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(57)【要約】
　ユーザーは、最も最近使用された（ＭＲＵ）ファイル
のリストから電子メッセージに関する添付ファイルを選
択することが可能である。例えば、ユーザーが、電子メ
ッセージを作成している際、ＭＲＵリストからメッセー
ジに添付すべきファイルを選択することが可能である。
ＭＲＵリスト内に含まれる最近使用されたファイルは、
１つまたは複数のアプリケーション／ロケーション、お
よび／あるいは１つまたは複数のコンピューティングデ
バイスに関連することが可能である。例えば、ＭＲＵリ
ストは、１つまたは複数の異なる作成アプリケーション
によってアクセスされたファイル、および／またはユー
ザーに関連する、最近アクセスされた／作成されたファ
イルを含み得る。
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　電子メッセージに関する添付ファイルを選択するための方法であって、
　電子メッセージを表示するステップと、
　ファイルのリストを含む最も最近使用された（ＭＲＵ）リストを表示するステップと、
　前記ＭＲＵリスト内に表示されるファイルの選択を受け取るステップと、
　前記選択されたファイルを前記電子メッセージに添付するステップと、
　前記電子メッセージを受信者に送信するステップと
を含む方法。
【請求項２】
　前記ＭＲＵリストを表示するステップは、メッセージングアプリケーションから前記Ｍ
ＲＵリストを表示するステップ、および各ファイルの名前および前記ファイルが最近使用
されたときの時刻を表示するステップのうちの少なくとも一方を含む請求項１に記載の方
法。
【請求項３】
　クライアントコンピューティングデバイスにおける様々なアプリケーションによって最
近アクセスされたファイルから前記ＭＲＵリストを作成するステップ、およびクライアン
トコンピューティングデバイスにおいて最近格納されたファイルから前記ＭＲＵリストを
作成するステップのうちの少なくとも一方をさらに含む請求項１に記載の方法。
【請求項４】
　前記クライアントコンピューティングデバイスにおける前記様々なアプリケーションは
、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、および
メッセージングアプリケーションのうちの少なくとも１つを含むアプリケーションである
請求項１に記載の方法。
【請求項５】
　クライアントコンピューティングデバイスにおいて最近格納されたファイルから前記Ｍ
ＲＵリストを作成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６】
　前記ＭＲＵリスト内に含むファイルのタイプおよびアプリケーションのタイプを示す選
好を獲得するステップ、および別のアプリケーションから前記ＭＲＵリストを獲得するス
テップのうちの少なくとも一方をさらに含む請求項１に記載の方法。
【請求項７】
　前記選択されたファイルを前記電子メッセージに添付するステップは、前記選択された
ファイルに対するリンクを添付するステップを含む請求項１に記載の方法。
【請求項８】
　電子メッセージに関する添付ファイルを選択するためのコンピューター実行可能命令を
含むコンピューター可読記憶媒体であって、
　電子メッセージを表示することと、
　ファイルのリストを含む最も最近使用された（ＭＲＵ）リストを表示することと、
　前記ＭＲＵリスト内に表示されるファイルの選択を受け取ることと、
　前記選択されたファイルを前記電子メッセージに添付することと、
　前記電子メッセージを受信者に送信することと
を含む、コンピューター可読記憶媒体。
【請求項９】
　電子メッセージに関する添付ファイルを選択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、
　プロセッサー、メモリー、およびコンピューター可読記憶媒体と、
　前記コンピューター可読記憶媒体において格納され、前記プロセッサーにおいて実行さ
れる動作環境と、
　メッセージングアプリケーションと、
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　添付ファイルマネージャーであって、
　　作成されている電子メッセージを表示すること、
　　選択に応答して、ファイルのリストを含む最も最近使用されたファイル（ＭＲＵ）リ
ストを表示し、前記ＭＲＵリストは、様々なアプリケーションによって最も最近アクセス
されたファイル、およびクライアントコンピューティングデバイスからアクセスされたフ
ァイルから作成されること、
　　前記ＭＲＵリスト内で表示されるファイルの選択を受け取ること、
　　前記選択されたファイルを前記電子メッセージに添付すること、ならびに
　　前記電子メッセージを受信者に送信すること
　を含むアクションを実行するように構成された、前記メッセージングアプリケーション
と連携して動作する添付ファイルマネージャーと
を備えるシステム。
【請求項１０】
　前記選択されたファイルを前記電子メッセージに添付することは、前記選択されたファ
イルに対するリンクを添付することを含む請求項９に記載のコンピューター可読記憶媒体
。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、メッセージにファイルを添付するための最も最近使用されたリスト（most r
ecently used list）に関する。
【背景技術】
【０００２】
　[0001]ユーザーは、電子メッセージを使用して日常的に添付ファイルを送信する。メッ
セージに文書または他のファイルを添付する際、ユーザーは、ファイルを探し出し、メッ
セージにファイルを添付する。ファイルは、メニュー項目の選択によって、および／また
はドラッグアンドドロップ操作によって添付され得る。
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００３】
　メッセージにファイルを添付するための最も最近使用されたリストを提供する。
【課題を解決するための手段】
【０００４】
　[0002]この「発明の概要」は、「発明を実施するための形態」において後段でさらに説
明される概念の選定を簡略化された形態で紹介するように与えられる。この「発明の概要
」は、特許請求される主題の重要な特徴、または不可欠な特徴を特定することは意図して
おらず、特許請求される主題の範囲を確定する助けとして使用されることも意図していな
い。
【０００５】
　[0003]ユーザーが、最も最近使用された（ＭＲＵ）ファイルリストから電子メッセージ
に関する添付ファイルを選択することが可能である。例えば、ユーザーが、電子メッセー
ジを作成している際、ＭＲＵリストからメッセージに添付すべきファイルを選択すること
が可能である。ＭＲＵリスト内に含まれる最近使用されたファイルは、１つまたは複数の
アプリケーション／ロケーションと関係することが可能であり、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ことが可能である。例えば、ＭＲＵリストは、利用され
るコンピューティングデバイスのうちの１つまたは複数のデバイスにおいて、１つまたは
複数の異なる作成アプリケーションによってアクセスされたファイル、および／またはユ
ーザーに関連する、最近アクセスされた／作成されたファイルを含み得る。
【図面の簡単な説明】
【０００６】
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【図１】[0004]例示的なコンピューティング環境を示す図である。
【図２】[0005]ＭＲＵリストからメッセージに関する添付ファイルを選択するためのシス
テムを示す図である。
【図３】[0006]添付ファイルを選択するのに使用されるＭＲＵリストの表示を含む電子メ
ッセージのディスプレイを示す図である。
【図４】[0007]最近使用されたファイルを表示する様々なＭＲＵリストの例を示す図であ
る。
【図５】[0008]ＭＲＵリストを使用して電子メッセージに対する添付ファイルを選択する
ための例示的なプロセスを示す図である。
【発明を実施するための形態】
【０００７】
　[0009]次に、同様の参照符号が同様の要素を表す図面を参照して、様々な実施形態を説
明する。詳細には、図１および対応する説明が、実施形態が実施され得る適切なコンピュ
ーティング環境の簡単な、概括的な説明を与えることを意図する。
【０００８】
　[0010]概して、プログラムモジュールには、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、構成要素、データ構造、および他のタイプ
の構造が含まれる。また、ハンドヘルドデバイス、マルチプロセッサーシステム、マイク
ロプロセッサーベースの家庭用電子機器もしくはプログラマブル家庭用電子機器、ミニコ
ンピューター、メインフレームコンピューターなどを含め、他のコンピューターシステム
構成が使用可能である。また、通信ネットワークを介して結び付けられた遠隔処理デバイ
スによってタスクが実行される、分散コンピューティング環境が使用可能である。分散コ
ンピューティング環境において、プログラムモジュールは、ローカルメモリーストレージ
デバイスと遠隔メモリーストレージデバイスの両方の中に配置され得る。
【０００９】
　[0011]次に図１を参照して、様々な実施形態において利用されるコンピューター１００
のための例示的なコンピューター環境を説明する。図１に示されるコンピューター環境は
、それぞれが、モバイルコンピューティングデバイス（例えば、電話機、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、または他の何らかのタイプのコ
ンピューティングデバイスとして構成され得、中央処理装置５（「ＣＰＵ」）と、ランダ
ムアクセスメモリー９（「ＲＡＭ」）および読取り専用メモリー（「ＲＯＭ」）１０を含
むシステムメモリー７と、メモリーを中央処理装置（「ＣＰＵ」）５に結合するシステム
バス１２とを含む複数のコンピューティングデバイスを含む。
【００１０】
　[0012]起動中などに、コンピューター内の要素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／出力システムが、ＲＯＭ１０の中に格納される。コンピューター１０
０は、オペレーティングシステム１６と、メッセージングアプリケーション２４と、アプ
リケーション２５と、後段でより詳細に説明される添付ファイルマネージャー２６とを格
納するための大容量ストレージデバイス１４をさらに含む。
【００１１】
　[0013]大容量ストレージデバイス１４は、バス１２に接続された大容量ストレージコン
トローラー（図示せず）を介してＣＰＵ５に接続される。大容量ストレージデバイス１４
および関連するコンピューター可読媒体は、コンピューター１００に不揮発性ストレージ
をもたらす。本明細書に含まれるコンピューター可読媒体の説明では、ハードディスクま
たはＣＤ－ＲＯＭドライブなどの大容量ストレージデバイスを示すが、コンピューター可
読媒体は、コンピューター１００によってアクセスされ得る任意の利用可能な媒体であり
得る。
【００１２】
　[0014]例として、限定としてではなく、コンピューター可読媒体は、コンピューター記
憶媒体と、通信媒体とを備え得る。コンピューター記憶媒体には、コンピューター可読命
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令、データ構造、プログラムモジュール、または他のデータなどの情報を格納するために
任意の方法または技術で実装された揮発性媒体および不揮発性媒体、取外し式媒体および
非取外し式媒体が含まれる。コンピューター記憶媒体には、ＲＡＭ、ＲＯＭ、消去可能な
プログラマブル読取り専用メモリー（「ＥＰＲＯＭ」）、電気的に消去可能なプログラマ
ブル読取り専用メモリー（「ＥＥＰＲＯＭ」）、フラッシュメモリーもしくは他のソリッ
ドステートメモリー技術、ＣＤ－ＲＯＭ、デジタルバーサタイルディスク（「ＤＶＤ」）
もしくは他の光ストレージ、磁気カセット、磁気テープ、磁気ディスクストレージもしく
は他の磁気ストレージデバイス、または所望される情報を格納するのに使用され得るとと
もに、コンピューター１００によってアクセスされ得る他の任意の媒体が含まれるが、以
上には限定されない。
【００１３】
　[0015]コンピューター１００は、インターネットなどのネットワーク１８を介した遠隔
コンピューターに対する論理接続を使用するネットワーク化された環境において動作する
。コンピューター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に接続され得る。このネットワーク接続は、ワイヤレス
および／または有線であることが可能である。ネットワークインターフェースユニット２
０は、他のタイプのネットワークおよび遠隔コンピューターシステムに接続するのに利用
可能である。また、コンピューター１００は、キーボード、マウス、または電子スタイラ
ス（図１に示されない）を含むいくつかの他のデバイスからの入力を受け取るため、およ
び処理するための入／出力コントローラー２２を含むことも可能である。同様に、入／出
力コントローラー２２は、ディスプレイスクリーン２３、プリンター、または他のタイプ
の出力デバイスに入／出力を供給することが可能である。
【００１４】
　[0016]前段で簡単に述べたように、ＭＩＣＲＯＳＯＦＴ　ＣＯＰＲＯＲＡＴＩＯＮ、Ｒ
ｅｄｍｏｎｄ、ＷａｓｈｉｎｇｔｏｎからのＷＩＮＤＯＷＳ　ＰＨＯＮＥ７（登録商標）
オペレーティングシステム、ＷＩＮＤＯＷＳ７（登録商標）オペレーティングシステム、
またはＷＩＮＤＯＷＳ　ＳＥＶＥＲ（登録商標）オペレーティングシステムなどの、コン
ピューター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を含め、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、コンピューター１００の大容量ストレ
ージデバイス１４およびＲＡＭ９の中に格納され得る。大容量ストレージデバイス１４お
よびＲＡＭ９は、１つまたは複数のプログラムモジュールを格納することも可能である。
詳細には、大容量ストレージデバイス１４およびＲＡＭ９は、１つまたは複数のメッセー
ジングアプリケーションプログラム２４、ならびに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、ビデオアプリケーション、ピクチャアプリケー
ション、プレゼンテーションアプリケーション、およびウェブブラウザーなどのアプリケ
ーション２５を格納することが可能である。
【００１５】
　[0017]ユーザーインターフェース１５が、ユーザーによって、アプリケーションおよび
文書と対話するのに使用される。メッセージアプリケーション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あり得る。例えば、コンピューター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（例えば、Ｔｗｉｔｔ
ｅｒ（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な
どを含み得る。或る実施形態によれば、メッセージングアプリケーション２４は、ＭＩＣ
ＲＯＳＯＦＴ　ＯＵＴＬＯＯＫ（登録商標）のような電子メールアプリケーションである
。メッセージングアプリケーションは、クライアントベースおよび／またはウェブベース
であることが可能である。例えば、ＭＩＣＲＯＳＯＦＴ　ＷＩＮＤＯＷＳ　ＬＩＶＥ、ま
たは他の何らか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。アプリケーション２５は
、クライアントベースのアプリケーションおよび／またはネットワークベースのアプリケ
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ーション（例えば、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、写真アプリケーションなど）であり得る。
【００１６】
　[0018]ネットワークシェア２７が、ＩＰネットワーク１８を介して１名または複数名の
ユーザーにとってアクセス可能なコンテンツ（例えば、文書、スプレッドシート、ウェブ
コンテンツなど）を格納するように構成される。例えば、ネットワークシェア２７は、１
つまたは複数のロケーションに位置するユーザーらにとってアクセス可能なコンテンツを
格納することが可能である。
【００１７】
　[0019]添付ファイルマネージャー２６は、１つまたは複数のファイルが電子メッセージ
に添付されるように選択され得る、最も最近使用された（ＭＲＵ）ファイルリストを表示
するように構成される。ＭＲＵは、ＭＵＲを表示するコンピューティングデバイスがアク
セス可能なファイルから作成され得る。例えば、ＭＵＲがユーザーのラップトップ上に表
示される場合、ラップトップからアクセス可能なユーザーによって最近使用された任意の
ファイル（すなわち、ネットワークアクセス可能であるファイル）が、表示され得る。選
択されたファイルが、メッセージに添付可能であり、かつ／またはそのファイルに対する
リンクが、メッセージに含められ得る。「リンク」という用語は、コンテンツのロケーシ
ョンを表すアドレスを指す。例えば、リンクは、添付ファイル／コンテンツが格納された
ネットワークロケーションを指定するユニフォームリソースロケーター（ＵＲＬ）の形態
であり得る。そのリンクをクリックすることにより、概して、そのリンクによってポイン
トされるコンテンツが取得される。添付ファイルマネージャー２６は、図示されるように
、アプリケーションの、例えば、メッセージングアプリケーション２４の外部に配置され
ても、アプリケーションの一部分であってもよい。さらに、添付ファイルマネージャー２
６によって提供される機能のすべて／一部が、メッセージングアプリケーションの内部／
外部に配置され得る。
【００１８】
　[0020]或る実施形態によれば、添付ファイルマネージャー２６は、リンクされたコンテ
ンツおよび／または添付ファイルを電子メッセージの添付ファイル領域内で提示するよう
に構成される。添付ファイルマネージャー２６は、ＭＲＵリストを獲得し、さらに表示す
るように構成される。ユーザーは、ユーザーインターフェース１５を使用して、表示され
た最も最近使用された（ＭＲＵ）ファイルリストから電子メッセージに関する添付ファイ
ルを選択することができる。例えば、ユーザーが、電子メッセージを作成している際、Ｍ
ＲＵリストからメッセージに添付すべきファイルを選択することが可能である。ＭＲＵリ
スト内に含められる最近使用されたファイルは、１つまたは複数のアプリケーション／ロ
ケーション、および／あるいは１つまたは複数のコンピューティングデバイスと関係する
ことが可能である。例えば、ＭＲＵリストは、１つまたは複数の異なる作成アプリケーシ
ョンによってアクセスされたファイル、および／あるいはユーザーに関連する、最近アク
セスされた／作成されたファイルを含み得る。添付ファイルマネージャーに関するさらな
る詳細は、後段で説明される。
【００１９】
　[0021]図２は、ＭＲＵリストからメッセージに関する添付ファイルを選択するためのシ
ステムを示す。図示されるように、システム２００は、コンピューティングデバイス１（
２１０）と、コンピューティングデバイス２（２２０）と、ネットワークシェア２３０と
、メッセージングサービス２４０とを含む。
【００２０】
　[0022]これらのコンピューティングデバイスは、添付ファイル、およびコンテンツに対
するリンクを含む電子メッセージを送受信することと関係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あり得る。例えば、これらのコンピ
ューティングデバイスのいくつかは、モバイルコンピューティングデバイス（例えば、セ
ルラー電話機、タブレット、スマートフォン、ラップトップなど）、デスクトップコンピ
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ューティングデバイス、およびサーバーであり得る。一部のコンピューティングデバイス
は、オンラインサービス（例えば、電子メッセージを送受信するために構成されたメッセ
ージングサービス２４０）を提供するように構成され得、一部は、データシェアとして構
成され得、一部は、ローカルネットワーク内に構成され得、一部は、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構成され得るといった具合である。
【００２１】
　[0023]これら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、異なる多くのタイプのネットワークであり得る。例えば、ネット
ワーク１８は、ＩＰネットワーク、セルラー通信のためのキャリアネットワークなどであ
り得る。概して、ネットワーク１８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、ネットワークシェア２３０、およびメッセージングサービス２４０など
のコンピューティングデバイス間でデータを伝送するのに使用される。
【００２２】
　[0024]コンピューティングデバイス１は、メッセージングアプリケーション２１２と、
アプリケーション２１８と、ストレージ２１４と、ユーザーインターフェース２１６とを
含む。図示されるように、コンピューティングデバイス１は、ユーザーによって、電子メ
ッセージ、ネットワークシェアの中のコンテンツ（例えば、ファイル２３２）、アプリケ
ーション２１８などと対話するのに使用される。
【００２３】
　[0025]ユーザーインターフェース（ＵＩ）２１６は、メッセージングアプリケーション
２１２、アプリケーション２１８、およびファイル（２１４、２３２）などのアプリケー
ションおよびコンテンツと対話するのに使用される。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、コンテンツと対話するのに使用され得る。例えば
、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アイテム、グラフィックメニューなどの使用を含
み得る。概して、ＵＩ２１６は、ユーザーが、コンテンツおよび電子メッセージと容易に
対話することができるように構成される。例えば、ユーザーは、ＵＩ２１６を使用してＭ
ＲＵリストからファイルを単に選択して、電子メッセージにそのファイルを添付すること
ができる。
【００２４】
　[0026]メッセージングアプリケーション２１２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などの
クライアントベースのアプリケーションであり得る。概して、メッセージングアプリケー
ション２１２は、１つまたは複数のタイプの電子メッセージを送受信するのに使用される
。ネットワークベースのメッセージングサービス２４０が、メッセージングアプリケーシ
ョン２１２に加えて、または様々な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されてもよい。例えば、ウェブインターフェースが、メッセージング
サービス２４０にアクセスするのに使用されてもよい。
【００２５】
　[0027]メッセージングサービス２４０は、コンピューティングデバイス１およびコンピ
ューティングデバイス２などの１つまたは複数のコンピューティングデバイス間で電子メ
ッセージを処理するのに使用され得る。メッセージングサービス２４０は、ＳＭＳ、ＭＭ
Ｓ、電子メール、ソーシャルネットワークに関するメッセージなどの、様々なメッセージ
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２４０は、添付ファイル
マネージャー２６の機能を用いて構成され得、さらに１つまたは複数のメッセージタイプ
が、選択された添付ファイルとともに電子メッセージを通信するのに使用され得る。
【００２６】
　[0028]コンピューティングデバイス２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し、さらにコンテンツと対話するように構成され得るウ
ェブブラウザー（２２２）などの１つまたは複数のアプリケーションを含む。例えば、ウ
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ェブブラウザーは、メッセージングサービス２４０にアクセスし、ＭＲＵリストから選択
された１つまたは複数の添付ファイルを含む電子メッセージを作成するのに使用され得る
。
【００２７】
　[0029]１つまたは複数のネットワークシェア（例えば、ネットワークシェア２３０）が
、ファイル２３２などのコンテンツを格納するのに使用され得る。このコンテンツは、ワ
ードプロセッシング文書、スプレッドシート、スライド、ウェブサイトコンテンツ、ピク
チャ、およびビデオなどの、メッセージにリンクされる／添付される任意のタイプのコン
テンツであり得る。ネットワークシェア２３０は、コンテンツ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。ネットワークシェアは、コンテンツに対する
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に関連付けられることが可
能である。ネットワークシェアは、１つまたは複数のオンラインサービスに関連付けられ
得る。例えば、異なるネットワークシェアが、異なるタイプの添付ファイルに関連付けら
れ得る（例えば、ビデオサービス、ピクチャサービス、文書サービスなどに関するネット
ワークシェア）。
【００２８】
　[0030]添付ファイルマネージャー２６は、電子メッセージに添付され得る／リンクされ
得るファイルのＭＲＵリストを獲得し、表示するように構成される。これらのファイルは
、ワードプロセッシング文書、スプレッドシート、スライド、ピクチャ、ビデオ、ウェブ
サイトコンテンツなどの、電子メッセージに添付／リンクされ得る任意のタイプのファイ
ルであり得る。ＭＲＵリスト内に含められるファイルは、最近使用されたファイルに基づ
く。最近使用されたファイルは、１つまたは複数の異なるコンピューティングデバイスに
関連することが可能である。例えば、ユーザーが、第１のコンピューティングデバイスを
使用して、いくつかのフルにアクセスし、さらにその後、第２のコンピューティングデバ
イスを使用して、他のファイルにアクセスすることが可能である。この例において、第１
のコンピューティングデバイスによってアクセスされたファイルの一部（例えば、ＭＲＵ
が表示される際に、第２のコンピューティングデバイスがアクセス可能である第１のコン
ピューティングデバイスによってアクセスされたファイル）が、第２のコンピューティン
グデバイスによって表示されるＭＲＵの中に含められてもよい。或る実施形態によれば、
ＭＲＵの中に含められるファイルは、１つまたは複数の異なるアプリケーションによって
最も最近アクセスされたファイル、および／あるいは１つまたは複数のコンピューティン
グデバイスによって最近アクセスされたファイルである。例えば、ＭＲＵリストは、ワー
ドプロセッシングアプリケーション、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、ピクチャアプリケーション、ビデオアプリケーション、ウェブ
ベースのアプリケーションからのファイル、データストレージからの最近アクセスされた
ファイルなどを含み得る。或る実施形態によれば、作成アプリケーション（例えば、ファ
イルを作成することができるアプリケーション）が、最近使用されたファイルのリストを
決定するのに使用される。ＭＲＵリスト内に含めるべきファイルは、様々な方法で特定さ
れ得る。例えば、アプリケーションが、最近使用されたファイルのリストを特定するよう
に監視可能であり、かつ／またはアプリケーションによってアクセスされたファイルのリ
ストが、アプリケーションおよび／または別のソース（例えば、オペレーティングシステ
ム）から獲得可能である。ファイルの獲得されたリストは、様々な基準に基づいて選別さ
れ得る（例えば、これらの様々なアプリケーションのそれぞれから最新のＸ個のファイル
を示す、所定の期間内にアクセスされたファイルを示すといった具合である）。
【００２９】
　[0031]ＭＲＵリスト内の表示されたファイルのうちの１つまたは複数が選択されると、
添付ファイルマネージャー２６は、選択されたファイル、および／または選択されたファ
イルに対するリンクを電子メッセージに添付するように構成される。例えば、メッセージ
に実際のファイルを添付する代わりに、添付ファイルマネージャー２６は、選択されたフ
ァイルに対するリンクをメッセージ内に含めてもよい。添付ファイルマネージャー２６は
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、様々な基準に基づいて、リンクを含めることを決定することが可能である。例えば、ユ
ーザーが、メッセージにファイルを添付するのではなく、ＭＲＵリストからのファイルの
選択に対するリンクを含めるよう指示することが可能である。リンクを使用する指示は、
ユーザーインターフェースオプションおよび／またはユーザー選好の選択によって行われ
得る。また、ファイルロケーションが基準として使用されてもよい。例えば、ファイルが
共有されるロケーションに配置されると、共有されるファイルに対するリンクが、添付フ
ァイルの代わりに／添付ファイルに加えて含められ得る。また、サイズしきい値が、選択
されたファイルを添付する代わりに、メッセージ内にリンクを含めるべき場合（例えば、
選択されたファイルのサイズが、１ＭＢ、５ＭＢ、１０ＭＢなどの所定のサイズしきい値
より大きい）を決定するのに使用されてもよい。この所定のサイズしきい値は、許可され
たユーザー（例えば、システム管理者）によって構成され得る。ＭＲＵリストからファイ
ルが選択されると、電子メッセージが、決定された受信者に送信される。
【００３０】
　[0032]図３は、添付ファイルを選択するのに使用されるＭＲＵリストのディスプレイを
含む電子メッセージのディスプレイを示す。図示されるように、メッセージ３００は、宛
先：フィールドと、Ｃｃ：フィールドと、件名フィールド：と、添付フィールドと、メッ
セージの３１４本文と、ＭＲＵリスト３０５とを含む。より多くの、またはより少ないフ
ィールドが、電子メッセージに含められてもよい。
【００３１】
　[0033]電子メッセージは、いくつかの方法でアクセスされ得る。例えば、ウェブブラウ
ザーが、電子メールサービスにアクセスすることが可能である、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が、１つまたは複数の異なるサービスから電子メー
ルを送信／受信するように構成され得るといった具合である。
【００３２】
　[0034]電子メッセージ３００が作成されている際、ＭＲＵリスト（例えば、ＭＲＵリス
ト３０５）が、そのメッセージに含めるべき１つまたは複数の添付ファイルを選択するよ
うに表示され得る。これらの添付ファイルは、ワードプロセッシング文書、スプレッドシ
ート、スライド、ウェブコンテンツ、ピクチャ、ビデオなどの任意のタイプのコンテンツ
であり得る。概して、添付ファイルは、コンピューティングデバイスによってアクセス可
能な任意のタイプのコンテンツであり得る。
【００３３】
　[0035]ＭＲＵリスト３０５は、１つまたは複数の異なるアプリケーションによって最近
アクセスされた／使用されたファイルのリストを表示する。図示されるように、メッセー
ジ３００の中のＭＲＵリスト３０５は、ファイルのリスト、および各ファイルにアクセス
が行われた時刻を示す。ＭＲＵリスト３０５の中で、「（Ｃ２）」および「（Ｃ３）」の
表示で示されるように、２つのファイル（Ｆｉｌｅ４およびＰｉｃｔｕｒｅ１）に、異な
るコンピューティングデバイス（コンピューターＣ２およびコンピューターＣ３）からア
クセスが行われている。他の表示が使用されてもよい。例えば、ＭＲＵリスト内のファイ
ルが、それらのファイルに最後にアクセスを行ったコンピューティングデバイスに基づい
て強調表示され得る、異なるアイコンが使用され得る、コンピューティングデバイスの名
前が示され得る、ファイルに関してアイコンが変化することが可能であるといった具合で
ある。或る実施形態によれば、ＭＲＵリストは、ファイルに最後にアクセスをしたコンピ
ューティングデバイスをグラフィックで示さない。ＭＲＵリストは、様々な方法を使用し
て表示され得る。例えば、ユーザーが、ＭＲＵリストを表示するメニューオプション（例
えば、挿入）を選択することが可能であり、かつ／またはＭＲＵリスト（またはＭＲＵリ
ストの一部分）が、メッセージ（例えば、ＭＲＵリスト３２０）と一緒に表示され得る。
ＭＲＵリスト（例えば、ＭＲＵ３０５、ＭＲＵ３２０）の中にリストアップされたファイ
ルのうちの１つを選択することにより、選択されたファイルがメッセージに添付される（
例えば、ＭＲＵ３２０からＦｉｌｅ１を選択することにより、Ｆｉｌｅ１の３１５が添付
ファイル領域に添付される）。
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【００３４】
　[0036]添付ファイル領域は、ディスプレイの異なる多くの領域内に配置され得る。概し
て、添付ファイル領域は、添付領域のディスプレイが、メッセージの表示を変えるように
メッセージの本文がスクロールされるものの、見えるままであるように配置される。アイ
コンのようなグラフィック表示が、添付ファイル／リンクの近くの添付ファイル領域内に
表示されて、添付ファイルと関係するさらなる情報をもたらすことが可能である。このグ
ラフィック表示は、コンテンツのタイプ、および／またはリンクされたコンテンツと関係
する他の特性を示すように選択され得る。例えば、文書アイコンが、コンテンツが文書で
あることを示すのに使用され得、ウェブアイコンが、ウェブコンテンツのために使用され
得、スプレッドシートアイコンが、スプレッドシートのために使用され得、ピクチャアイ
コンが、ピクチャのために使用され得、メッセージアイコンが、メッセージのために使用
され得、オンラインサービスアイコン（例えば、添付ファイルがビデオサービス１にアッ
プロードされたことを示すビデオサービスアイコン、ピクチャサービスアイコンなど）が
、添付ファイルがどこにアップロードされたかを示すのに使用され得るといった具合であ
る。
【００３５】
　[0037]図４は、最近使用されたファイルを表示する様々なＭＲＵリストの例を示す。
　[0038]図示されるように、ＭＲＵリスト４００は、ファイルの名前と、ファイルが使用
された時刻と、ファイルが配置されているロケーションとを含む最近使用されたファイル
のリストを示す。見て取ることができるように、ＭＲＵリスト４００は、ファイルがコン
ピューティングデバイスにローカルで配置され得ること（例えば、Ｆｉｌｅ２、Ｐｉｃｔ
ｕｒｅ２）、および／またはファイルがネットワークロケーションに配置され得ること（
例えば、Ｆｉｌｅ４）を示す。このファイルは、使用される任意のタイプのファイル（例
えば、文書、メッセージ、ピクチャ、閲覧したウェブページなど）であり得る。ＭＲＵリ
スト内に示されるファイルのリストは、選好に基づくことが可能である。例えば、ユーザ
ーが、最近アクセスが行われたすべてのファイル、複数のファイルの一部（例えば、選択
されたアプリケーションのリストから使用されたファイル、所定の期間内に編集されたフ
ァイル）などを表示することを指定することが可能である。
【００３６】
　[0039]ＭＲＵリスト４１０は、所定の期間内に使用された、最近使用されたファイルの
リストを示す。或る実施形態によれば、ファイルのリストは、所定の期間（例えば、過去
５分間、過去１０分間、過去１５分間、過去１時間、過去１日、過去１週間など）内にア
クセスされた／使用されたファイルに基づくことが可能である。図示される例において、
ＭＲＵ４１０は、過去１時間内にアクセスされた／使用されたファイルのリストを示す。
【００３７】
　[0040]ＭＲＵリスト４２０は、ファイルのタイプ別に編成された、最近使用されたファ
イルのリストを示す。図示されるように、ＭＲＵ４２０は、文書タイプの２つのファイル
、スプレッドシートタイプの２つのファイル、およびピクチャタイプの１つのファイルを
示す。これらのタイプのファイルは、任意のタイプのファイル（例えば、ワードプロセッ
シング文書、スプレッドシート文書、電子メール、インスタントメッセージ、ウェブペー
ジ、ピクチャ、ビデオ、描画など）であり得る。また、ファイルの各タイプで表示される
文書の数が構成されてもよい。例えば、各タイプの文書の数が、或る数の文書に制限され
てもよい。
【００３８】
　[0041]図５は、ＭＲＵリストを使用して電子メッセージに対する添付ファイルを選択す
るための例示的なプロセスを示す。本明細書で提示されるルーチンの説明を読む際、様々
な実施形態の論理動作は、（１）一連のコンピューターによって実施される行為として、
またはコンピューティングシステム上で実行される一連のプログラムモジュールとして、
および／または（２）コンピューティングシステム内の互いに接続されたマシン論理回路
または回路モジュールとして実施されることを理解されたい。実施態様は、本発明を実施
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たがって、図示され、さらに本明細書で説明される実施形態を構成する論理動作は、動作
、構造デバイス、行為、またはモジュールといった様々な呼ばれ方をする。これらの動作
、構造デバイス、行為、またはモジュールは、ソフトウェアで、ファームウェアで、専用
のデジタルロジックで、さらに以上の様々な組合せで実施され得る。
【００３９】
　[0042]開始ブロックの後、プロセス５００は、動作５１０に進み、電子メッセージが表
示される。この電子メッセージは、コンテンツを添付する能力を含む任意の電子メッセー
ジであり得る。或る実施形態によれば、電子メッセージは、電子メールメッセージである
。また、ＳＭＳ、ＭＭＳ、インスタントメッセージ、およびソーシャルネットワークメッ
セージなどの他のメッセージが、添付ファイルとともに使用され得る。
【００４０】
　[0043]動作５２０に進んで、ＭＲＵリストが、電子メッセージの表示と一緒に表示され
る。このＭＲＵは、手動で／自動で表示され得る。例えば、このＭＲＵは、電子メッセー
ジの表示と一緒に自動的に、かつ／またはユーザーアクション（例えば、メニューオプシ
ョンを選択すること、添付ファイル領域内でクリックすることなど）に応答して表示され
得る。ＭＲＵ内に含められるファイルは、１つまたは複数の異なるアプリケーションに関
連する最も最近使用されたファイルに基づく。或る実施形態によれば、ＭＲＵリストは、
１つまたは複数のコンピューティングデバイスからユーザーによって最近アクセスが行わ
れたアクセス可能なファイルを含む。メッセージに添付すべき、ユーザーが作業したばか
りのファイルをユーザーが検索しなければならないのではなく、ユーザーは、ＭＲＵリス
トからそのファイルを単に選択することが可能である。
【００４１】
　[0044]動作５３０に進んで、ＭＲＵリストから１つまたは複数のファイルが選択される
。例えば、ユーザーが、リスト内の或るファイルをクリックして、そのファイルを添付フ
ァイルとして指定することが可能である。
【００４２】
　[0045]動作５４０に移って、選択されたファイルがメッセージに添付される。そのファ
イルが、メッセージに添付可能であり、かつ／またはそのファイルに対するリンクがメッ
セージ内に含められ得る。
【００４３】
　[0046]動作５５０に進んで、添付ファイル／添付ファイルに対するリンクを含む電子メ
ッセージが、受信者に送信される。
　[0047]次に、プロセスは、終了ブロックに進み、さらに他のアクションを処理すること
に戻る。
【００４４】
　[0048]以上の明細書、例、およびデータにより、本発明の構成の製造および使用を完全
に説明することが可能である。本発明の多くの実施形態が、本発明の趣旨および範囲を逸
脱することなく作成され得るので、本発明は、添付の特許請求の範囲に存する。
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