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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　複数の参加者がクライアントコンピューティングデバイスをそれぞれ使用して、複数の
会話に参加することができるように構成されたコラボレーションシステムにおいてデータ
を共有するための方法であって、
　ある参加者のクライアントコンピューティングデバイスにおいて、少なくとも１つの他
のクライアントコンピューティングデバイスの参加者との会話を確立したことを検出する
ステップと、
　前記会話を確立したことを検出した後、
　前記ある参加者のクライアントコンピューティングデバイスの前記会話用の共有クリッ
プボードを作成するステップと、
　　　　　　　　ここで、前記共有クリップボードは、前記会話中の前記参加者によって
配置されたオブジェクトを含むように動作可能であり、さらに、前記共有クリップボード
上の前記オブジェクトは、前記会話中の前記参加者によって使用できるようにされ、
　少なくとも１人の参加者が前記共有クリップボードに前記オブジェクトを追加すること
を要求するとき、該オブジェクトの許可を行うステップと、
　　　　　　　　ここで、前記許可は前記オブジェクトの共有を制限することを含み、前
記少なくとも１人の参加者が前記オブジェクトの許可に基づく該オブジェクトへのアクセ
ス権を有していないとき、該オブジェクトを前記共有クリップボードに追加することを禁
止し、
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　前記少なくとも１人の参加者に前記共有クリップボードのプレゼンス情報を提供するス
テップと
を具え、ここで、前記プレゼンス情報は、前記共有クリップボードでの他の参加者の会議
中における対話に関するオブジェクトの挙動を含む情報を示すことを特徴とする方法。
【請求項２】
　前記対話に関するオブジェクトの挙動を含む情報は、会議中における他の参加者が、前
記共有クリップボードから前記オブジェクトのコピーを取得、又は前記共有クリップボー
ド内へ前記オブジェクトを置くことを示す挙動を示すことを特徴とする請求項１記載の方
法。
【請求項３】
　前記共有クリップボードの一時的アーカイブが許可されたか否かを判定するステップを
さらに具え、
　　　　　　　　ここで、前記判定するステップは、前記少なくとも１人の参加者が前記
会話から離れた後に一時的にアーカイブされた共有クリップボードにアクセスできるよう
に、該共有クリップボードの一時的アーカイブが許可されたとき、当該参加者のクライア
ントコンピューティングデバイスでのメモリに前記共有クリップボードを一時的にアーカ
イブするステップを含むことを特徴とする請求項１又は２記載の方法。
【請求項４】
　前記会話の前記複数の参加者のそれぞれに、前記参加者のクライアントコンピューティ
ングデバイス上の前記共有クリップボードのコンテンツの視覚レンダリングを提供するス
テップをさらに具えたことを特徴とする請求項１記載の方法。
【請求項５】
　前記会話の前記複数の参加者のそれぞれは、前記参加者のクライアントコンピューティ
ングデバイス上の前記共有クリップボードの前記視覚レンダリングと対話することによっ
て前記共有クリップボードと対話することを特徴とする請求項４記載の方法。
【請求項６】
　前記会話の前記複数の参加者のそれぞれは、前記参加者のクライアントコンピューティ
ングデバイス上の前記共有クリップボードの前記視覚レンダリングにデータの項目を配置
することによって前記共有クリップボード上に前記データの項目を配置することができる
ことを特徴とする請求項４記載の方法。
【請求項７】
　前記会話の前記複数の参加者のそれぞれは、前記参加者のクライアントコンピューティ
ングデバイス上の前記共有クリップボードの前記視覚レンダリングからデータの項目を取
り出すことによって前記共有クリップボード上の前記データの項目のコピーを取り出すこ
とができることを特徴とする請求項４記載の方法。
【請求項８】
　前記共有クリップボード上に配置されたデータの項目に、前記会話に関連付けられてい
るメタデータが関連付けられていることを特徴とする請求項１記載の方法。
【請求項９】
　前記共有クリップボード上に配置されたデータの項目に、前記データの項目の元の前記
クライアントコンピューティングデバイス上のデータ項目と関連付けられているメタデー
タが関連付けられていることを特徴とする請求項１記載の方法。
【請求項１０】
　前記共有クリップボード上のデータの項目は、前記共有クリップボード上に配置される
前に、セキュリティ脅威の存在についてチェックされることを特徴とする請求項１記載の
方法。
【請求項１１】
　前記ある参加者のクライアントコンピューティングデバイスにおいて、少なくとも１つ
の他のクライアントコンピューティングデバイスの参加者との第２の会話を確立したこと
を検出するステップと、
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　前記第２の会話を確立したことを検出した後、
　前記ある参加者のクライアントコンピューティングデバイスにおいて、前記第２の会話
用の第２の共有クリップボードを作成するステップであって、前記第２の共有クリップボ
ードは、前記第２の会話の前記参加者によって配置されたゼロ、１つまたは複数のオブジ
ェクトを含むように動作可能であり、さらに、前記第２の会話の前記参加者は、前記第２
の共有クリップボードの前記オブジェクトを使用できるステップと
をさらに具えたことを特徴とする請求項１記載の方法。
【請求項１２】
　オブジェクトが前記共有クリップボードに配置されたことを検出するステップと、
　前記オブジェクトが前記共有クリップボードに配置されたことを検出した後、前記会話
の前記他の参加者に、前記共有クリップボード上の前記オブジェクトの配置の通知を送信
するステップと
をさらに具えたことを特徴とする請求項１記載の方法。
【請求項１３】
　前記通知を送信するステップは、前記受信側参加者の共有クリップボードに配置する前
記オブジェクトに関連付けられているデータを送信するステップを含むことを特徴とする
請求項１２記載の方法。
【請求項１４】
　前記通知を送信するステップは、前記受信側参加者の共有クリップボードに配置する前
記オブジェクトに関連付けられているデータへのリンクを送信するステップを含むことを
特徴とする請求項１２記載の方法。
【請求項１５】
　前記共有クリップボード上に含まれる各オブジェクトに、前記オブジェクトの所有者の
指標が関連付けられていることを特徴とする請求項１記載の方法。
【請求項１６】
　コンピュータにより、請求項１ないし１５のいずれかに記載の方法を実行することが可
能な命令を有するコンピュータプログラム。
【請求項１７】
　請求項１６記載のコンピュータプログラムを有するコンピュータ読取り可能な記録媒体
。
【請求項１８】
　データを共有するためのコラボレーションシステムであって、
　該コラボレーションシステムは、複数の参加者がクライアントコンピューティングデバ
イスをそれぞれ使用して、複数の会話に参加することができるように構成され、
　　プロセッサと、
　　コラボレーションアプリケーションおよびデータを格納するメモリと
を有し、
　前記プロセッサによって処理される前記コラボレーションアプリケーションは、
　少なくとも１つの他のクライアントコンピューティングデバイスの参加者との会話を確
立したことを検出することと、
　前記会話を確立したことを検出した後、
　前記クライアントコンピューティングデバイスの前記会話用の共有クリップボードを作
成することと、
　　　　　　　　ここで、前記共有クリップボードは、前記会話中の前記参加者によって
配置されたオブジェクトを含むように動作可能であり、さらに、前記共有クリップボード
上の前記オブジェクトは、前記会話中の前記参加者によって使用できるようにされ、
　少なくとも１人の参加者が前記共有クリップボードに前記オブジェクトを追加すること
を要求するとき、該オブジェクトの許可を行うことと、
　　　　　　　　ここで、前記許可は前記オブジェクトの共有を制限することを含み、前
記少なくとも１人の参加者が前記オブジェクトの許可に基づく該オブジェクトへのアクセ
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ス権を有していないとき、該オブジェクトを前記共有クリップボードに追加することを禁
止し、
　前記少なくとも１人の参加者に前記共有クリップボードのプレゼンス情報を提供するこ
とと
を実行するように構成され、
　　　　　　　　ここで、前記プレゼンス情報は、前記共有クリップボードでの他の参加
者の会議中における対話に関するオブジェクトの挙動を含む情報を示すことを特徴とする
コラボレーションシステム。
【請求項１９】
　前記対話に関するオブジェクトの挙動を含む情報は、会議中における他の参加者が、前
記共有クリップボードから前記オブジェクトのコピーを取得、又は前記共有クリップボー
ド内へ前記オブジェクトを置くことを示す挙動を示すことを特徴とする請求項１８記載の
コラボレーションシステム。
【請求項２０】
　前記共有クリップボードの一時的アーカイブが許可されたか否かを判定することをさら
に具え、
　　　　　　　　ここで、前記判定するステップは、前記少なくとも１人の参加者が前記
会話から離れた後に一時的にアーカイブされた共有クリップボードにアクセスできるよう
に、該共有クリップボードの一時的アーカイブが許可されたとき、当該参加者のクライア
ントコンピューティングデバイスでの前記メモリに前記共有クリップボードを一時的にア
ーカイブすることを含むことを特徴とする請求項１８又は１９記載のコラボレーションシ
ステム。
【請求項２１】
　前記会話の前記複数の参加者のそれぞれに、前記参加者のクライアントコンピューティ
ングデバイス上の前記共有クリップボードのコンテンツの視覚レンダリングを提供するス
テップをさらに具えたことを特徴とする請求項１８記載のコラボレーションシステム。
【請求項２２】
　前記会話の前記複数の参加者のそれぞれは、前記参加者のクライアントコンピューティ
ングデバイス上の前記共有クリップボードの前記視覚レンダリングと対話することによっ
て前記共有クリップボードと対話することを特徴とする請求項２１記載のコラボレーショ
ンシステム。
【請求項２３】
　前記会話の前記複数の参加者のそれぞれは、前記参加者のクライアントコンピューティ
ングデバイス上の前記共有クリップボードの前記視覚レンダリングにデータの項目を配置
することによって前記共有クリップボード上に前記データの項目を配置することができる
ことを特徴とする請求項２１記載のコラボレーションシステム。
【請求項２４】
　前記会話の前記複数の参加者のそれぞれは、前記参加者のクライアントコンピューティ
ングデバイス上の前記共有クリップボードの前記視覚レンダリングからデータの項目を取
り出すことによって前記共有クリップボード上の前記データの項目のコピーを取り出すこ
とができることを特徴とする請求項２１記載のコラボレーションシステム。
【請求項２５】
　前記共有クリップボード上に配置されたデータの項目に、前記会話に関連付けられてい
るメタデータが関連付けられていることを特徴とする請求項１８記載のコラボレーション
システム。
【請求項２６】
　前記共有クリップボード上に配置されたデータの項目に、前記データの項目の元の前記
クライアントコンピューティングデバイス上のデータ項目と関連付けられているメタデー
タが関連付けられていることを特徴とする請求項１８記載のコラボレーションシステム。
【請求項２７】
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　前記共有クリップボード上のデータの項目は、前記共有クリップボード上に配置される
前に、セキュリティ脅威の存在についてチェックされることを特徴とする請求項１８記載
のコラボレーションシステム。
【請求項２８】
　前記ある参加者のクライアントコンピューティングデバイスにおいて、少なくとも１つ
の他のクライアントコンピューティングデバイスの参加者との第２の会話を確立したこと
を検出することと、
　前記第２の会話を確立したことを検出した後、
　前記ある参加者のクライアントコンピューティングデバイスにおいて、前記第２の会話
用の第２の共有クリップボードを作成することであって、前記第２の共有クリップボード
は、前記第２の会話の前記参加者によって配置されたゼロ、１つまたは複数のオブジェク
トを含むように動作可能であり、さらに、前記第２の会話の前記参加者は、前記第２の共
有クリップボードの前記オブジェクトを使用できることと
をさらに具えたことを特徴とする請求項１８記載のコラボレーションシステム。
【請求項２９】
　オブジェクトが前記共有クリップボードに配置されたことを検出することと、
　前記オブジェクトが前記共有クリップボードに配置されたことを検出した後、前記会話
の前記他の参加者に、前記共有クリップボード上の前記オブジェクトの配置の通知を送信
することと
をさらに具えたことを特徴とする請求項１８記載のコラボレーションシステム。
【請求項３０】
　前記通知を送信することは、前記受信側参加者の共有クリップボードに配置する前記オ
ブジェクトに関連付けられているデータを送信することを含むことを特徴とする請求項２
９記載のコラボレーションシステム。
【請求項３１】
　前記通知を送信することは、前記受信側参加者の共有クリップボードに配置する前記オ
ブジェクトに関連付けられているデータへのリンクを送信することを含むことを特徴とす
る請求項２９記載のコラボレーションシステム。
【請求項３２】
　前記共有クリップボード上に含まれる各オブジェクトに、前記オブジェクトの所有者の
指標が関連付けられていることを特徴とする請求項１８記載のコラボレーションシステム
。
【請求項３３】
　複数の参加者がクライアントコンピューティングデバイスをそれぞれ使用して、複数の
会話に参加することができるように構成されたデータを共有するためのコラボレーション
システムに用いられるクライアントコンピューティングデバイスであって、
　プロセッサと、
　コラボレーションアプリケーションおよびデータを格納するメモリと
を有し、
　前記プロセッサによって処理される前記コラボレーションアプリケーションによって、
　少なくとも１つの他のクライアントコンピューティングデバイスの参加者との会話を確
立したことを検出することと、
　前記会話を確立したことを検出した後、
　前記会話用の共有クリップボードを作成することと、
　　　　　　　　ここで、前記共有クリップボードは、前記会話中の前記参加者によって
配置されたオブジェクトを含むように動作可能であり、さらに、前記共有クリップボード
上の前記オブジェクトは、前記会話中の前記参加者によって使用できるようにされ、
　少なくとも１人の参加者が前記共有クリップボードに前記オブジェクトを追加すること
を要求するとき、該オブジェクトの許可を行うことと、
　　　　　　　　ここで、前記許可は前記オブジェクトの共有を制限することを含み、前
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記少なくとも１人の参加者が前記オブジェクトの許可に基づく該オブジェクトへのアクセ
ス権を有していないとき、該オブジェクトを前記共有クリップボードに追加することを禁
止し、
　前記少なくとも１人の参加者に前記共有クリップボードのプレゼンス情報を提供するこ
とと
を実行するように構成され、
　　　　　　　ここで、前記プレゼンス情報は、前記共有クリップボードでの他の参加者
の会議中における対話に関するオブジェクトの挙動を含む情報を示すことを特徴とするク
ライアントコンピューティングデバイス。
【請求項３４】
　前記対話に関するオブジェクトの挙動を含む情報は、会議中における他の参加者が、前
記共有クリップボードから前記オブジェクトのコピーを取得、又は前記共有クリップボー
ド内へ前記オブジェクトを置くことを示す挙動を示すことを特徴とする請求項３３記載の
クライアントコンピューティングデバイス。
【請求項３５】
　前記共有クリップボードの一時的アーカイブが許可されたか否かを判定することをさら
に具え、
　　　　　　　　ここで、前記判定することは、前記少なくとも１人の参加者が前記会話
から離れた後に一時的にアーカイブされた共有クリップボードにアクセスできるように、
該共有クリップボードの一時的アーカイブが許可されたとき、当該参加者のクライアント
コンピューティングデバイスでの前記メモリに前記共有クリップボードを一時的にアーカ
イブすることを含むことを特徴とする請求項３３又は３４載のクライアントコンピューテ
ィングデバイス。
【請求項３６】
　前記プロセッサによって処理される前記コラボレーションアプリケーションによって、
　少なくとも１つの他のクライアントコンピューティングデバイスの参加者との第２の会
話を確立したことを検出することと、
　前記第２の会話を確立したことを検出した後、
　前記ある参加者のクライアントコンピューティングデバイスにおいて、前記第２の会話
用の第２の共有クリップボードを作成するステップであって、前記第２の共有クリップボ
ードは、前記第２の会話の前記参加者によって配置されたゼロ、１つまたは複数のオブジ
ェクトを含むように動作可能であり、さらに、前記第２の会話の前記参加者は、前記第２
の共有クリップボードの前記オブジェクトを使用できることと
をさらに実行するようにしたことを特徴とする請求項３３ないし３５のいずれかに記載の
クライアントコンピューティングデバイス。
【発明の詳細な説明】
【背景技術】
【０００１】
　コラボレーションアプリケーション（Ｃｏｌｌａｂｏｒａｔｉｏｎ　ａｐｐｌｉｃａｔ
ｉｏｎ）によって、様々な場所にいる参加者は、共同会議を確立し、それに参加すること
ができる。参加者は、会議中に情報を提示し、交換することが多い。一般に、会議の提示
側参加者は、提示側参加者と同じ場所にいる他の参加者に見えるように、ビデオまたはス
ライドのプロジェクタまたはソフトウェアを使用して、画面上に情報を提示する。しかし
、他の場所にいる参加者には、一般に、プレゼンテーションの紙のコピーが提供される。
【０００２】
　コンピュータネットワーキングの出現によって、様々な場所にいる参加者が、会議中に
互いに通信することができるようになった。例えば、様々な場所にいる会議の参加者は、
ラップトップコンピュータやハンドヘルド装置など、各自のコンピューティング装置を使
用してネットワーク接続を確立したり、各自のコンピューティング装置を使用して会議中
に情報を共有したりするために、各自のコンピュータ装置を使用することができる。
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【０００３】
　参加者は互いに接続することはできるが、情報を共有するプロセスは、それほど容易で
はない。一般に、情報の項目を共有することを望んでいる参加者は、ファイル転送アプリ
ケーションを使用して、別の参加者に情報を送信する。共有側参加者は、情報を複数の参
加者と共有したい場合、一般に、情報を受信することになっている参加者に宛てられた電
子メールメッセージに情報を添付し、宛先の参加者に電子メールメッセージを送信する。
会議前に情報を参加者に送信することはできるが、多くの場合、会議中に情報を送信する
必要性が生じ、この場合、宛先の参加者は、会議中のいつかに、送信された情報または電
子メールメッセージおよび添付された情報を受信し、同じく会議中に共有情報を取り出す
必要が生じる。したがって、会議中の情報の共有は、参加者の注意散漫の原因となる。さ
らに、会議中の会議の参加者の中での情報の共有は、難しく煩わしい。
【発明の開示】
【課題を解決するための手段】
【０００４】
　共有クリップボードを会話の参加者に提供する技術が提供される。共有クリップボード
は、共有クリップボードがある会話から別の会話に「流出」しないという点で、それが関
連付けられている会話に固有である。２人以上の参加者間で会話が確立されると、会話の
参加者は、共有クリップボードを使用できるようになる。共有クリップボードは、会話の
参加者間でのデータの共有を容易にする。会話中、会話の各参加者に、そのコンテンツを
含めて、共有クリップボードへのアクセスが提供される。参加者が会話に参加すると、ま
たは会話に追加されると、追加された参加者にも、共有クリップボードおよびそのコンテ
ンツへのアクセスが提供される。
【０００５】
　「課題を解決するための手段」は、「発明を実施するための最良の形態」でさらに後述
される概念の選択を簡単な形で紹介するために提供されている。この「課題を解決するた
めの手段」は、クレームに記載された主題の鍵となる特徴、または極めて重要な特徴を識
別するためのものではなく、クレームに記載された主題の範囲を画定する手助けとして使
用されるものでもない。
【発明を実施するための最良の形態】
【０００６】
　共有クリップボードを会話の参加者に提供する様々な技術が提供される。共有クリップ
ボードは、共有クリップボードがある会話から別の会話に「流出」しないという点で、そ
れが関連付けられている会話に固有である。一例として、２人以上の参加者間でのインス
タントメッセージ、公衆交換電話網（「ｐｓｔｎ」）の電話、Ｗｅｂまたはオンライン会
議、音声／ビデオ会議、文書の共有、および他の形式の会議などの会話が確立されると、
会話の参加者は、共有クリップボードを使用できるようになる。会話中、会話の各参加者
に、そのコンテンツを含めて、共有クリップボードへのアクセスが提供される。参加者が
会話に参加すると、または会話に追加されると、追加された参加者にも、共有クリップボ
ードおよびそのコンテンツへのアクセスが提供される。会話の参加者が会話を抜けると、
この参加者には、もはや共有クリップボードへのアクセスは提供されない。会話が終了す
ると、会話の参加者には、もはや共有クリップボードへのアクセスは提供されないように
することができる。
【０００７】
　一部の実施形態では、会話を確立または作成すると、クライアントコラボレーションア
プリケーションは、会話の参加者が使用するための共有クリップボードを作成する。クラ
イアントコンピューティングシステム上で実行されており、会話に参加する参加者によっ
て使用されるクライアントコラボレーションアプリケーションは、その参加者に、共有ク
リップボードの概念ビューを提供することができる。概念上、会話の各参加者がアクセス
を共有する会話のための共有クリップボードが１つある。例えば、クライアントコラボレ
ーションアプリケーションは、共有クリップボードの視覚レンダリングを、クライアント
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コンピューティングシステム上の既存のクリップボードの区切られたまたは別個の拡張と
して提供することができる。別の例では、クライアントコラボレーションアプリケーショ
ンは、共有クリップボードのレンダリングを、例えばクライアントコラボレーションアプ
リケーションのユーザインターフェイスに関連付けられている別個のクリップボードとし
て提供することができる。クライアントコンピューティングシステム上の共有クリップボ
ードのレンダリングを、視覚化することができる。
【０００８】
　会話の参加者は、各自のクライアントコンピューティングシステム上の共有クリップボ
ードの視覚レンダリングと対話することによって、共有クリップボードのコンテンツにア
クセスすることができる。例えば、会話の参加者は、クライアントコンピューティングシ
ステム上の共有クリップボードの視覚レンダリング上にオブジェクト（情報の項目など）
を配置することによって、共有クリップボード上にオブジェクトを配置することができる
。次いで、会話の参加者は、クライアントコンピューティングシステム上の共有クリップ
ボードの視覚レンダリングからの取り出し操作をオブジェクトに対して行うことによって
、共有クリップボード上のオブジェクトのコピーを取り出すことができる。一部の実施形
態では、共有クリップボードは、それ自体を、クライアントコンピューティングシステム
上のシステムクリップボードなどの１つまたは複数の他のクリップボードと連係させるこ
とができる。この例では、参加者は、既存のシステムクリップボードコマンドの貼り付け
（ＣＴＲＬ－Ｃなど）および貼り付け（ＣＴＲＬ－Ｖ）を使用して、共有クリップボード
のコンテンツにアクセスすることができる。例えば、会話の１人の参加者は、ＣＴＲＬ－
Ｃを使用して、アプリケーションの共有を介してすべての参加者と共有しているスプレッ
ドシートからあるセル範囲をコピーし、他の参加者は、ＣＴＲＬ－Ｖを使用して、その範
囲を様々なローカルのスプレッドシートファイルに貼り付けることができる。このシナリ
オでは、共有クリップボードの視覚表現を表示する必要がない。
【０００９】
　このように、会話の参加者によって使用される各クライアントコンピューティングシス
テム上の共有クリップボードの集まりは、会話用の分散型共有クリップボードを構成する
、または作り上げる。
【００１０】
　一部の実施形態では、クライアントコラボレーションアプリケーションは、（共有クリ
ップボードがクライアントコンピューティングシステム上に視覚レンダリングされるかど
うかに関わらず）共有クリップボードを定期的に「リフレッシュ」して、共有クリップボ
ード上のコンテンツの正確なビューを提供することができる。例えば、会話の１人の参加
者のクライアントコラボレーションアプリケーションは、会話の他の参加者のクライアン
トコンピューティングシステム上の共有クリップボードのレンダリングに関する情報につ
いて、会話の他の参加者のクライアントコラボレーションアプリケーションに定期的に問
い合わせを行うことができる。
【００１１】
　一部の実施形態では、オブジェクトは、共有クリップボード上に配置される前にアクセ
ス権についてチェックされる。例えば、オブジェクトには、オブジェクトが共有されない
ように制限するデジタル著作権または他の権限が含まれている、または関連付けられてい
る可能性がある。こうした例では、会話の参加者の１人にそのオブジェクトへの権利がな
い場合、そのオブジェクトを共有クリップボードに配置することができない。
【００１２】
　一部の実施形態では、クライアントコンピューティングシステムでの会話の終了後、会
話の共有クリップボード上のコンテンツを、クライアントコンピューティングシステムに
おいて一時的にキャッシュに入れることができる。例えば、所定の時間の間、コンテンツ
を一時的にキャッシュに入れることができる。コンテンツが一時的にキャッシュに入れら
れている間、参加者は、例えば、どの会話中に何が共有されたかを思い出したり、参加者
がある会話で得たがなぜだか失ったオブジェクトを呼び戻したりするために、共有クリッ
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プボードの「アーカイブ」にアクセスすることができる。
【００１３】
　一部の実施形態では、クライアントコンピューティングシステム上の共有クリップボー
ドは、共有ボードに誰が何をしているかを共有クリップボードが（視覚レンダリングされ
るかどうかに関わらず）示すという点で、「クリップボードプレゼンス（ｃｌｉｐｂｏａ
ｒｄ　ｐｒｅｓｅｎｃｅ）」情報を提供する。クリップボードプレゼンスは、会話の他の
参加者が共有クリップボードとどのように対話しているかのビューを提供する。例えば、
会話の参加者は、会話の別の参加者が共有クリップボードからオブジェクトをコピーした
ときを認識することができる。
【００１４】
　以下の説明では、共有クリップボードを提供する技術の様々な実施形態が、「ドラッグ
アンドドロップ」、「切り取り」、「コピー」、「貼り付け」などよく知られている様々
な操作、および任意のＭＩＣＲＯＳＯＦＴ　ＷＩＮＤＯＷＳ（登録商標）オペレーティン
グシステムなどよく知られている様々な任意のオペレーティングシステムを実行するコン
ピューティングシステム上でサポートされているシステムクリップボードへのその影響と
の関連で記載される。共有クリップボードを提供する技術の様々な実施形態は、上述の操
作およびシステムクリップボードへのその影響との関連で記載されるが、共有クリップボ
ードを提供する技術は、上述の操作およびシステムクリップボードとのみ連携することに
限定されないことを理解されたい。共有クリップボードを提供する技術は、上述したもの
とは異なるオブジェクトに対する操作をサポートすることができ、かつ／またはシステム
クリップボードをサポートしないコンピューティングシステムに容易に実装できることを
当業者であれば理解されよう。例えば、共有クリップボード上での操作は、クライアント
コンピューティングシステム上の共有クリップボードの視覚レンダリングに対してドラッ
グアンドドロップ操作を行うことによって提供され得る（例えば、会話の参加者は、オブ
ジェクトを選択し、そのオブジェクトを共有クリップボードの視覚レンダリング上にドラ
ッグして、共有クリップボードに配置することができる、会話の参加者は、共有クリップ
ボードの視覚レンダリング上のオブジェクトを選択し、そのオブジェクトを、共有クリッ
プボードの視覚レンダリングから所望のアプリケーション、オブジェクトなどにドラッグ
して、共有クリップボードからオブジェクトを取り出すことができる）。
【００１５】
　図１は、分散型クリップボードが動作し得る環境を示す高レベルブロック図である。示
されているように、環境は、それぞれ共有クリップボード１０４ａに結合されているクラ
イアントコンピューティングシステム１０２ａ～ｂから成る会話１０、およびそれぞれ共
有クリップボード１０４ｂに結合されているクライアントコンピューティングシステム１
０２ｂ～ｅから成る会話１２を含む。クライアントコンピューティングシステム１０２ａ
～ｅは、それぞれネットワーク１０６に結合されている。示されている環境は、適した環
境の一例にすぎず、記載した技術の使用または機能の範囲に関する限定を示唆するもので
はない。例えば、会話の数、および示した会話のそれぞれにおけるクライアントコンピュ
ーティングシステムの数は、簡潔にするために提供されているにすぎず、会話数、および
会話のそれぞれにおけるクライアントコンピューティングシステムの組み合わせ数が異な
ることもあることを当業者であれば理解されよう。本明細書で使用する場合、「接続され
た」、「結合された」、またはその任意の変形の用語は、２つ以上の要素間の直接または
間接の任意の接続または結合を意味し、要素間の接続の結合は、物理的、論理的またはそ
の組み合わせとすることができる。
【００１６】
　大まかに言えば、各クライアントコンピューティングシステムによって、人間のユーザ
などのユーザは、１つまたは複数の会話に参加することができる。例えば、１人の人物は
、そのクライアントコンピューティングシステム上で実行されているクライアントコラボ
レーションアプリケーションプログラムを使用して、１つまたは複数の会話に参加するこ
とができる。図１に示されているように、それぞれのクライアントコンピューティングシ
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ステム１０２ａおよび１０２ｂにいる２人の人物は、会話１０に参加しており、それぞれ
のクライアントコンピューティングシステム１０２ｂ～ｅにいる４人の人物は、会話２０
に参加している。
【００１７】
　会話が始まると、共有クリップボードが作成され、会話に参加している人々が使用でき
るようになる。例えば、共有クリップボード１０４ａは、クライアントコンピューティン
グシステム１０２ａおよび１０２ｂにおいて会話１０に参加している人物が使用できるよ
うになる。同様に、共有クリップボード１０４ｂは、クライアントコンピューティングシ
ステム１０２ｂ～ｅにおいて会話２０に参加している人物が使用できるようになる。
【００１８】
　会話用の共有クリップボードは、会話に参加している人物のクライアントコンピューテ
ィングシステムのそれぞれにレンダリングされる。例えば、図１に示されるように、共有
クリップボード１０４ａは、クライアントコンピューティングシステム１０２ａ上に共有
クリップボードレンダリング１０８ａとして視覚レンダリングされ、クライアントコンピ
ューティングシステム１０２ｂ上に共有クリップボードレンダリング１０８ｂとして視覚
レンダリングされる。同様に、共有クリップボード１０４ｂは、クライアントコンピュー
ティングシステム１０２ｂ上に共有クリップボードレンダリング１１０ｂとして、クライ
アントコンピューティングシステム１０２ｃ上に共有クリップボードレンダリング１１０
ｃとして、クライアントコンピューティングシステム１０２ｄ上に共有クリップボードレ
ンダリング１１０ｄとして、クライアントコンピューティングシステム１０２ｅ上に共有
クリップボードレンダリング１１０ｅとして視覚レンダリングされる。クライアントコン
ピューティングシステム上への共有クリップボードのレンダリングは、視覚化（例えば視
覚レンダリング）する、または画面上のスペースを節約するために「最小化する」（レン
ダリングされるが視覚レンダリングではない）ことができる。一部の実施形態では、共有
クリップボードを、ＭＩＣＲＯＳＯＦＴ　ＯＦＦＩＣＥクリップボードなど、その人物（
すなわち会話の参加者）の既存のクリップボード、またはクライアントコンピューティン
グシステム上で実行されているアプリケーションによって提供される他の適したクリップ
ボードの拡張として、クライアントコンピューティングシステム上に描くことができる。
これらの実施形態では、その人物は、共有クリップボードの視覚レンダリングを、各自の
クリップボードの拡張エリアと考えるが、拡張エリアは、概念上、１つのスペース、すな
わち会話の共有クリップボード上のビューである。ある人物が複数の会話に参加している
（図１のクライアントコンピューティングシステム１０２ｂの人物）例では、各会話の共
有クリップボードが、その人物のクライアントコンピューティングシステム上に描かれる
。
【００１９】
　会話中、会話の参加者が切り取るまたはコピーするものはすべて、会話用の共有クリッ
プボード上に配置される。会話中に貼り付ける参加者は、共有クリップボードから貼り付
ける。一般的に知られているように、またほとんどの文書編集アプリケーションおよびほ
とんどのオペレーティングシステムによって一般的にサポートされているように、切り取
り操作は、ドキュメントまたはオブジェクトの選択部分を、削除しながら、一時バッファ
（クリップボードなど）に保存し、コピー操作は、ドキュメントまたはオブジェクトはそ
のままにして、ドキュメントまたはオブジェクトの選択部分を一時バッファに保存し、貼
り付け操作は、ドキュメント、ファイル、フォルダ、他のオブジェクトなどにおける現在
の位置にクリップボードからデータを挿入する。参加者が会話を抜けるか、会話が終了す
るとき、その会話用の共有クリップボードが無くなる。すなわち、その会話用の共有クリ
ップボードは、参加者のクライアントコンピューティングシステム上にもはやレンダリン
グされない。参加者が既存の会話に参加するとき、会話用の共有クリップボードは、加わ
る参加者のクライアントコンピューティングシステム上にレンダリングされ、したがって
、まるでその参加者が最初からその会話にいたかのように、参加者は、共有クリップボー
ドからの貼り付け、切り取り、共有クリップボードへのコピーを行うことができる。例え
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ば、加わる参加者のクライアントコラボレーションアプリケーションは、会話に加わるた
めに、加わる参加者のクライアントコラボレーションアプリケーションがコラボレーショ
ンセッションを確立したクライアントコラボレーションアプリケーションから共有クリッ
プボードのコピーを取り出すことができる。
【００２０】
　一部の実施形態では、会話の参加者は、会話に参加している間、そのクライアントコン
ピューティングシステム上で切り取り、コピー、貼り付け、およびドラッグアンドドロッ
プ操作を行うことによって会話用の共有クリップボードと対話する。会話の参加者が切り
取り操作を行うとき、切り取り操作は、現在選択されているオブジェクトを取得し、会話
用の共有クリップボードの参加者のレンダリングに配置する。次いで、共有クリップボー
ドの参加者のレンダリングによって、現在選択されているオブジェクトを、会話の各参加
者のシステムクリップボードにプッシュすることができる。また、共有クリップボードの
参加者のレンダリングによって、現在選択されているオブジェクトを、共有クリップボー
ドの会話の各参加者のレンダリングにプッシュすることもできる。会話が終了すると、最
後にオブジェクトを共有クリップボードに切り取った会話の参加者のシステムクリップボ
ードは、切り取り操作が破壊的な操作であるため、元に戻されない可能性があるが、会話
の他のすべての参加者のシステムクリップボードは、会話が始まったときの状態に戻され
得る。
【００２１】
　会話の参加者がコピー操作を行うとき、コピー操作は、現在選択されているオブジェク
トを取得し、共有クリップボードの参加者のレンダリングに配置する。次いで、共有クリ
ップボードの参加者のレンダリングは、現在選択されているオブジェクトを、会話の各参
加者のシステムクリップボードにプッシュすることができる。また、共有クリップボード
の参加者のレンダリングによって、現在選択されているオブジェクトを、共有クリップボ
ードの会話の各参加者のレンダリングにプッシュすることもできる。会話が終了すると、
会話の参加者のシステムクリップボードは、会話が始まったときの状態に戻され得る。
【００２２】
　会話の参加者が貼り付け操作を行うとき、貼り付け操作は、オブジェクトのコピーを、
参加者のシステムクリップボードの参加者によって指定された現在の位置に挿入する。「
リンク貼り付け」操作は、意味のある結果をレンダリングしない場合がある。会話の他の
参加者のシステムは、会話が行われることによって一時的に接続されているにすぎないた
め、また、会話が終了した後共有クリップボードが持続していない場合があるため、オブ
ジェクト自体の代わりにオブジェクトにリンクを貼ることは、意味のあるリンクアドレス
をもたらさない場合がある。しかし、この操作は、システムが意味のある方法でリンクを
解決しようとしない場合に許可され得る。
【００２３】
　共有クリップボードが視覚化（すなわち視覚レンダリング）されると、任意のオブジェ
クトを共有クリップボードにドラッグすることができる。会話の参加者は、例えば任意の
タイプのデータベースまたはファイル全体から単一のスプレッドシートセルになど、共有
クリップボードに何でもドラッグアンドドロップすることができる。同様に、会話の任意
の参加者は、オブジェクトを共有クリップボードからドラッグして、任意のアプリケーシ
ョンまたは他の適した場所にドロップすることができる。
【００２４】
　１人の人物は、一度に複数の会話に参加することができる。例えば、図１のクライアン
トコンピューティングシステム１０２ｂにいる人物は、会話１０および会話２０の両方に
参加している。各会話には、それ自体の共有クリップボードがある。参加者が見る（およ
び切り取り、貼り付けなどを介してアクセス可能な）参加者のクリップボードの拡張エリ
アは、参加者が現在アクティブである、または参加している会話に該当する。一部の実施
形態では、参加者の現在アクティブな会話は、入力（テキストチャット、音声など）がど
こに向かっているか、会話を表すウィンドウのどれがアクティブであるか、明確なユーザ
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アクション（例えば参加者がドラッグする場所によって、またはコピーする前に会話ウィ
ンドウまたは共有クリップボードウィンドウを選択することによって、どの共有クリップ
ボードを使用すべきかを参加者がシステムに伝えるなど）、またはシステムが参加者に問
い合わせる（「どの会話から貼り付けたいか」など）、によって決定され得る。
【００２５】
　一部の実施形態では、クライアントコンピューティングシステム上の第１の会話が開始
すると、クライアントコンピューティングシステム上の第１の会話用の共有クリップボー
ド（すなわち共有クリップボードのレンダリング）は、システムクリップボードのコンテ
ンツを保存する。会話がクライアントコンピューティングシステム上で終了すると、シス
テムクリップボードが元に戻される。共有クリップボードが無くなるか、消去されると、
共有クリップボードによってシステムクリップボードにプッシュされた任意のオブジェク
トも消去される。クライアントコンピューティングシステム上で複数の同時会話が行われ
るとき、各会話の共有クリップボードは、作成されるべき第１の共有クリップボードがシ
ステムクリップボードを保存し、最後にクライアントコンピューティングシステム上で終
了した会話がシステムクリップボードを元に戻すことを確実にするよう協力する必要があ
り得る。
【００２６】
　再度図１を参照すると、大まかに言えば、ネットワークは、例えば添付されたクライア
ントコンピューティングシステム間の電子コンテンツの転送を容易にする通信リンクであ
る。一実施形態では、ネットワークは、インターネットを含む。ネットワークは、ローカ
ルエリアネットワーク、広域ネットワーク、ポイントツーポイントダイアルアップ接続な
ど、１つまたは複数の他のタイプのネットワークから成っていてもよいことを理解された
い。一部の実施形態では、ネットワークは、１つまたは複数のサーバコンピューティング
システムを含み得る。大まかに言えば、サーバコンピューティングシステムは、各クライ
アントコンピューティングシステムにおける参加者間の会話の確立を容易にし得る。例え
ば、発呼側参加者のクライアントコンピューティングシステムは、アプリケーション共有
セッションなど、着呼側参加者とのリアルタイムセッションを確立する旨の要求を適した
サーバコンピューティングシステムに送信し、サーバコンピューティングシステムは、要
求を着呼側参加者のクライアントコンピューティングシステムに転送することができる。
要求されたセッションが確立されると、発呼側参加者のクライアントおよび着呼側参加者
のクライアントは、サーバコンピューティングシステムを介して、または直接互いに通信
（ピアツーピア）することができる。
【００２７】
　クライアントコンピューティングシステムは、１つまたは複数の中央処理装置、メモリ
、入力装置（キーボードやポインティング装置など）、出力装置（ディスプレイ装置など
）、および記憶装置（ディスクドライブなど）を含み得る。メモリおよび記憶装置は、本
明細書に記載した、共有クリップボードを会話の参加に提供する様々な技術を実施する命
令を含み得るコンピュータ可読媒体である。さらに、データ構造およびメッセージ構造は
、通信リンク上の信号など、データ送信媒体を介して格納または送信することができる。
インターネット、ローカルエリアネットワーク、広域ネットワーク、ポイントツーポイン
トダイアルアップ接続、携帯電話ネットワークなど、様々な通信リンクを使用することが
できる。コンピューティングシステムは、様々な構成要素を有する様々な構成のものとす
ることができることを当業者であれば理解されよう。
【００２８】
　記載された技術の実施形態は、パーソナルコンピュータ、サーバコンピュータ、コンピ
ューティング装置、ハンドヘルドまたはラップトップ装置、マルチプロセッサシステム、
マイクロプロセッサベースシステム、プログラム可能家庭用電化製品、デジタルカメラ、
ネットワークＰＣ、ミニコンピュータ、メインフレームコンピュータ、上記のシステムま
たは装置のいずれかを含む分散コンピューティング環境など、様々な動作環境に実装する
ことができる。コンピューティングシステムは、携帯電話、ＰＤＡ、スマートフォン、パ
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ーソナルコンピュータ、プログラム可能家庭用電化製品、デジタルカメラ、キオスク、Ａ
ＴＭなどとすることができる。
【００２９】
　会話の参加者に共有クリップボードを提供する様々な技術は、１つまたは複数のコンピ
ュータ、または他の装置によって実行されるプログラムモジュールなどのコンピュータ実
行可能命令の一般的な文脈で説明することができる。一般にプログラムモジュールは、特
定のタスクを実行する、または特定の抽象データ型を実装するルーチン、プログラム、オ
ブジェクト、構成要素、データ構造などを含む。一般に、プログラムモジュールの機能は
、必要に応じて様々な環境で結合され、または分散させることができる。
【００３０】
　図２は、一部の実施形態によるクリップボードプレゼンスを示す共有クリップボードの
レンダリングを示すブロック図である。示されているように、会話に参加し、会話に関連
付けられている共有クリップボード２０４と対話している５人の参加者２０２ａ～ｅが示
されている。特に、クリップボードプレゼンスは、会話の参加者が共有クリップボードと
どのように対話しているかを示し、または表示する。クリップボードプレゼンスによって
、会話の各参加者は、会話の他の参加者のそれぞれが共有クリップボードに何をしている
か（共有クリップボードから置く、または貼り付けるなど）を認識することができる。例
えば、図１に示されているように、参加者２０２ｂおよび２０２ｅは、共有クリップボー
ドと対話していないものとして示され、参加者２０２ａは、共有クリップボード上にオブ
ジェクト２０６を置いたものとして示され、参加者２０２ｃは、共有クリップボードから
オブジェクト２０８のコピーを取得またはドラッグしたものとして示され、参加者２０２
ｄは、共有クリップボードからオブジェクト２１０のコピーを取得し、ドラッグしたもの
として示されている。クリップボードプレゼンス情報は、多種多様な方法で示すことがで
きることを当業者であれば理解されよう。さらに、クリップボードプレゼンスは、クリッ
プボードレンダリングと共に、またはクリップボードレンダリングの一部として示すこと
ができるが、クリップボードプレゼンス情報は、クリップボードのレンダリングに関係な
く示すことができることも当業者であれば理解されよう。
【００３１】
　図３は、一部の実施形態によるオブジェクトに関連付けられているメタデータを示すブ
ロック図である。示されているように、オブジェクト３０２は、オブジェクトメタデータ
３０４および会話メタデータ３０６と関連付けられている。共有クリップボード上に配置
された各オブジェクトは、オブジェクトの元のファイルのメタデータ、およびオブジェク
トがクリップボードに配置されていた間の会話のメタデータを取得するか、持っている。
オブジェクトメタデータは、一例として、オブジェクトの元のファイルのタイプ、ファイ
ルの作成者、ファイルが作成された日時、オブジェクトが共有クリップボードに配置され
た日時などの情報を含み得る。会話メタデータは、一例として、会話の参加者、会話の参
加者の場所、会話のセッションのタイプ、会話の時間などの情報を含み得る。
【００３２】
　図４は、一部の実施形態による共有クリップボードの作成を示すフロー図である。一例
として、発呼側参加者は、クライアントコラボレーションアプリケーションをそのクライ
アントコンピューティングシステム上で実行し、例えばリモートクライアントコンピュー
ティングシステムの着呼側参加者との会話を確立するよう要求することができる。ブロッ
ク４０２で、クライアントコラボレーションアプリケーションは、着呼側参加者との会話
を確立する旨の要求を受信する。ブロック４０４で、クライアントコラボレーションアプ
リケーションは、着呼側参加者との会話を要求する。ブロック４０６で、クライアントコ
ラボレーションアプリケーションは、着呼側参加者との要求された会話が正常に確立され
るかどうかを決定する。クライアントコラボレーションアプリケーションが、要求された
会話が正常に確立されたことを決定すると、ブロック４０８で、クライアントコラボレー
ションアプリケーションは、会話用の共有クリップボードを作成する。一部の実施形態で
、クライアントコラボレーションアプリケーションは、共有クリップボードを、クライア
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ントコンピューティングシステム上の既存のクリップボードの拡張として作成し、既存の
クリップボードの拡張は、発呼側参加者に、会話用の共有クリップボードのレンダリング
を提供する。同様に、着呼側参加者のクライアントコンピューティング装置で、そのクラ
イアントコンピューティング装置上で実行されているクライアントコラボレーションアプ
リケーションは、例えばそのクライアントコンピューティングシステム上の既存のクリッ
プボードの拡張として会話用の共有クリップボードを作成し、既存のクリップボードの拡
張は、着呼側参加者に、会話用の共有クリップボードのレンダリングを提供する。したが
って、発呼側参加者のクライアントコンピューティングシステム上で作成された共有クリ
ップボード、および着呼側参加者は、会話用に作成された単一の共有クリップボードであ
る１つのスペース上の概念上のビューを提供する。逆に、ブロック４０６で、クライアン
トコラボレーションアプリケーションが、要求された会話が正常に確立されなかったと決
定すると、クライアントコラボレーションアプリケーションは、会話用の共有クリップボ
ードを作成しない。
【００３３】
　本明細書に開示されたこのプロセスおよび方法、および他のプロセスおよび方法につい
て、これらのプロセスおよび方法で実行される機能は、異なる順序で実施することができ
ることを当業者は理解されたい。さらに、概略を述べたステップは例にすぎず、ステップ
の一部は、オプションとすることができる、より少ないステップと結合することができる
、または追加のステップに拡張することができる。
【００３４】
　図５は、一部の実施形態による共有クリップボードへのオブジェクトの配置を示すフロ
ー図である。ブロック５０２で、会話用の共有クリップボードは、共有クリップボード上
にオブジェクトを配置しようとする会話の参加者による試行を検出する。一例として、会
話の参加者は、例えば切り取り、コピー、またはドラッグアンドドロップ操作を行うこと
によって、そのコンピューティングシステム上の共有クリップボードの視覚レンダリング
にオブジェクトを配置することを試みることができる。ブロック５０４で、共有クリップ
ボードは、オブジェクトに対してアクセス制御チェックを行う。
【００３５】
　一部の実施形態では、共有クリップボードは、共有されることによって、会話の参加者
の識別がわかる。会話の参加者の識別がわかると、共有クリップボードは、会話のすべて
の参加者がオブジェクトにアクセスする権利を有することを確実にするために、オブジェ
クトに対してアクセス制御チェックを行うことができる。例えば、オブジェクト自体は、
オブジェクトの現在の所有者がオブジェクトを共有する（すなわち共有クリップボードに
オブジェクトを配置する）ことを制限するデジタル著作権を保持していてもよく、または
、オブジェクトが例えば役割またはユーザによる権限を保持していたり、オブジェクトに
その権限が関連付けられていたりしてもよい。共有クリップボードは、オブジェクトに関
連付けられているデジタル著作権および／または権限をチェックして、会話のすべての参
加者が、オブジェクトを共有クリップボードに配置できるようになる前に、オブジェクト
へのアクセス権を有することを確実にする。
【００３６】
　一部の実施形態では、共有クリップボードが属する特定の会話の参加者によってのみ共
有クリップボードが共有されるのを除いて、共有クリップボードに関連付けられている権
限がない。これらの実施形態では、共有クリップボードは、オブジェクトに対するアクセ
ス制御チェックを行わず、会話の任意の参加者が、共有クリップボードにオブジェクトを
配置する（切り取り、コピー、ドラッグなど）、または共有クリップボードからオブジェ
クトを取り出す（貼り付け、ドラッグなど）ことができる。
【００３７】
　一部の実施形態では、共有クリップボードは、アクセス制御チェックを選択的に行う。
例えば、一部のオブジェクトは、ユーザ識別に基づいて、オブジェクト自体をユーザに選
択的に表示する方法を知っている場合がある。ここでは、共有クリップボードは、これら
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のオブジェクトに対してアクセス制御チェックを行うのではなく、ユーザ識別に基づいて
、オブジェクト自体をユーザに選択的に表示する方法を知らないオブジェクトに対するア
クセス制御チェックを行うようにすることができる。
【００３８】
　ブロック５０６で、共有クリップボードは、オブジェクトに対するアクセス制御チェッ
クがパスしたかどうかを決定するためにチェックを行う。アクセス制御チェックがパスし
なかった場合、共有クリップボードは、オブジェクトを共有クリップボードに配置させず
、ブロック５１４で、エラーを報告する。例えば、共有クリップボードは、オブジェクト
の不合格のアクセス制御チェックを知らせるエラーメッセージを含むウィンドウを表示す
ることができる。
【００３９】
　そうでない場合、ブロック５０６で、共有クリップボードは、アクセス制御チェックが
パスしたと決定し、ブロック５０８で、共有クリップボードは、オブジェクトに対してセ
キュリティ脅威チェックを行う。一部の実施形態では、共有クリップボードは、例えばク
ライアントコンピューティングシステム上のウィルスチェックソフトウェア構成要素を呼
び出して、セキュリティ脅威が存在するかどうかについてオブジェクトをチェックするこ
とによって、一例としてウィルス、ワーム、トロイの木馬、または他のセキュリティ破壊
を招来する特徴（ｃｏｍｐｒｏｍｉｓｉｎｇ　ｆｅａｔｕｒｅ）など、セキュリティ脅威
に関するチェックを行うことができる。
【００４０】
　ブロック５１０で、共有クリップボードは、オブジェクトのセキュリティ脅威チェック
がパスしたかどうかを決定するためにチェックを行う。セキュリティ脅威チェックがパス
しなかった場合、共有クリップボードは、オブジェクトを共有クリップボードに配置させ
ず、ブロック５１４で、エラーを報告する。例えば、共有クリップボードは、オブジェク
トの不合格のセキュリティ脅威チェックを知らせるエラーメッセージを含むウィンドウを
表示することができる。そうでない場合、ブロック５１０で、共有クリップボードがセキ
ュリティ脅威チェックがパスしたことを決定した場合、ブロック５１２で、共有クリップ
ボードは、オブジェクトを共有クリップボードに配置させる。
【００４１】
　図６は、一部の実施形態による共有クリップボードからクライアントコンピューティン
グシステムへのオブジェクトのプッシュを示すフロー図である。ブロック６０２で、オブ
ジェクトは、会話用の共有クリップボードに配置される。一例として、会話の参加者は、
オブジェクトをそのクライアントコンピューティングシステム上の共有クリップボードの
視覚レンダリングに配置した場合がある。ブロック６０４で、共有クリップボードは、現
在選択されているオブジェクトを、会話の各参加者のクライアントコンピューティングシ
ステムにプッシュする。ここで、現在選択されているオブジェクトは、ブロック６０２に
おいて参加者が共有クリップボードに配置したオブジェクトとすることができる。ブロッ
ク６０６で、プッシュされたオブジェクトは、各参加者のクライアントコンピューティン
グシステムの共有クリップボードの視覚レンダリングに表示される。
【００４２】
　一部の実施形態では、会話の参加者がオブジェクトを共有クリップボードに配置すると
、オブジェクトを表す画像が会話の参加者のクライアントコンピューティングシステム上
の共有クリップボードの視覚レンダリングに表示され、オブジェクトのコピーが、会話の
他の参加者のクライアントコンピューティングシステムに書き出される（すなわち先行プ
ッシュ）。
【００４３】
　一部の実施形態では、会話の参加者がオブジェクトを共有クリップボードに配置すると
、オブジェクトを表す画像は、会話の参加者のクライアントコンピューティングシステム
上の共有クリップボードの視覚レンダリングに表示され得る（すなわち遅延プル）が、オ
ブジェクトのコピーは、クライアントコンピューティングシステムに書き出されない。例
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えば、視覚レンダリングは、共有クリップボードに配置されたオブジェクトへのリンクと
することができる。その後、会話の参加者は、共有クリップボードの視覚レンダリングか
らオブジェクトを取り出すと、クライアントコンピューティングシステム上のコラボレー
ションアプリケーションは、リンクを使用して、オブジェクトの記憶位置（例えば共有ク
ライアントにオブジェクトを配置した参加者のクライアントコンピューティングシステム
など）からオブジェクトのコピーをダウンロードする、または取り出すことができる。
【００４４】
　これらの実施形態では、オブジェクトを共有クリップボード上に配置した参加者がその
会話を抜ける場合、そのオブジェクトを会話の参加者のクライアントコンピューティング
システムに先行プッシュすることができる。一部の実施形態では、オブジェクトを、会話
の他の参加者によってアクセス可能な記憶位置に書き出すことができる。一部の実施形態
では、オブジェクトを共有クリップボード上に配置した参加者がその会話を抜ける場合、
そのオブジェクトを、会話の参加者のクライアントコンピューティングシステム上の共有
クリップボードのレンダリング上に「墓石」によって表すことができる。墓石は、会話の
参加者がもはやオブジェクトを使用することができないことを示す。
【００４５】
　一部の実施形態では、会話の参加者がオブジェクトを共有クリップボードに配置したと
き、オブジェクトのサイズに基づいて、オブジェクトを先行プッシュするか提供して、そ
の後の遅延プル操作を行うことができる。例えば、小さいサイズのオブジェクト、例えば
１０ｋバイト未満のオブジェクトは、会話の参加者のクライアントコンピューティングシ
ステムに先行プッシュすることができる。逆に、オブジェクトが大きい場合、オブジェク
トを表す画像は、会話の参加者のクライアントコンピューティングシステム上の共有クリ
ップボードの視覚レンダリング上に表示されるが、オブジェクトのコピーは、これらのク
ライアントコンピューティングシステムに書き出されない。
【００４６】
　図７は、一部の実施形態による共有クリップボードの一時的なキャッシュを示すフロー
図である。ブロック７０２で、クライアントコンピューティングシステム上で実行される
クライアントコラボレーションアプリケーションは、会話の終了を検出する。ブロック７
０４で、クライアントコラボレーションアプリケーションは、現在終了しつつある会話用
の共有クリップボードの一時的なアーカーブが許可されるかどうかを決定するためにチェ
ックを行う。共有クリップボードの一時的なアーカイブが許可された場合、ブロック７０
６で、クライアントコラボレーションアプリケーションは、例えば、クライアントコンピ
ューティングシステム上の適したメモリ装置上に会話用の共有クリップボードを一時的に
アーカイブする。例えば、会話のすべての参加者がそのプライバシを制御するプロファイ
ルにおいてこの特徴を許可した場合、共有クリップボードの一時的なアーカイブが許可さ
れ得る。ここで、クライアントコラボレーションアプリケーションは、会話の参加者のプ
ロファイルに対する問い合わせを行って、すべての参加者が共有クリップボードの一時的
なアーカイブを許容したかどうかを決定することができる。一部の実施形態では、共有ク
リップボードまたはクライアントコンピューティングシステム上の他の適したプロセスが
会話用の共有クリップボードについてチェックを行い、一時的にアーカイブすることがで
きる。
【００４７】
　本主題は、構造的な特徴および／または方法動作に固有の言葉で記載されているが、添
付の特許請求の範囲に定義された主題は、上述した固有の特徴および動作に必ずしも限定
されるわけではないことを理解されたい。むしろ、上述した固有の特徴および動作は、特
許請求の範囲を実施する形式例として開示される。
【図面の簡単な説明】
【００４８】
【図１】分散型クリップボードが動作し得る環境を示す高レベルブロック図である。
【図２】一部の実施形態によるクリップボードプレゼンスを示す共有クリップボードのレ
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ンダリングを示すブロック図である。
【図３】一部の実施形態によるオブジェクトに関連付けられているメタデータを示すブロ
ック図である。
【図４】一部の実施形態による共有クリップボードの作成を示すフロー図である。
【図５】一部の実施形態による共有クリップボードへのオブジェクトの配置を示すフロー
図である。
【図６】一部の実施形態による共有クリップボードからクライアントコンピューティング
システムへのオブジェクトのプッシュを示すフロー図である。
【図７】一部の実施形態による共有クリップボードの一時的なキャッシュを示すフロー図
である。

【図１】 【図２】
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