールアドレス（例えば、ｍａｒｋｅｔｉｎｇ＠ｉｎ
ｓｔｉｔｕｔｉｏｎ．ｃｏｍ）ではなく、その理由は、ｔａｇｓ＠ｉｎｓｔｉｔｕｔｉｏ
ｎ．ｃｏｍと共に任意のタグ及び複数のタグを用いることができ、電子メールアドレスは
タグではないためである。
【００１３】
　タグメーリングリストマネージャ１０８は、ユーザの電子メールアドレスをデータベー
ス又は他のデータ構造内のタグに関連付けるロジックとすることができる。例えば、ユー
ザは、マーケティングに関する組織情報を閲覧することに関心を有することがあるため、
「＃ｍａｒｋｅｔｉｎｇ」という名称のタグに登録することができる。したがって、その
ようなユーザは、＃ｍａｒｋｅｔｉｎｇタグがタグ付けされた電子メールにアクセスする
ことが可能である。さらに、そのようなユーザは、ユーザの受信箱内で＃ｍａｒｋｅｔｉ
ｎｇタグがタグ付けされた全ての電子メールを受信することもできる。ユーザは、登録さ
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れるタグを電子メールの件名又は本文内に用いて、ｔａｇｓ＠ｉｎｓｔｉｔｕｉｏｎ．ｃ
ｏｍのみに電子メールを送信することによって、タグに登録することができる。ユーザは
同様に、タグから登録解除することができる。複数のタグを同じ登録電子メール又は登録
解除電子メールに用いることができる。
【００１４】
　電子メール解析部１１４は、電子メールの内容を解析するロジックとすることができる
。例えば、解析部１１４は、電子メールの作成中、又は送達前に、ハッシュ記号を検索す
ることによって、電子メール内のタグを検索することができる。しかしながら、ユーザは
、タグがユーザにサジェストされることも同様に好むことがある。したがって、内容を解
析することは、電子メール内の少なくとも１つの重要語に基づいて電子メールの主旨を特
定することを含むこともできる。例えば、解析部１１４は、それぞれがタグに関連付けら
れた重要語のデータベースを照会し、任意の重要語に関して電子メールを検索することが
できる。解析は、少なくとも１つの重要語が電子メール内で繰り返される回数を特定する
ことを含むこともできる。繰り返される重要語は、特に電子メールの件名欄にある場合、
電子メールの主題を反映する可能性が高い。重要語には重み又は階層を関連付けることが
でき、重要語によっては、繰り返しに関係なく他の重要語よりも優位であるか、又は優先
される。重要語は、ネガティブに定義することもできる。例えば、ブラックリストにない
電子メール内の任意の言葉を重要語とすることができる。ブラックリストは、冠詞及び前
置詞等の非重要語又は主題に乏しい言葉を含むことができる。内容を解析することは、電
子メールの意図される送信者又は意図される受信者の識別情報に基づいて、電子メールの
主旨を特定することを含むこともできる。例えば、或る特定の送信者又は受信者は、他の
送信者又は受信者よりも、特定の主題についての電子メールを送信する可能性が高いこと
がある。また、組織内に語源を有するタグの場合、同様のタグが、送信者又は受信者の識
別情報に応じて類似しない主題を表すことがある。例えば、組織内で、＃ｄｉｓｐｌａｙ
はコンピュータモニタを指すことができるが、＃ｍｏｎｉｔｏｒはネットワーク監視を指
すことができる。したがって、電子メール解析部１１４は、電子メールを解析する際に、
個人及び部門のデータベース又は他のデータ構造を照会することができる。さらに、電子
メール解析部１１４は、文章の構造及びフォーマットを用いて、電子メールを解析するこ
とができる。例えば、感嘆符が付随する言葉又は下線が書式設定された言葉に、より大き
な重みを与えることができる。解析の上記例の組み合わせを用いることもできる。
【００１５】
　タグサジェスト部１１０は、電子メールの作成中、又は送達前に、解析された電子メー
ルに基づいてタグをサジェストするロジックとすることができる。タグサジェスト部は、
電子メール解析部１１４の出力をとり、それを入力として用いて、タグサジェストをユー
ザに出力する。例えば、タグサジェスト部１１０は、電子メールに現れる重要語に基づい
て、若しくは電子メールに現れる重要語に関連付けて、電子メールの送信者若しくは受信
者の識別情報に基づいて、又は電子メール解析部１１４によって出力される言葉若しくは
語句に基づいてタグをサジェストすることができる。さらに、サジェストを提供すること
は、電子メールの主旨を以前に生成されたタグと比較することと、最も見合うタグをサジ
ェストすることとを含むことができる。例えば、スコア付けシステムを用いることができ
、スコアは、見合いのレベルを示す。言葉の一致、言葉の類似性等の異なる要素によって
スコアを調整することができる。以前に生成されたタグで見合うものがない場合、例えば
、閾値を超えるスコアを有さない場合、サジェストされるタグは、電子メールの主旨を用
いて新たに生成することができる。サジェストされるタグは、選択メニューとしてウェブ
ユーザインターフェース１０６又は電子メールクライアント１０４を通して提示すること
ができる。ユーザは、提示されるタグのうちの１つ又は全てを選択することによって、電
子メールに関連付けられるタグを選択することができる。選択されたタグは、将来の参照
のために、データベースに記憶された電子メールに関連付けられる。さらに、電子メール
は意図される受信者に送達される。
【００１６】
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　タグマネージャ１１２は、タグの作成、タグの削除、及びタグの編集を可能にするロジ
ックとすることができる。例えば、電子メールに現れるハッシュ記号／文字列の組み合わ
せが最初に使用される際に、タグを作成することができる。次に、タグは、ユーザ又は管
理者によって編集することができる。例えば、タグは、スペルミス、ポインティングミス
等に起因して編集を必要とすることがある。また、タグは、効率を目的としてユーザ又は
管理者によって削除されることがある。タグマネージャ１１２には、ウェブユーザインタ
ーフェース１０６を通してアクセスすることができ、タグ及び電子メールのデータベース
１２４への編集、追加、及び削除を行うことができる。さらに、タグは統合することがで
き、他のタグを指すことができ、又は分離することができる。
【００１７】
　電子メールサーバ１１８は、選択されたタグを受信し、電子メールをタグ及び電子メー
ルのデータベース１２４に記憶することができる。例えば、ユーザは、電子メールクライ
アント１０４のポップアップウィンドウを介して、サジェストされたタグをクリックして
選択することができる。電子メールサーバは、選択されたタグを、コンピュータデータベ
ースに記憶された電子メールに関連付けることができる。例えば、電子メールサーバは、
少なくとも１つの選択されたタグを、データベース又は別のデータ構造に記憶された電子
メールにリンクすることができる。
【００１８】
　データベース１２４には、タグ、送信者、受信者、又は他のパラメーターによって電子
メールクライアント１０４又は別のプログラム若しくは検索ウィンドウを通してクエリを
行うことができ、クエリに応答して、電子メールを返すことができる。クエリは、電子メ
ールの意図される送信者又は意図される受信者によって提出される必要はない。電子メー
ルは、要約形態又は個々の形態でタグの登録者に公開することができる。公開の粒度は、
ユーザごとにカスタマイズ可能である。同様に、タグクラウドを作成し、ユーザに公開す
ることもできる。タグクラウドは、人気度によって全てのタグを列挙することができる。
クラウドは、タグの人気度に比例してタグのフォントサイズを表示することができる。人
気度は、タグの使用量又は使用品質によって評価することができる。タグは、少なくとも
１つの例では電子メールアドレスではなく、タグによってはプライベートとしてマークす
ることができる。したがって、タグ及び電子メールのデータベースは、ユーザ名及びパス
ワード認証によって制限することができる。異なるレベルのセキュリティを異なるタグに
提供することができる。例えば、＃ｍｇｍｔタグが関連付けられた電子メールは、組織の
役員によってのみ、クエリを介して返すことができる。同様に、タグによってはパブリッ
クとしてマークすることができる。
【００１９】
　図２は、少なくとも幾つかの図示の例による、２０２において開始され、２１６におい
て終了する電子メールのタグをサジェストする方法２００を示す。図２に示される動作は
、メモリに結合された１つ又は複数のプロセッサによって実行することができ、図示され
る順序で、又は異なる順序で実行することができる。
【００２０】
　２０４において、作成中の電子メールが検出される。例えば、ユーザは、電子メールク
ライアント内の「新規メール作成」を選択することができる。電子メールを検出すること
は、電子メールの作成中にタイプされたハッシュ記号を検出することを含むことができる
。電子メールを検出することは、電子メールを送信すべきことを検出することを含むこと
もできる。例えば、ユーザは、電子メールクライアント内の「送信」を選択することがで
きる。２０６において、電子メールの内容が解析される。解析することは、特殊キャラク
タを介して電子メールの件名又は本文内の少なくとも１つのタグを識別することを含むこ
とができる。特殊キャラクタは、文字又は数字ではないキャラクタとすることができ、１
つの電子メールで複数のタグを検出することができる。解析することは、電子メール内の
少なくとも１つの重要語に基づいて電子メールの主旨を特定すること、少なくとも１つの
重要語が電子メールで繰り返される回数を特定すること、又は電子メールの意図される送



(8) JP 2014-532934 A 2014.12.8

10

20

30

40

50

信者若しくは意図される受信者の識別情報に基づいて電子メールの主旨を特定することを
含むこともできる。
【００２１】
　２０８において、タグサジェストが、電子メールの内容に基づいて提供される。サジェ
ストを提供することは、電子メールの主旨を以前に生成されたタグと比較することと、最
も見合うタグをサジェストすることとを含むことができる。サジェストを提供することは
、電子メールの主旨を少なくとも１つの以前に生成されたタグと比較することと、いずれ
も見合わない場合、電子メールの主旨を含む少なくとも１つのサジェストタグを生成する
こととを含むこともできる。少なくとも１つの例では、サジェストは、電子メールが、受
信者として列挙される所定の電子メールアドレスを含む場合のみ提供される。例えば、ｔ
ａｇｓ＠ｃｏｍｐａｎｙ．ｃｏｍ等の電子メールアドレスは、タグ付けプロセスを開始す
る。２１０において、ユーザによって選択された１つ又は複数のタグの選択が受信される
。２１２において、選択された電子メールはコンピュータデータベースに記憶される。２
１４において、タグは、コンピュータデータベース内の電子メールに関連付けられ、電子
メールは意図される受信者に送信される。タグと電子メールとを関連付けることは、タグ
をデータベース又は他のデータ構造内に記憶された電子メールにリンクすることを含むこ
とができる。タグの関連付けはまた、コンピュータデータベースに記憶された電子メール
にタグを埋め込むことを含むこともできる。
【００２２】
　方法２００は、クエリに応答して、選択されたタグを含む記憶された電子メールを提供
することと、記憶された電子メールを選択されたタグの登録者に公開することとを更に含
むことができる。
【００２３】
　説明される例及び媒体は、電子メール通信を、不透明なものから、共有される知識リソ
ースに解放することができる。ユーザは、インタレストグループ（interest group：関心
グループ）を容易に形成することができ、生産性を改善することができ、まとまった関心
を有する従業員同士の結びつきを発見することができる。したがって、従業員及び関心の
組織マップを作成することができる。したがって、トピックごとに別個の電子メールアド
レスは必要ない。例えば、電子メールの件名又は本文内の言葉の前にあるハッシュキャラ
クタを用いることによって、ユーザは、ｍａｒｋｅｔｉｎｇ＠ｉｎｓｔｉｔｕｔｉｏｎ．
ｃｏｍ等の電子メールアドレスを覚え、参照し、タイプする必要を回避する。タグ付けシ
ステムを用いると、「ｍａｒｋｅｔｉｎｇ（マーケティング）」という言葉が電子メール
の任意の場所に現れる場合、追加のキャラクタが１つしか必要でない。
【００２４】
　上述した例は、コンピュータに課される必要な作業負荷の処理に十分な処理力、メモリ
リソース、及びスループット能力を有する任意の特定のマシン又はコンピュータで実施す
ることができる。図３は、本明細書に開示される１つ又は複数の例の実施に適する特定の
コンピュータシステム３８０を示す。コンピュータシステム３８０は、プロセッサ３８２
（中央演算処理装置すなわちＣＰＵと呼ぶことができる）等のハードウェアを含み、この
ハードウェアは、記憶装置３８８を含むメモリ装置及び入／出力（Ｉ／Ｏ）３９０の装置
と通信する。プロセッサは、１つ又は複数のＣＰＵチップとして実施することができる。
【００２５】
　様々な例では、記憶装置３８８は、揮発性メモリ（例えば、ＲＡＭ）、不揮発性記憶装
置（例えば、フラッシュメモリ、ハードディスクドライブ、ＣＤ　ＲＯＭ等）、又はそれ
らの組み合わせ等のコンピュータ可読媒体を含む。記憶装置３８８は、プロセッサ３８２
によって実行されるソフトウェア３８４を備える。ソフトウェア３８４は、ハードウェア
プロセッサ３８２によって実行される機械可読命令を含むことができる。本明細書に記載
の動作のうちの１つ又は複数は、ソフトウェア３８４の実行中にプロセッサ３８２によっ
て実行される。
【００２６】



(9) JP 2014-532934 A 2014.12.8

10

20

　図４を参照すると、システム４００の構成要素は、少なくとも１つの例では、ネットワ
ーク４１４に分散する。特に、ユーザはディスプレイ４０４に表示されるグラフィカルユ
ーザインターフェース（「ＧＵＩ」）４１０とインタラクトし、情報を、サーバ４１６、
４１８によって処理するように、ネットワーク４１４を介して送信する。ネットワーク４
１４はインターネット又はイントラネットとすることができる。サーバ４１８は１つ又は
複数のプロセッサ４０２を備え、プロセッサは、サーバ４１６の機械可読媒体４０６に配
置されたソフトウェア４０８を実行する。システム４００は、ソフトウェア４０８を記憶
する非一時的な機械可読装置、媒体、又はコンピュータ可読媒体４０６を含み、ソフトウ
ェア４０８は、プロセッサ４０２によって実行されると、本開示に記載される任意の動作
をプロセッサ４０２に実行させるか、又は開始させる。プロセッサ４０２はクライアント
及びサーバに分散させる（spread over）ことができる。ＧＵＩ４１０は、ブラウザ又は
電子メールクライアントによって実施することができ、ＧＵＩ４１０はユーザとシステム
４００との間のアクセスポイントである。プロセッサ４０２はコンピュータプロセッサと
することができ、コンピュータ可読媒体４０６は、コンピュータ内のプロセッサ４０２に
結合される。ディスプレイ４０４はコンピュータモニタとすることができ、ユーザは、キ
ーボード４１２と、ポインティングデバイス又はコンピュータマウス（図示せず）とを介
してＧＵＩを操作することができる。多くの構成及び組み合わせの分散コンピューティン
グが可能である。
【００２７】
　上記考察は、本発明の原理及び様々な例の例示であることが意図される。上記開示が完
全に理解されれば、多くの変形及び変更が当業者には明らかになろう。以下の特許請求の
範囲がそのような全ての変形及び変更を包含するものとして解釈されることが意図される
。
 

【図１】 【図２】
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