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(57)【要約】
　文書に行われた変更が、電子メッセージ内に自動的に
要約される。その変更は、共同で制作される文書に行わ
れ得る。たとえば、その文書は、電子メッセージの添付
ファイル、その電子メッセージ内に含まれる共用文書へ
のリンク、および／または、異なるユーザーの間で共用
される文書でもよい。その文書は、ワードプロセッシン
グ文書、スプレッドシート、スライド、および同類のも
のなど、それに対して変更／コメントが行われる任意の
タイプのファイルでもよい。校閲者は、その文書に多数
の異なるタイプの変更を行うことができる（たとえば、
内容の削除／追加、コメントの追加、および同類のもの
）。その文書に任意の変更を行った後、その変更の概要
は、次いで１人または複数の受信者に送信される電子メ
ッセージに自動的に挿入される。その文書に関するライ
ブ情報もまた、１つまたは複数の電子メッセージと表示
され得る。
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　電子メッセージ内の文書への変更を要約するための方法であって、
　文書に行われた変更を判定するステップと、
　前記文書に行われた前記変更の概要を自動的に作成するステップと、
　前記文書に行われた前記変更の前記概要を含む電子メッセージを作成するステップと、
　少なくとも１人の受信者に前記電子メッセージを送信するステップと
を含む、方法。
【請求項２】
　添付ファイルとして前記文書を含む電子メッセージを受信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】
　前記電子メッセージを作成するステップが、前記変更の前記概要を含む前記受信される
電子メッセージへの応答を作成するステップを含む、請求項２に記載の方法。
【請求項４】
　前記変更の前記概要を作成するステップが、前記文書に行われた変更の数、いつ前記文
書への変更の前記数が前記概要内の各非フォーマッティング変更を含む第１の閾値を下回
るか、および、いつ前記文書への変更の前記数が前記概要内の前記変更の統計的表現を含
む前記第１の閾値を超えるかを判定するステップを含む、請求項１に記載の方法。
【請求項５】
　前記文書に行われた変更を判定するステップが、前記変更が前記文書に行われるときに
、前記変更に応答して前記変更の各々を記憶するステップを含む、請求項１に記載の方法
。
【請求項６】
　前記概要を作成するステップが、前記電子メッセージが送信される前に前記電子メッセ
ージの本文に挿入される前記変更を含む編集可能な表を作成するステップ、前記概要内に
対応する変更に関するコメントを入力するために使用されるコメント領域を含めるステッ
プ、各変更の前および各変更の後の前記文書の所定の量の内容を含み、前記変更の前記概
要内で変更を示すステップ、およびメッセージの表示とともに表示され、前記ライブ情報
が変わるときに自動的に更新されるライブ情報の概要を作成するステップのうちの少なく
とも１つを含む、請求項１に記載の方法。
【請求項７】
　電子メッセージの添付ファイルへの変更を要約するためのコンピュータ実行可能命令を
記憶するコンピュータ可読記憶媒体であって、
　添付された文書を含む電子メッセージを受信するステップと、
　前記添付された文書に行われた変更を判定するステップと、
　前記文書に行われた前記変更の概要を自動的に作成するステップと、
　前記文書に行われた前記変更の前記概要を含む電子メッセージを作成するステップと、
　少なくとも１人の受信者に前記電子メッセージを送信するステップと
を含む、コンピュータ可読記憶媒体。
【請求項８】
　電子メッセージの添付ファイルへの変更を要約するためのシステムであって、
　ネットワークに接続するように構成された、ネットワーク接続と、
　プロセッサ、メモリ、およびコンピュータ可読記憶媒体と、
　前記コンピュータ可読記憶媒体に記憶された、および前記プロセッサ上で実行する、動
作環境と、
　添付ファイルを含む電子メッセージを受信する、メッセージングアプリケーションと、
　　前記添付ファイルに行われた変更を判定するステップ、
　　前記添付ファイルに行われた前記変更の概要を自動的に作成するステップ、
　　ライブ情報が変わるときに自動的に更新される前記ライブ情報の概要を作成するステ
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ップ、
　　電子メッセージ内に前記概要を挿入し、前記電子メッセージの表示にライブ情報の前
記概要を関連付けるステップ、および、
　　少なくとも１人の受信者に前記電子メッセージを送信するステップ
を含むアクションを実行するように構成された前記動作環境と連動して動作する、サマリ
ーマネージャと
を備える、システム。
【請求項９】
　前記ライブ情報の前記概要を作成するステップが、前記文書を現在レビューしているユ
ーザー、前記文書に割り当てられたユーザー、およびレビューの現在の状態のうちの少な
くとも１つを判定するステップを含む、請求項８に記載のシステム。
【請求項１０】
　前記文書に行われた変更を判定するステップが、それらが前記文書に行われるときに、
前記変更に応答して変更の各々を記憶するステップを含む、請求項８に記載のシステム。

【発明の詳細な説明】
【背景技術】
【０００１】
　[0001]文書の起草者（authors、オーサー）は、検討（review、レビュー）のために他
のユーザーに文書を電子メールで定期的に送る。検討のためにその文書を受信するユーザ
ーは、添付された文書を開き、その文書の変更／コメントを行い、その文書を起草者に電
子メールで送り返す。ユーザーにとって彼らの共同起草者または編集者によって文書に行
われる異なる変更のすべてについて行くことはしばしば困難である。
【発明の概要】
【課題を解決するための手段】
【０００２】
　[0002]本概要は、発明を実施するための形態で以下にさらに詳しく説明される概念の選
択を簡潔な形で紹介するために提供される。本概要は、本特許請求されている対象の重要
な特徴または本質的特徴を識別するものではなく、本特許請求されている対象の範囲を決
定づける際の助けとして使用されるものでもない。
【０００３】
　[0003]文書に対して行われた変更は、電子メッセージ内で自動的に要約される。その変
更は、共同で制作される文書に対して行われ得る。たとえば、その文書は、電子メッセー
ジの添付ファイル、その電子メッセージに含まれる共用文書へのリンク、および／または
、異なるユーザーの間で共用される文書でもよい。その文書は、ワードプロセッシング文
書、スプレッドシート、スライド、および同類のものなど、それに対して変更／コメント
が行われる任意のタイプのファイルでもよい。校閲者（reviewer、レビューア）は、その
文書に多数の異なるタイプの変更を行うことができる（たとえば、内容の削除／追加、コ
メントの追加、および同類のもの）。その文書に任意の変更を行った後、その変更の概要
（サマリー）が、次いで１人または複数の受信者に送信される電子メッセージに自動的に
挿入される。その文書に関するライブ情報もまた、１つまたは複数の電子メッセージの表
示とともに含まれる。そのライブ情報は、誰が現在その文書を編集しているか、誰がその
文書を編集したか、その文書の現在の状態、その文書への内容変更、および同類のものな
どの情報を含み得る。
【図面の簡単な説明】
【０００４】
【図１】[0004]例示的コンピューティング環境を示す図である。
【図２】[0005]電子メッセージ内に文書に行われた変更の概要を含むためのシステムを示
す図である。
【図３】[0006]文書に対して行われた変更の自動的に生成された概要を含む電子メッセー
ジの表示を示す図である。
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【図４】[0007]ユーザーが共用文書に変更を行うのに応答して自動的に作成される電子メ
ッセージを示す図である。
【図５】[0008]電子メッセージ内に置かれた自動的に生成された概要の一例を示す図であ
る。
【図６】[0009]メッセージの表示とともにライブ情報を示す一例を示す図である。
【図７】[0010]電子メッセージを作成するおよび文書に行われた変更の概要を含めるため
のプロセスを示す図である。
【図８】[0011]文書に行われた変更の概要を作成するためのプロセスを示す図である。
【図９】[0012]ライブ情報とともにメッセージを表示するためのプロセスを示す図である
。
【発明を実施するための形態】
【０００５】
　[0013] 図面をここで参照し、図面の中で同様の数字は同様の要素を表し、様々な実施
形態が説明される。具体的には、図１およびその対応する論考は、その中で実施形態が実
装され得る適切なコンピューティング環境の簡潔な概要を提供するものである。
【０００６】
　[0014]一般に、プログラムモジュールは、ルーチン、プログラム、構成要素、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装する他のタイ
プの構造を含む。ハンドヘルドデバイス、マルチプロセッサシステム、マイクロプロセッ
サを用いたまたはプログラマブルな家庭用電化製品、ミニコンピュータ、メインフレーム
コンピュータ、および同類のものを含む、他のコンピュータシステム構成も使用され得る
。タスクが通信ネットワークを介してリンクされた遠隔処理デバイスによって実行される
、分散コンピューティング環境も使用され得る。分散コンピューティング環境では、プロ
グラムモジュールは、ローカルおよび遠隔の両方の記憶装置内に置かれ得る。
【０００７】
　[0015]ここで図１を参照し、その様々な実施形態で使用されるコンピュータ１００のた
めの例示的コンピュータ環境が説明される。図１に示すコンピュータ環境は、モバイルコ
ンピューティングデバイス（たとえば、電話、タブレット、ネットブック、ラップトップ
）、サーバー、デスクトップ、または、何らかの他のタイプのコンピューティングデバイ
スとして各々構成され得るコンピューティングデバイスを含み、中央処理装置５（「ＣＰ
Ｕ」）と、ランダムアクセスメモリ９（「ＲＡＭ」）および読取り専用メモリ（「ＲＯＭ
」）１０を含むシステムメモリ７と、そのメモリをその中央処理装置（「ＣＰＵ」）５に
結合させるシステムバス１２とを含む。
【０００８】
　[0016]起動中などにそのコンピュータ内の要素の間で情報を転送するのを助ける基本ル
ーチンを含む基本入力／出力システムが、ＲＯＭ１０内に格納される。コンピュータ１０
０は、以下にさらに詳しく説明される、オペレーティングシステム１６、文書１１、メッ
セージングアプリケーション（複数可）２４、ウェブブラウザ２５、文書編集アプリケー
ション１９およびサマリーマネージャ２６を格納するための大容量記憶装置１４をさらに
含む。
【０００９】
　[0017]大容量記憶装置１４は、バス１２に接続された大容量記憶コントローラ（図示せ
ず）を介してＣＰＵ５に接続される。大容量記憶装置１４およびその関連コンピュータ可
読媒体は、コンピュータ１００のための非揮発性記憶装置を実現する。本明細書に含まれ
るコンピュータ可読媒体の説明は、ハードディスクまたはＣＤ－ＲＯＭドライブなどの大
容量記憶装置を指すが、そのコンピュータ可読媒体は、コンピュータ１００によってアク
セスすることができる任意の使用可能な媒体でもよい。
【００１０】
　[0018]一例として、但し、限定ではなく、コンピュータ可読媒体は、コンピュータ記憶
媒体および通信媒体を備え得る。コンピュータ記憶媒体は、コンピュータ可読命令、デー
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タ構造、プログラムモジュールまたは他のデータなどの情報の記憶のための任意の方法ま
たは技術で実装された、揮発性および非揮発性の、取外し可能なおよび取外し不可能な媒
体を含む。コンピュータ記憶媒体は、ＲＡＭ、ＲＯＭ、消去可能プログラム可能読取り専
用メモリ（「ＥＰＲＯＭ」）、電気的消去可能プログラム可能読取り専用メモリ（「ＥＥ
ＰＲＯＭ」）、フラッシュメモリ、もしくは他の固体状態メモリ技術、ＣＤ－ＲＯＭ、デ
ジタル多用途ディスク（「ＤＶＤ」）、もしくは他の光学記憶装置、磁気カセット、磁気
テープ、磁気ディスク記憶装置、もしくは他の磁気記憶装置、または、所望の情報を記憶
するために使用することができるおよびコンピュータ１００によってアクセスすることが
できる任意の他の媒体を含むが、これらに限定されない。
【００１１】
　[0019]コンピュータ１００は、インターネットなどのネットワーク１８を介する遠隔コ
ンピュータへの論理接続を使用するネットワーク化された環境で動作する。コンピュータ
１００は、バス１２に接続されたネットワークインターフェースユニット２０を介してネ
ットワーク１８に接続することができる。そのネットワーク接続は、ワイヤレスおよび／
またはワイヤードでもよい。ネットワークインターフェースユニット２０はまた、他のタ
イプのネットワークおよび遠隔コンピュータシステムに接続するために使用され得る。コ
ンピュータ１００はまた、キーボード、マウス、または電子スタイラス（図１に示さず）
を含むいくつかの他のデバイスからの入力を受信および処理するための入力／出力コント
ローラ２２を含み得る。同様に、入力／出力コントローラ２２は、ディスプレイ画面２３
、プリンタ、または他のタイプの出力デバイスに入力／出力を提供することができる。
【００１２】
　[0020]簡単に前述したように、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
が、ワシントン州レドモンドのＭＩＣＲＯＳＯＦＴ　ＣＯＲＰＯＲＡＴＩＯＮのＷＩＮＤ
ＯＷＳ　ＰＨＯＮＥ　７（登録商標）、ＷＩＮＤＯＷＳ　７（登録商標）、またはＷＩＮ
ＤＯＷＳ　ＳＥＲＶＥＲ（登録商標）オペレーティングシステムなどのコンピュータの動
作を制御するのに適したオペレーティングシステム１６を含むコンピュータ１００の大容
量記憶装置１４およびＲＡＭ９内に記憶され得る。大容量記憶装置１４およびＲＡＭ９は
また、１つまたは複数のプログラムモジュールを記憶することができる。具体的には、大
容量記憶装置１４およびＲＡＭ９は、文書編集アプリケーション１９、メッセージングア
プリケーション（複数可）２４およびウェブブラウザ２５を含む１つまたは複数のアプリ
ケーションプログラムを記憶することができる。一実施形態によれば、文書編集アプリケ
ーション１９は、ＭＩＣＲＯＳＯＦＴ　ＷＯＲＤアプリケーションなどのワードプロセッ
シングアプリケーションである。他の文書編集アプリケーションもまた、使用され得る。
その文書編集アプリケーションは、スプレッドシート、スライド、メモ、および同類のも
のなどの文書と対話するように構成され得る。
【００１３】
　[0021]ユーザーインターフェース１５は、アプリケーションおよび文書と対話するため
にユーザーによって使用される。たとえば、文書１１は、ユーザーインターフェースを使
用して編集することができる。文書編集アプリケーション１９は、文書１１などの文書に
編集動作を実行するように構成される。たとえば、ユーザーは、文書編集アプリケーショ
ン１９を使用し、文書の単語を変更／追加／削除すること、文書のフォーマッティングを
変更すること、写真、表を追加することなどができる。
【００１４】
　[0022]メッセージングアプリケーション（複数可）２４は、１つまたは複数の異なるメ
ッセージングアプリケーションでもよい。たとえば、コンピューティングデバイス１００
は、電子メールアプリケーション、インスタントメッセージング（ＩＭ）アプリケーショ
ン、ＳＭＳ、ＭＭＳアプリケーション、リアルタイム情報ネットワーク（たとえば、Ｔｗ
ｉｔｔｅｒ（登録商標）インターフェース）、ソーシャルネットワーキングアプリケーシ
ョン、および同類のものを含み得る。一実施形態によれば、メッセージングアプリケーシ
ョン２４は、ＭＩＣＲＯＳＯＦＴ　ＯＵＴＬＯＯＫ（登録商標）などの電子メールアプリ
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ケーションである。そのメッセージングアプリケーション（複数可）は、クライアントベ
ースおよび／またはウェブベースでもよい。たとえば、以下などのネットワークベースの
メッセージサービス１７が使用され得る：ＭＩＣＲＯＳＯＦＴ　ＷＩＮＤＯＷＳ　ＬＩＶ
Ｅまたは何らかの他のネットワークベースの電子メールおよびメッセージングサービス。
【００１５】
　[0023]ネットワーク共用部２７は、ＩＰネットワーク１８を介して１人または複数のユ
ーザーにアクセス可能な文書を記憶するように構成される。たとえば、ネットワーク共用
部２７は、１つまたは複数の場所にいる異なる校閲者によって共同で制作される文書を記
憶することができる。文書は、２つ以上の場所で記憶され得る。たとえば、文書１１のコ
ピーが、コンピューティングデバイス１００およびネットワーク共用部２７で記憶され得
る。文書のコピーはまた、他の場所で保持され得る（たとえば、電子メッセージの添付フ
ァイルとしてメールボックス内に）。
【００１６】
　[0024]サマリーマネージャ２６は、文書に関する現在のライブ情報および／または最新
の情報、および／または、１人または複数の受信者に送信される電子メッセージ内の文書
に行われた変更の概要などの概要情報を自動的に含めるように構成される。サマリーマネ
ージャ２６は、図示するようにアプリケーション（たとえば、文書編集アプリケーション
１９および／またはメッセージングアプリケーション（複数可）２４）から外部に置くこ
とができ、あるいは、文書編集アプリケーション１９、メッセージングアプリケーション
２４および／または何らかの他のアプリケーションなどのアプリケーションの部分でもよ
い。さらに、サマリーマネージャ２６によって提供される機能のすべて／一部は、アプリ
ケーションから内部に／外部に置くことができる。
【００１７】
　[0025]文書に行われた変更が、電子メッセージ内で自動的に要約される。一般に、その
変更は、共同で制作される文書に行われる。たとえば、その文書は、電子メッセージの添
付ファイル、電子メッセージに含まれる共用文書へのリンク、および／または、異なるユ
ーザーの間で共用される文書でもよい。その文書は、ワードプロセッシング文書、スプレ
ッドシート、スライド、および同類のものなど、それに対して変更／コメントが行われる
任意のタイプのファイルでもよい。校閲者は、その文書に多数の異なるタイプの変更を行
うことができる（たとえば、内容の削除／追加、コメントの追加、および同類のもの）。
サマリーマネージャ２６は、その文書への変更の概要を作成し、次いで１人または複数の
受信者に送信される電子メッセージにその概要を自動的に挿入する。たとえば、変更が電
子メッセージの添付ファイル／リンクに行われるとき、サマリーマネージャ２６は、その
電子メッセージへの応答にその概要を挿入する。変更が共用文書（たとえば、ネットワー
ク共用部で記憶された文書）に行われるとき、その概要を含む電子メールが作成される。
【００１８】
　[0026]文書に関するライブ情報もまた、１つまたは複数の電子メッセージの表示ととも
に含まれる。そのライブ情報は、誰が現在その文書を編集しているか、誰がその文書を編
集したか、その文書の現在の状態、内容変更の概要、および同類のものなどの情報を含み
得る。そのライブ情報は、そのライブ情報がリアルタイムで更新されるように、ユーザー
がメッセージを見ている間に変わるおよび再表示することができる。サマリーマネージャ
に関してさらに詳しくは、以下で開示される。
【００１９】
　[0027]図２は、電子メッセージ内に文書に行われた変更の概要を含めるためのシステム
を示す。図示するように、システム２００は、コンピューティングデバイス１（２１０）
、コンピューティングデバイス２（２２０）、ネットワーク共用部２３０、文書サービス
２４０、メッセージングサービス２５０およびコンピューティングデバイス３（２６０）
を含む。
【００２０】
　[0028]そのコンピューティングデバイスは、電子メッセージの送信／受信および文書に
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変更を行うことに関連する動作を実行するように構成された任意のタイプのコンピューテ
ィングデバイスでもよい。たとえば、そのコンピューティングデバイスのうちのいくつか
は、以下でもよい：モバイルコンピューティングデバイス（たとえば、携帯電話、タブレ
ット、スマートフォン、ラップトップおよび同類のもの）、デスクトップコンピューティ
ングデバイス、および、サーバー。いくつかのコンピューティングデバイスが配置されて
オンラインクラウドベースのサービス（たとえば、オンラインで文書と対話するために構
成された文書サービス２４０）を提供することができ、いくつかはデータ共用部として配
列することができ、いくつかはローカルネットワーク内に配列することができ、いくつか
はインターネットを介してアクセス可能なネットワーク内に配列することができるなど。
【００２１】
　[0029]そのコンピューティングデバイスは、ネットワーク１８を介して結合される。ネ
ットワーク１８は、多数の異なるタイプのネットワークでもよい。たとえば、ネットワー
ク１８は、ＩＰネットワーク、セルラ通信のためのキャリアネットワーク、および同類の
ものでもよい。一般に、ネットワークは、コンピューティングデバイス１、コンピューテ
ィングデバイス２、コンピューティングデバイス３、ネットワーク共用部２３０、文書サ
ービス２４０およびメッセージングサービス２５０などのコンピューティングデバイスの
間でデータを送信するために使用される。
【００２２】
　[0030]コンピューティングデバイス１は、ワードプロセッシングアプリケーション２１
２、文書２１４、ユーザーインターフェース２１６、および、メッセージングアプリケー
ション２１８を含む。図示するように、コンピューティングデバイス１は、電子メッセー
ジの添付ファイル、文書２１４、ネットワーク共用内の文書（たとえば、文書２３２）、
および同類のものなどの文書と対話するために、ユーザーによって使用される。
【００２３】
　[0031]ユーザーインターフェース（ＵＩ）２１６は、文書２１４などの文書と対話する
ために使用される。１つまたは複数のタイプの１つまたは複数のユーザーインターフェー
スが、文書と対話するために使用され得る。たとえば、ＵＩ２１６は、コンテキストメニ
ュー、メニューバー内のメニュー、リボンユーザーインターフェースから選択されたメニ
ュー項目、グラフィカルメニュー、および同類のものの使用を含み得る。一般に、ＵＩ２
１６は、ユーザーが文書と容易に対話することができるように構成される。たとえば、ユ
ーザーは、ＵＩ２１６を使用して、電子メッセージに添付／リンクされた文書を開くこと
およびその文書に変更を行うことができる。ＵＩ２１６はまた、その文書を共同で制作し
ている他の校閲者にアドレス指定された電子メッセージ（たとえば、新しい電子メッセー
ジ、電子メッセージへの応答）を作成するために使用することができる。
【００２４】
　[0032]メッセージングアプリケーション２１８は、電子メールアプリケーション、イン
スタントメッセージングアプリケーション、ソーシャルメディアアプリケーション、およ
び同類のものなどのクライアントベースのアプリケーションでもよい。一般に、メッセー
ジングアプリケーション２１８は、１つまたは複数のタイプの電子メッセージを文書を共
同で制作する校閲者に送信するために使用することができる。ネットワークベースのメッ
セージングアプリケーションは、メッセージングアプリケーション（複数可）２１８に加
えて、または異なるメッセージングアプリケーションのうちの１つまたは複数の代わりに
、使用することができる。たとえば、ウェブインターフェースが、メッセージングサービ
スにアクセスするために使用され得る。
【００２５】
　[0033]サマリーマネージャ２６は、その文書に関する現在のライブ情報および／または
文書に行われた変更などの概要情報を決定し、その変更の概要を含む電子メッセージを作
成する。サマリーマネージャ２６は、１つまたは複数のメッセージの表示とともにそのラ
イブ情報を表示し、その文書の共同制作者の１人または複数にその変更の概要を含む電子
メッセージを送信する。たとえば、文書は、コンピューティングデバイス１を使用する起
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草者１、コンピューティングデバイス２を使用する校閲者１、および、コンピューティン
グデバイス３を使用する校閲者２によって共同で制作され得る。最初に、起草者１は、１
人または複数の校閲者（たとえば、校閲者１および校閲者２）からの入力を求めるネット
ワーク共用部２３０（たとえば、文書２３２）で共用されるように指定された文書２１４
などの文書を作成することができる。起草者１は、検討のために校閲者１および校閲者２
に配信される電子メッセージにその文書および／またはその文書へのリンクを添付するこ
とができる。もう１つの実施形態によれば、それらの校閲者は、編集するための文書共用
部から直接その文書を取得することができる。
【００２６】
　[0034]メッセージのリストを見るとき、校閲者（たとえば、校閲者１および校閲者２）
は、表示されるメッセージの各々のライブ情報の概要を見ることができる（図６および関
連論考を参照）。そのライブ情報は、その文書の現在の状態（たとえば、誰が現在その文
書を編集しているか、誰がその文書の検討に割り当てられるか、その文書は草案状態か？
、最終状態か？、その文書に行われた変更の概要、その文書への最後の変更、および同類
のもの）をユーザーに提供することを目的とする。メッセージが見るために選択されると
き、異なるライブ情報が表示され得る。たとえば、メッセージがメッセージの表示された
リストから選択されるとき、そのライブ情報は、より多くの／異なるライブ情報を含むこ
とができ、その場合、メッセージのリストとともに表示される。そのライブ情報は、閲覧
者がそのメッセージ（複数可）を見ている間に、変更および更新が可能である。
【００２７】
　[0035]校閲者１および／または校閲者２は、その文書に変更を行うことができる。たと
えば、校閲者１は、電子メッセージからその添付文書を開き、変更を行うことができる。
校閲者２は、ネットワーク共用部２３０からその文書を開くことができる。校閲者によっ
て行われた変更に応答して、サマリーマネージャ２６が、その変更の概要を作成し、その
文書の他の校閲者にアドレス指定された電子メッセージにその概要を含める。異なる受信
者が、その電子メッセージのために選択され得る。変更が添付／リンクされた文書に行わ
れる場合、その概要は、その電子メッセージへの応答内に置かれる。変更がネットワーク
共用部にあるその文書に直接行われる場合、その概要を含む新しいメッセージが、サマリ
ーマネージャ２６によって作成される。
【００２８】
　[0036]その概要は、異なる情報を含み得る。たとえば、その概要は、その文書に関する
現在のライブ情報、その文書に行われた変更のすべて、その文書に行われた変更の一部お
よび／またはその文書への変更に関する統計的情報を含み得る。一実施形態によれば、そ
の概要に含まれる情報の量は、その文書に行われた変更の数に依存する。１つまたは複数
の閾値が、その概要に含める情報を決定するために使用され得る。たとえば、編集変更の
数が所定の数（たとえば、１、５、１０、２５、５０、１００）に満たないとき、各変更
はその概要に含まれ得る。編集変更の数が所定の数を超えるとき、より少ない情報がその
概要に含まれ得る。たとえば、その変更の一部／すべてがその概要から除外されることが
あり、一方で、統計的情報はその概要に含まれ得る（たとえば、行われた変更の数、変更
された単語／パラグラフ／セクションの数、挿入の数、削除の数、フォーマッティング変
更の数、および同類のもの）。一実施形態によれば、詳細なフォーマッティング変更は、
その概要内に示されない（フォーマッティング変更の量は、含まれても／含まれなくても
よい）。複数の閾値が使用可能であり（たとえば、２つの、３つの、４つの、５つの…閾
値が使用され得る）、その閾値レベルに応じて、その概要に含まれる情報の量は修正され
る。一実施形態によれば、その概要情報の冗長性が、ユーザーによって設定され得る。た
とえば、あるユーザーはすべての変更が示されることを望み得るが、一方で、別のユーザ
ーは変更の簡潔な概要のみが示されることを望み得る。その概要情報は、送信される電子
メッセージの受信者および／またはメッセージタイプに基づき修正され得る。たとえば、
その概要情報は、その文書を編集するユーザーの責任に基づき、ならびにそれらが電子メ
ールまたはＳＭＳメッセージ内でその概要を受信する場合に、適合され得る。
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【００２９】
　[0037]その概要は、異なる方法でその電子メッセージ内で表示およびフォーマットされ
得る。たとえば、その概要情報は、１つまたは複数のコメントを追加するために使用され
得るコメント領域とともにその変更を示す表内に置かれ得る。一実施形態によれば、その
概要情報は、その概要情報のすべて／部分が変更され得る（たとえば、１つまたは複数の
変更を取り除く）ように、編集可能である。その概要情報のすべて／部分は、リアルタイ
ムで更新することができる。たとえば、表示されたライブ情報（たとえば、文書の現在の
編集者）は、編集者が文書への編集を開始／停止するときに、更新され得る。（例示的概
要情報は、図３～６を参照）。
【００３０】
　[0038]その概要を含む電子メッセージ（複数可）が、その文書に行われた変更に応答し
て、自動的に作成される。一実施形態によれば、その電子メッセージは、電子メールであ
る。その電子メッセージはまた、組合せでもよい。たとえば、校閲者１は、変更の概要を
有する電子メールメッセージ、およびまた、変更の概要を有するテキストメッセージを受
信することを指定することができ、一方で、校閲者２は、変更の概要を有する電子メール
メッセージのみを受信することを指定する。
【００３１】
　[0039]サマリーマネージャ２６は、作成されるメッセージのタイプに基づき、その電子
メッセージをフォーマットする。たとえば、電子メールは、テキストメッセージと比べて
より多い情報を含み得る。作成される電子メッセージがテキストメッセージであるとき、
その文書への変更は、複数のテキストメッセージの間で広がることがあり、そして／また
は、その概要に含まれる情報の量は低減される。サマリーマネージャ２６は、メッセージ
を送信／受信するための機能を含むことができ、そして／または、メッセージサービス２
５０および／またはクライアントメッセージアプリケーション（複数可）２１８などの他
のメッセージアプリケーションの機能を使用することができる。各校閲者がその文書に変
更を行うとき、その概要を含む電子メッセージが、その変更の履歴を作成する。これは、
ユーザーが要約された電子メッセージ（たとえば、電子メールコンテキスト）内で文書に
行われた変更を見るのを助ける。これらの電子メッセージは、電子メッセージ内に記録さ
れる変更ログを形成する。電子メッセージのこのスレッドは、経時的に文書に行われた変
更を理解するために使用することができ、電子通信が提供する発生順の形式で容易に検討
することができる。限られた表示能力（たとえば、モバイルデバイス）を有するユーザー
はまた、その添付ファイルまたはリンクされた文書／ファイルへの変更を、その変更を見
るためにその文書を開く必要なしに、検討することができる。
【００３２】
　[0040]ネットワーク共用部２３０が、１つまたは複数の文書を記憶するために使用され
得る。ネットワーク共用部２３０は、文書と対話するコンピューティングデバイスによっ
てアクセス可能である。そのネットワーク共用部は、文書とのオンラインアクセス／対話
をサポートするオンラインサービスと関連付けられ得る。たとえば、文書サービス２４０
などのオンラインサービスは、ワードプロセッシング文書、スプレッドシート、スライド
、および同類のものなどの文書と対話する／それを修正する能力をオンラインユーザーに
提供することができる。
【００３３】
　[0041]メッセージングサービス（複数可）２５０が、コンピューティングデバイス１、
コンピューティングデバイス２およびコンピューティングデバイス３などの１つまたは複
数のコンピューティングデバイの間で電子メッセージを処理するために使用され得る。メ
ッセージングサービス（複数可）２５０は、ＳＭＳ、ＭＭＳ、電子メール、ソーシャルネ
ットワークのメッセージおよび同類のものなどの異なるメッセージタイプを処理するよう
に構成され得る。メッセージングサービス２５０は、サマリーマネージャ２６の機能性を
有して構成することができ、１つまたは複数のメッセージタイプが、文書２３２などの文
書の編集者と電子メッセージを通信するために使用され得る。前述のように、メッセージ
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タイプの組合せが使用可能である。たとえば、ある編集者は添付された文書を有する電子
メールを受信することができ、一方で、別の編集者はその文書へのリンクを有するＳＭＳ
メッセージを受信することができる。一実施形態によれば、電子メールは、省略時のメッ
セージタイプである。好ましいメッセージタイプがまた、異なる編集者のために構成され
得る。たとえば、各ユーザーはそれらの好ましい通信方法（たとえば、電子メール、ＳＭ
Ｓ…）を指定することができる。
【００３４】
　[0042]コンピューティングデバイス２およびコンピュータデバイス３は、ウェブベース
の電子メールサービスなどのメッセージングサービスにアクセスするように、および、文
書サービス２４０を介してその文書と対話するように構成され得る、ウェブブラウザ（２
２２、２６２）などの１つまたは複数のアプリケーションを含む。たとえば、ウェブブラ
ウザが、電子メールサービスを介して電子メッセージにアクセスし、次いで編集／選択を
実行して、ネットワーク共用部２３０に記憶された文書２３２などの文書に影響を与える
ために使用され得る。
【００３５】
　[0043]図示するように、文書サービス２４０は、サマリーマネージャ２６、および、ウ
ェブレンダラ２４４を備えるウェブアプリケーション２４２を備える。一実施形態によれ
ば、文書サービス２４０は、ワードプロセッシング文書、スプレッドシート、スライドお
よび同類のものなどの電子文書との対話の表示に関するサービスを提供するように構成さ
れたオンラインサービスとして構成される。ウェブアプリケーション２４２は、文書に関
する要求を受信するおよびそれに応答するために構成される。たとえば、文書サービス２
４０は、ネットワーク共用部２３０に記憶された文書２３２にアクセスすることができる
。ウェブアプリケーション２４２は、コンピューティングデバイス２などのコンピューテ
ィングデバイスのユーザーにインターフェースを提供して、ネットワーク１８を介してア
クセス可能な文書と対話するように動作可能である。ウェブアプリケーション２４２は、
その文書サービスに関する動作を実行するために使用される他のサーバーと通信すること
ができる。
【００３６】
　[0044]文書サービス２４０は、コンピューティングデバイス１～３などのコンピューテ
ィングデバイスのから要求を受信する。コンピューティングデバイスは、要求を文書サー
ビス２４０に送信して、複数の起草者／校閲者によって検討／編集される共同制作文書な
どの文書と対話することができる。そのような要求に応答して、ウェブアプリケーション
２４２は、ネットワーク共用部２３０などの場所からその文書を取得する。表示するため
の文書は、ＩＳＯ／ＩＥＣ２９５００フォーマットなどのマークアップ言語フォーマット
に変換される。その文書は、文書サービス２４０によって、または１つもしくは複数の他
のコンピューティングデバイスによって、変換され得る。ウェブアプリケーション２４２
がその文書のマークアップ言語表現を受信した後は、その文書サービスはスプレッドシー
トウェブレンダラ２４４を使用して、コンピューティングデバイス２のウェブブラウザ２
２２およびコンピューティングデバイス３のウェブブラウザ２６２などのウェブブラウザ
アプリケーションによってレンダリングされ得る文書の表現にそのマークアップ言語フォ
ーマットされた文書を変換する。そのレンダリングされた文書は、同文書を見るために使
用されるとき、コンピューティングデバイス１のワードプロセッシングアプリケーション
２１２の出力とほぼ同じように現われる。ウェブレンダラ２４４がそのファイルのレンダ
リングを完了した後は、そのファイルは、文書サービス２４０によって、要求しているコ
ンピューティングデバイスに返され、そこで、それはウェブブラウザ２２２によってレン
ダリングされ得る。
【００３７】
　[0045]そのウェブレンダラ２４４はまた、コンピューティングデバイス２などのコンピ
ューティングデバイスのユーザーがウェブブラウザ２２のコンテキストで文書と対話する
ことを可能にするための１つまたは複数のスクリプトをマークアップ言語ファイルにレン
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ダリングするように構成される。ウェブレンダラ２４４は、その返されるウェブページに
ウェブブラウザアプリケーション２２２によって実行可能なスクリプトコードをレンダリ
ングするように動作可能である。そのスクリプトは、たとえば、ユーザーがその文書のセ
クションを変更することおよび／またはその文書に関連する値を修正することを可能にす
るための、機能を提供する。ある特定のタイプのユーザー入力に応答して、そのスクリプ
トは、実行され得る。スクリプトが実行されるとき、応答は、その文書サービス２４０に
送信され、その文書が作用されたことを指示し、行われた対話のタイプを識別する、およ
び、ウェブアプリケーション２４２にその文書に実行されるべき機能をさらに識別するこ
とができる。
【００３８】
　[0046]図３～６は、例示的概要情報および自動的に生成された概要情報を含む電子メッ
セージを示す。図３～６は、例示を目的とし、限定を意図しない。
　[0047]図３は、文書に行われた変更の自動的に生成された概要を含む電子メッセージの
表示を示す。図示するように、メッセージ３００は、メニューバー、添付ファイル３１０
、元のメッセージ３１８、および、概要３１６を含む応答メッセージ３１２を含む。メッ
セージ３００は、クライアント、サーバー、および／または、クライアントとサーバーの
組合せ上で作成することができる。
【００３９】
　[0048]図示された例で、校閲者（ダン、ジェッドおよびティム）は、トムからの添付フ
ァイル３１０を含む電子メールメッセージ（メッセージ３１８）を受信した。メッセージ
３００は、添付ファイル３１０および元のメッセージ３１８に含まれる添付ファイル３２
０へのリンクの両方を示すが、メッセージ３００は、その添付ファイルおよびそのリンク
の一方または両方を含み得る。その添付ファイルは、変更することができる任意のタイプ
の文書でもよい。たとえば、その文書は、テキストファイル、スプレッドシート、ウェブ
ページ、スライドのプレゼンテーション、ワードプロセッシング文書、写真、および同類
のものでもよい。その電子メッセージは、いくつかの方法でアクセスすることができる。
たとえば、ウェブブラウザは電子メールサービスにアクセスすることができ、コンピュー
ティングデバイス上の電子メールアプリケーションは、１つまたは複数の異なるサービス
から電子メールを受信するように構成することができる、など。
【００４０】
　[0049]図示するように、電子メッセージ３００は、元のメッセージ３１８への応答であ
る。メッセージ３００は、その応答がダンからであり、その応答メッセージの受信者がジ
ェッドおよびティムであることを示す。メッセージ３１８を受信した後、ダンは、その添
付ファイルを開くことによってまたはリンク３２０を使用することによってのいずれかで
、その文書にアクセスした。ダンは、次いで、その文書に変更を行った。その添付ファイ
ル／リンクされた文書に変更を行ったことに応答して、概要３１６が自動的に作成され、
応答メッセージ３００に挿入される。前述のように、その概要は、異なる形で構成され得
る。たとえば、その概要は、その変更のすべて／部分、文書統計量、変更統計量、および
同類のものを含み得る。その文書統計量は、行われた変更の数、変更されたパラグラフの
数、ダンが共同で制作しているセクションの数、および同類のものを含み得る。前述のよ
うに、複数の概要が、受信者／メッセージタイプに基づき生成され得る。
【００４１】
　[0050]図４は、ユーザーが共用文書に変更を直接行うことに応答して自動的に作成され
る電子メッセージを示す。図示するように、メッセージ４００は、ブラウザ４０２内に表
示されるウェブベースのメッセージ４０４である。メッセージ４００は、クライアント、
サーバー、および／または、クライアントとサーバーの組合せ上で作成され得る。たとえ
ば、オンライン文書サービスは、共用文書に行われた変更に応答して、メッセージ４００
を作成することができる。
【００４２】
　[0051]本例では、変更は、校閲者３によって共用文書に行われた。変更を行うことに応
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答して、概要４１６が自動的に生成され、メッセージ４０４内に置かれた。そのメッセー
ジは、異なる受信者にアドレス指定することができる。たとえば、その文書を編集するユ
ーザーは、その自動的に生成された概要情報を含む電子メッセージを受信するようにその
受信者に依頼することができる。一実施形態によれば、その受信者は、その文書の共用許
可およびその文書の検討に割り当てられるユーザーに基づき、自動的に選択される。受信
者がその共用文書にアクセスすることができるように、共用文書４１８へのリンクがその
電子メッセージに含まれ得る。その文書へのさらなる変更を行うために使用され得る、添
付ファイルもまた、そのメッセージに含まれ得る。
【００４３】
　[0052]図５は、電子メッセージ内に置かれた自動的に生成された概要の一例を示す。
　[0053]図示するように、概要５００は、タイトル５０２と、概要表を削除するための任
意選択５０４と、概要変更セクション５１０、５２０、５３０および５４０とを含む。概
要５００は、図示するようにより多くのまたはより少ない情報を含み得る（たとえば、変
化するタイプのより多数のまたはより少数の概要変更セクション）。概要変更セクション
は、テキスト変更、写真挿入／修正、表挿入／修正、追加されるコメント、最後に修正さ
れた日付、現在編集しているユーザー、最後に編集した人、その文書の状態（たとえば、
「段階５」、「完了」、「承認待ち」、「要注意」、「Ｘ日で失効」）、および同類のも
のに関し得る。概要表の削除５０４は、その電子メッセージから表全体を取り除くために
使用することができる。概要セクション５０６は、単独で概要５００内にまたは他の概要
変更セクションと組み合わせて含まれ得る。たとえば、文書に行われた多数の変更が存在
するとき、概要セクション５０６が、それらの変更の各々について別個の概要を提供する
ことなしに、提供され得る。
【００４４】
　[0054]概要変更セクション５１０および概要変更セクション５２０は、その文書（添付
ファイル．ｄｏｃ）へのテキスト変更を示す。図示するように、場所５１２は、その変更
が行われた文書内の場所を提供する。テキスト部分５１４は、その変更の前および後のテ
キストの一部とともにそのテキスト変更を示す。一実施形態によれば、その概要内のテキ
スト変更は、そのテキストへの編集を視覚的に示す（たとえば、削除の取消し線、追加さ
れたテキストの下線、強調表示、および同類のもの）。他の情報もまた示され得る。たと
えば、選択されるときにその変更の場所でその文書を開く、リンクが、変更セクション内
に提供され得る。
【００４５】
　[0055]コメントセクション（たとえば、コメントセクション５１６）は、ユーザーがそ
の文書に行われた変更の隣にコメントを挿入できるようにする。
　[0056]概要変更セクション５３０は、写真が場所５３２に挿入されたこと示す。本例で
は、その写真のサムネイルが概要変更セクション５３０内に表示される。
【００４６】
　[0057]概要変更セクション５４０は、その文書内の場所５４２での表への修正を示す。
本例では、表変更５４４は、変更された表のサムネイルと元の表のサムネイルの両方を示
す。変更された表の他の標識もまた、使用され得る（たとえば、塗りつぶし、強調表示）
。
【００４７】
　[0058]図６は、メッセージの表示とともにライブ情報を示す一例を示す。
　[0059]図６は、その添付／リンクされた内容に関するライブ情報の概要を有するメッセ
ージのリスト６００およびメッセージのリスト６５０を示す。図示するように、メッセー
ジのリスト６００は、５つのメッセージ（Ｍ１～Ｍ５）を示すメッセージセクション６１
０を含む。メッセージセクション６１０内の各々のメッセージの隣に表示されるのは、そ
の電子メッセージに添付／リンクされた内容に関するライブ情報の概要である。一実施形
態によれば、メッセージリストの隣に表示されたライブ情報の概要は、その内容の現在の
校閲者のリストを含む。たとえば、Ｍ１は、校閲者Ｒ１、Ｒ２、Ｒ３およびＲ４がその内
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容の検討／編集に現在割り当てられていることを示す。Ｍ２は、Ｒ１およびＲ２が、その
内容の検討／編集に割り当てられていることを示す。Ｍ３は、Ｒ５がその内容の検討／編
集に割り当てられていることを示す。Ｍ４は、Ｒ６、Ｒ７、Ｒ８およびＲ９がその内容の
検討／編集に割り当てられていることを示す。Ｍ５は、Ｒ１、Ｒ２およびＲ３がその内容
の検討／編集に割り当てられていることを示す。
【００４８】
　[0060]そのメッセージのリストの近くに表示されるライブ情報の概要は、変更するおよ
び／または構成することができる。たとえば、表示されたそのライブ概要情報は、誰が現
在その内容を検討しているか、誰が最後にその内容を検討したか、その内容はいつ変更さ
れたか、どのようにその内容は変更されたか（すなわち、最後の変更）、その内容の検討
プロセスはどの段階にあるか、誰がまだその内容を検討する必要があるか、誰がその内容
を検討したかなどの情報を含み得る。アイコン通知もまた、その内容に関するライブ情報
を提供するために表示され得る。本例では、メッセージＭ２は、その内容が承認段階にあ
ることを指示するアイコンを示す。Ｍ３は、そのメッセージの状況が緊急に送られること
を示し、Ｍ４は、その内容検討の状態が最終の検討プロセスにあることを示す。
【００４９】
　[0061]一実施形態によれば、メッセージが選択され（たとえば、メッセージＭ１）、開
かれるとき、追加のライブ情報を含む表示が提供される。本例では、その内容がＲ１およ
びＲ３によって現在検討されていることを示す、ライブ情報６２４が、表示される。コメ
ントもまた、メッセージＭ１の表示内に提供され、Ｒ２がその選択されたテキストがその
校閲者によって見られることを要求したこと、および、メッセージＭ１を選択した受信者
はその校閲者にその文書を見るように要求したことを示す。メッセージが選択されるとき
、他の情報が表示され得る（たとえば、図５および関連論考を参照）。
【００５０】
　[0062]メッセージリスト６５０は、各メッセージの隣に示された例示的概要情報を有す
るメッセージＭ１～Ｍ５の表示を示す。図示するように、Ｍ１は、Ｒ１、Ｒ２、Ｒ３およ
びＲ４が、そのメッセージに添付／リンクされた内容の検討／編集に現在割り当てられて
いること、および、その内容はＲ１およびＲ３によって現在編集されていることを示す。
【００５１】
　[0063]Ｍ２は、Ｒ１およびＲ２がその内容の検討／編集に現在割り当てられていること
、その内容は校閲者Ｒ２によって午前１０：０２に最後に編集されたこと、および、その
編集の結果として１００語が変わったことを示す。
【００５２】
　[0064]Ｍ３は、Ｒ５がその内容の検討／編集に現在割り当てられていること、および、
その内容は現在Ｒ５によって編集されていることを示す。
　[0065]Ｍ４は、Ｒ６、Ｒ７、Ｒ８およびＲ９が検討／編集に現在割り当てられており、
その検討プロセスは最終の検討段階にあることと、Ｒ７およびＲ８がその内容を承認した
ことと、Ｒ６およびＲ９はまだその内容を承認する必要があることとを示す。
【００５３】
　[0066]Ｍ５は、Ｒ１、Ｒ２およびＲ３がその内容の検討／編集に現在割り当てられてい
ることと、その内容に編集は何ら行われなかったこととを示す。
　[0067]図７および８は、電子メッセージ内の文書に変更の自動的に生成された概要を挿
入するための例示的プロセスを示す。図９は、１つまたは複数のメッセージとともにライ
ブ情報を表示するステップを示す。本明細書で提示されるルーチンの論考を読むとき、様
々な実施形態の論理動作が、（１）コンピュータ実装動作またはコンピューティングシス
テム上で実行するプログラムモジュールの順番列として、および／または（２）そのコン
ピューティングシステム内の相互接続された機械論理回路または回路モジュールとして、
実装されることを理解されたい。その実装は、本発明を実装するコンピューティングシス
テムの性能要件に依存する選択の問題である。したがって、示されたおよび本明細書に記
載の実施形態を構成する論理動作は、動作、構造的デバイス、アクションまたはモジュー



(14) JP 2014-519087 A 2014.8.7

10

20

30

40

50

ルとして様々に参照される。これらの動作、構造的デバイス、アクションおよびモジュー
ルは、ソフトウェアで、ファームウェアで、特定目的デジタル論理で、およびそれらの任
意の組合せで実装され得る。
【００５４】
　[0068]図７は、電子メッセージを作成するおよび文書に行われた変更の概要を含めるた
めのプロセスを示す。
　[0069]開始ブロックの後、プロセス７００は動作７１０に移り、そこでその文書はアク
セスされる。一実施形態によれば、その文書は、変更が受信者によって行われる電子メッ
セージの添付ファイルを開くことによって、アクセスされる。その文書はまた、電子メッ
セージ内のリンクを選択することによって、および／または、共用場所で文書に直接アク
セスすることによって、アクセスすることができる。
【００５５】
　[0070]動作７２０に続いて、その文書への変更が判定される。一般に、その変更は、そ
の文書の内容変更に関する。しかし、その変更はまた、フォーマッティングおよび／また
はその文書と関連付けられたメタデータへの変更を含み得る。一実施形態によれば、それ
らの変更は、それらがその文書に行われているときに、追跡される。それらの変更は、他
の方法を使用し、判定することができる。たとえば、その変更は、所定の状態が発生した
後（たとえば、保存の後、その文書を含むメッセージが送信される前など）に判定され得
る。手法の組合せもまた、使用され得る（たとえば、最初に元の文書との差を判定し、そ
の後に変更が行われているときに変更を追跡する）。一実施形態によれば、表が、作成さ
れ、変更がその文書に行われるときに修正される。
【００５６】
　[0071]動作７３０に移り、その文書に行われる変更を要約する概要が作成される。その
概要は、異なる情報を含むように構成され得る。たとえば、その概要は、その文書に行わ
れたすべての変更、その文書に行われた変更の一部および／またはその文書への変更に関
する統計的情報を含み得る。一実施形態によれば、その概要に含まれる情報の量は、その
文書に行われた変更の数、および、その概要を含む電子メッセージのタイプに依存する。
たとえば、ＳＭＳメッセージはより詳細ではない概要（たとえば、統計的情報）を含むこ
とになるが、電子メールメッセージは、一般に、より詳細な情報（たとえば、変更の概要
および統計的情報）を含むことになる。一実施形態によれば、詳細なフォーマッティング
変更は、その概要内に示されない（フォーマッティング変更の量は、含まれても／含まれ
なくてもよい）。一実施形態によれば、その概要情報は、ユーザーがその変更の近くにコ
メントを入力することを可能にする領域を含む編集可能な表に含まれる。その概要は、他
の方法でフォーマットされ得る。たとえば、その概要のすべて／部分は以下の形式、すな
わち写真、箇条書き、テキスト、表、スプレッドシート、および同類のものでもよい。一
実施形態によれば、その概要情報の冗長性が、ユーザー（たとえば、現在の編集者、受信
者、および／または何らかの権限を与えられたユーザー）によって設定され得る。たとえ
ば、ある受信者はその概要内で文書に行われたすべての変更を見ることを望み、一方で、
別のユーザーは変更の簡潔な概要のみが示されることを望むことがある。その概要情報は
また、潜在的受信者に基づき修正され得る。たとえば、その概要情報は、その文書の各々
の共同制作者に割り当てられる責任に基づき適合され得る。一実施形態によれば、その概
要に含まれる各々の変更は、その変更のコンテキストを提供するのを助けるために、その
変更の前およびその変更の後に現れるその文書の部分を含む。
【００５７】
　[0072]動作７４０に移り、どんな受信者がその概要を含む電子メッセージを受信するこ
とになるかに関する判定が行われる。その文書の各閲覧者はその電子メッセージを受信す
ることができ、または、その校閲者の一部がその電子メッセージを受信することができる
。たとえば、その電子メッセージは、その変更が行われた文書のセクション（複数可）を
共同制作する権限を与えられた受信者のみに送信することができる。
【００５８】
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　[0073]動作７５０へ移り、その概要情報を含む、１つまたは複数の電子メッセージが、
作成される。たとえば、異なるメッセージタイプが作成可能であり、そして／または、異
なる概要情報がその電子メッセージに含まれ得る。一実施形態によれば、その文書が電子
メッセージを介してアクセスされるとき、その電子メッセージへの応答が作成されてその
概要を含む。
【００５９】
　[0074]動作７６０へ流れて、電子メッセージが、各々の判定された受信者に送信される
。そのメッセージは、メッセージのタイプ（たとえば、電子メール、ＳＭＳ、ＭＭＳ、お
よび同類のもの）に応じた適切な方法を使用して送信される。
【００６０】
　[0075]本プロセスは、次いで、終了ブロックに流れ、他のアクションの処理に戻る。
　[0076]図８は、文書に行われた変更の概要を作成するためのプロセスを示す。
　[0077]開始ブロックの後、プロセス８００は動作８１０に移り、そこで、その文書は、
現在の編集者によって行われたいくつかの変更を判定するために、構文解析される。多数
の異なる方法が、その変更を判定するために使用され得る。たとえば、アプリケーション
／プロセスは、その文書内の変更を追跡することができ、差異比較がその文書の現在の状
態とその文書の前のバージョンの間で行われ得るなど。
【００６１】
　[0078]動作８２０に流れ、その文書変更に関する統計量が判定される。多数の異なるタ
イプの統計量が判定され得る。たとえば、変更された文字、変更された単語、変更された
行、変更されたパラグラフ、変更されたセクション、変更されたページ、追加されたコメ
ント、追加された／取り除かれた強調表示、挿入された／削除された写真、挿入された／
削除された表、フォーマッティング変更などの数。
【００６２】
　[0079]動作８３０に移り、どんな概要変更セクションが作成されることになるかに関し
て、判定が行われる。作成された概要変更セクションは、異なる状態に応じて変わり得る
（たとえば、作成されることになるメッセージタイプ、行われた変更の数、および同類の
もの）。１つまたは複数の閾値が、その概要に含む概要変更セクションのタイプ／数を含
む情報を判定するために、使用され得る。たとえば、編集変更の数が所定の数に満たない
とき、各変更はその概要に含まれ得る。編集変更の数が所定の数を超えるとき、より少な
い情報がその概要に含まれ得る。たとえば、それらの変更のいくらか／すべてがその概要
から除外されることが可能であり、一方で、統計的情報はその概要に含まれ得る。複数の
閾値が、概要情報のレベルを判定するために、使用され得る。
【００６３】
　[0080]動作８４０に移行し、その判定された概要変更セクションが作成される。その概
要変更セクションのフォーマッティングは、１つのメッセージタイプ／受信者からその次
に変わり得る。たとえば、電子メールメッセージは、ＳＭＳメッセージと比較してより多
くのフォーマッティングを含み得る。同様に、あるユーザーは１つのレベルのフォーマッ
ティングで要約がフォーマットされることを要求することがあるが、一方で、別のユーザ
ーは、異なるレベルのフォーマッティングでその概要がフォーマットされることを要求す
ることがある。
【００６４】
　[0081]本プロセスは、次いで、終了ブロックに流れ、他のアクションの処理に戻る。
　[0082]図９は、ライブ情報とともにメッセージを表示するためのプロセスを示す。
　[0083]開始ブロックの後、プロセス９００は動作９１０に移り、そこで、その内容（リ
ンクされた／添付された）のライブ情報が判定される。一般に、そのライブ情報は、その
内容の現在の状態を反映する情報に関する。たとえば、そのライブ情報は、誰が現在その
内容にアクセス／検討しているか、誰がその内容を検討したか、誰がその内容に変更／コ
メントを行ったか、誰がまだその内容を検討する必要があるか、その内容の現在の状態／
段階（すなわち、草案段階、最終検討段階）、誰がその文書に割り当てられた現在の校閲
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のを含み得る。
【００６５】
　[0084]動作９２０に移り、そのライブ情報の概要が作成される。その概要は、その内容
に関する情報の１つまたは複数の項目を含み得る。一実施形態によれば、その作成される
概要は、その内容を現在編集しているユーザー（複数可）の名を含む。複数の概要が作成
可能であり、他の／追加の情報を含むことができ、どこにその概要が表示されることにな
るかに応じて変わり得る。
【００６６】
　[0085]動作９３０に流れ、そのライブ情報の概要が、１つまたは複数のメッセージと表
示される。たとえば、その概要がメッセージのリストの表示と表示されるとき、第１の概
要が表示され得る（たとえば、内容の検討／編集に割り当てられたユーザー）。メッセー
ジのうちの１つが選択されるとき、第２の概要が表示され得る（たとえば、誰が現在その
文書を編集しているか、最新の変更、コメントなど）。一実施形態によれば、そのライブ
情報は構成可能である。たとえば、ユーザーは、彼らがメッセージおよび／またはメッセ
ージのリストの表示とともに表示したいライブ情報をユーザーインターフェースを使用し
て指定することができる。
【００６７】
　[0086]動作９４０に移行し、変更がそのライブ情報に生じるとき、そのライブ情報の表
示が更新される。たとえば、校閲者が検討セッションを開始／終了する、その文書は検討
プロセスにおける別の段階に移る、アクションが必要とされる、内容変更が行われるなど
のときに、そのライブ情報は変わり得る。
【００６８】
　[0087]本プロセスは、次いで、終了ブロックに流れ、他のアクションの処理に戻る。
　[0088]前述の明細、例、およびデータは、本発明の構成の製作および使用の完全な説明
を提供する。本発明の多数の実施形態が本発明の趣旨および範囲を逸脱することなしに行
われ得るので、本発明は以下の添付の特許請求の範囲に属する。
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【図７】 【図８】
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