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(57)【要約】
　手書きパッドツールによって認識された手動ジェスチ
ャーを実演する教示動画を直感的に浮上させるための、
コンピューター可読媒体、コンピューター化された方法
、およびコンピューターシステムが提供される。初めに
、手書きパッドツールが調べられて、タッチ画面インタ
ーフェイスに関連付けられたコンピューティング環境の
状況を判定する。一般に、判定することは、手書きパッ
ドツールによって生成されたコンテンツ入力領域内にテ
キストが提供されているかどうかに基づいて、手書きパ
ッドツールの現在の状態を認識するステップと、テキス
トの一部分が選択されているかどうかに基づいて、コン
テンツ入力領域内にカーソルツールのフォーカスが存在
するかどうかを確定するステップと、現在の状態および
カーソルのフォーカスに基づいて、どの動作が手書きパ
ッドツールで呼び出すことが可能かを確定するステップ
とを含む。コンピューティング環境の状況が利用されて
、アクティブ状態に昇格する教示動画を識別する。通例
、昇格された教示動画は、呼び出しが可能であると確定
された動作に関連付けられている。
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　実行されると、手動ジェスチャー(manual gesture)を実演(demonstrating)する教示動
画(teaching animation)を開始(initiating)する方法を行うコンピューター実行可能命令
が実施された(embodied)１つまたは複数のコンピューター可読媒体であって、前記方法は
、
　コンピューティングデバイスのコンピューティング環境(environment)の状況(context)
を監視(monitoring)する（８１０）ステップと、
　前記状況に基づいて、アクティブ状態に昇格(promote)する教示動画を判定する（８１
３）ステップであって、前記教示動画は、前記アクティブ状態(state)に合わせて少なく
とも一時的にデータストアー(data store)に記憶されるステップと、
　コンピューティングデバイスのタッチ画面インターフェイス上に浮上させた(surfaced)
手書き(writing)パッドツールとの関連で(in association with)、ユーザーによって開始
された(user-initiated)入力を受け取る（８２５）ステップと、
　前記ユーザーによって開始された入力に基づいて、前記アクティブ状態にある前記教示
動画の１つまたは複数を起動する(launching)（８３０）ステップと、
　前記１つまたは複数の教示動画を起動する旨の指示(indication)を前記タッチ画面イン
ターフェイスに表示する(rendering)（９３５）ステップと
を含む、１つまたは複数のコンピューター可読媒体。
【請求項２】
　前記方法は、
　前記表示された１つまたは複数の教示動画を真似た(emulates)前記手動ジェスチャーを
前記タッチ画面インターフェイスで受け取るステップと、
　前記受け取られた手動ジェスチャーにどの動作が対応付けられている(mapped to)かに
基づいて、前記手書き(writing)パッドツールで編集動作(editing action)または管理動
作(managing action)を呼び出す(invoking)ステップと
をさらに含む、請求項１に記載の１つまたは複数のコンピューター可読媒体。
【請求項３】
　コンピューティング環境の状況(context)を監視するステップは、
　前記手書きパッドツールの現在の状態(condition)を判定(determining)するステップと
、
　前記手書きパッドツールによって生成されたコンテンツ入力領域(content-entry area)
内のカーソルツールのフォーカス(focus)を識別(identifying)するステップと、
　前記現在の状態(condition)および前記カーソルツールのフォーカスに基づいて、どの
動作(actions)が呼び出し(invocation)が可能(available)であるかを確定する(ascertain
ing)ステップと
を含む、請求項２に記載の１つまたは複数のコンピューター可読媒体。
【請求項４】
　前記アクティブ状態(state)に昇格された(promoted)前記教示動画(teaching animation
s)の表現(representation)を提示(presenting)するステップをさらに備え、前記アクティ
ブ状態の前記教示動画はそれぞれ(each)、現在(presently)呼び出し(invocation)が可能(
available)であると確定された(ascertained as)動作(actions)に対応付けられている(ma
pped)、請求項３に記載の１つまたは複数のコンピューター可読媒体。
【請求項５】
　前記アクティブ状態に昇格された前記教示動画の表現を提示するステップは、前記浮上
させた(surfaced)手書きパッドツールの一部である(adjoining)ツールバーの上に、前記
教示動画を起動する(launching)ための選択可能コントロール(selectable control)を配
置する(arranging)ステップを含む、請求項４に記載の１つまたは複数のコンピューター
可読媒体。
【請求項６】
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　前記アクティブ状態に昇格された(promoted)前記教示動画の表現(representation)を提
示する(presenting)ステップは、前記タッチ画面インターフェイス上の浮上した(surface
d)手書きパッドツールの近傍(adjacent)に浮上させた(surfaced on)平行移動可能な(tran
slatable)ジェスチャーパネル上に、前記教示動画のアイコン表現(iconic representatio
n)を編成する(organizing)ステップを含む、請求項４に記載の１つまたは複数のコンピュ
ーター可読媒体。
【請求項７】
　各前記アイコン表現は、作動される(actuated)と、そのアイコン表現で表される(repre
sented)前記教示動画を開始する(initiates)トグルボタン(toggle-button)と、前記教示
動画に対応付けられた(mapped to)前記動作(action)を視覚的に(visibly)示す(reveals)
、前記トグルボタン中(within)に記入された(inscribed)記述子(descriptor)とを備える
、請求項６に記載の１つまたは複数のコンピューター可読媒体。
【請求項８】
　手書きパッドツールとの関連(in association with)で、ユーザーによって開始された
入力を受け取るステップは、物理的物体(physical object)と、前記タッチ画面インター
フェイスの書き込み面(writing surface)との接触(contact)を検出(detecting)するステ
ップを含み、前記接触は前記トグルボタンで発生する、請求項７に記載の１つまたは複数
のコンピューター可読媒体。
【請求項９】
　前記１つまたは複数の教示動画を起動する(launching)旨の指示を表示(rendering)する
ステップは、前記手書きパッドツールによって生成されたコンテンツ入力(content-entry
)領域(area)を覆わない(does not occlude)別個の(separate)表示領域(display area)内
で、前記１つまたは複数の教示動画を再生(playing)するステップを含み、前記１つまた
は複数の教示動画は、非記述テキスト(nondescript text)に対して前記手動(manual)ジェ
スチャーを正しく(properly)実行するモデルの手(model hand)の映像を含む、請求項３に
記載の１つまたは複数のコンピューター可読媒体。
【請求項１０】
　前記方法は、
　前記教示動画の再生(play)を所定の繰り返し回数にわたってループさせる(looping)ス
テップと、
　前記１つまたは複数の起動された教示動画が再生されている前記表示領域の一部に適用
された(applied to)前記手動ジェスチャーを検出するステップと、
　前記手動ジェスチャーの検出に伴い(incident to)、前記教示動画のループを中断し、
前記表示領域を非表示にする(hiding)ステップと
をさらに含む、請求項９に記載の１つまたは複数のコンピューター可読媒体。
【請求項１１】
　前記方法は、
　前記教示動画の再生を所定の繰り返し回数にわたってループさせるステップと、
　前記手書きパッドツールによって生成された前記コンテンツ入力領域に適用された前記
手動ジェスチャーを検出するステップと、
　前記手動ジェスチャーの検出に伴い、前記教示動画のループを中断し、前記表示領域を
非表示にするステップと
をさらに含む、請求項９に記載の１つまたは複数のコンピューター可読媒体。
【請求項１２】
　前記方法は、
　前記手動ジェスチャーの検出に伴い、前記手動ジェスチャーが正しく行われ、それによ
り前記教示動画を正確に真似ている(emulating)かどうかを判定するステップと、
　前記手動ジェスチャーが正しく行われた場合、前記手書きパッドツールにおいて前記編
集動作(editing action)を呼び出す(invoking)ステップであって、前記編集動作は前記手
動ジェスチャーに対応付けられている(mapped to)ステップと、
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　前記コンテンツ入力領域に入力された(submitted to)コンテンツ(content)を変更する(
altering)ステップと
をさらに含む、請求項１１に記載の１つまたは複数のコンピューター可読媒体。
【請求項１３】
　前記手書きパッドツールの現在の状態を判定するステップは、
　前記手書きパッドアプリケーションの前記コンテンツ入力領域にコンテンツが入力され
ているかどうかを判定するステップと、
　前記コンテンツ入力領域にコンテンツが入力されている場合、編集動作に対応付けられ
た(mapped to)教示動画を前記アクティブ状態に昇格する(promoting)ステップと、
　前記コンテンツ入力領域にコンテンツがない(absent from)場合、管理動作に対応付け
られた教示動画を前記アクティブ状態に昇格するステップと
を含む、請求項１２に記載の１つまたは複数のコンピューター可読媒体。
【請求項１４】
　前記管理動作は、単語の挿入、ファイルを開く、またはツールを閉じる、のコマンドの
少なくとも１つを含み、
　前記編集動作は、単語の削除、単語の結合(join)、単語の分割(split)、もしくは単語
の修正(correct)、またはスペースの追加、のコマンドの少なくとも１つを含む、請求項
１３に記載の１つまたは複数のコンピューター可読媒体。
【請求項１５】
　アクティブ状態に昇格する教示動画を判定するためのコンピューター化された方法であ
って、
　手書きパッドツールを調べて（８０５）、タッチ画面インターフェイスに関連付けられ
たコンピューティング環境の状況を判定するステップであって、判定するステップは、
　（ａ）前記手書きパッドツールによって生成されたコンテンツ入力領域内にテキストが
提供されているかどうかに基づいて、前記手書きパッドツールの現在の状態を認識する（
８１１）ステップ、
　（ｂ）前記テキストの一部分が指示(indicated)されているかどうかに基づいて、前記
コンテンツ入力領域内にカーソルツールのフォーカスが存在する(resides)かどうかを確
定する(ascertaining)（８１２）ステップ、および、
　（ｃ）前記現在の状態および前記カーソルの前記フォーカスに基づいて、どの動作が前
記手書きパッドツールで(at)呼び出すこと(invocation)が可能か(available)を確定する
ステップ
を含む、ステップと、
　前記コンピューティング環境の前記状況を利用して（８１０）、アクティブ状態に昇格
する教示動画を識別する(identify)ステップであって、識別するステップは、呼び出すこ
とが可能な前記動作に関連付けられた(associated with)前記教示動画を選択するステッ
プを含むステップと、
　前記教示動画を前記アクティブ状態にあるものとして少なくとも一時的に記憶する（８
１５）ステップと
を含む、コンピューター化された方法。
【請求項１６】
　手動ジェスチャーに対応する、ユーザーによって開始されたコマンドを受け取るステッ
プと、
　前記手動ジェスチャーに対応付けられた教示動画を識別するステップと、
　識別された教示ジェスチャーを自動的に(automatically)起動して、ユーザーによって
開始されたコマンドに対応付けられた動作の呼び出しと同時に、前記手動ジェスチャーを
行うようにユーザーを促すステップと
をさらに含む、請求項１５に記載のコンピューター化された方法。
【請求項１７】
　識別された教示ジェスチャーに関連付けられたユーザーによって開始されたコマンドを
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受け取った時の、前記識別された教示ジェスチャーの自動的な起動をユーザーが無効(dis
able)または有効(enable)にすることを可能にするトグルコントロールを提供するステッ
プ
をさらに含む、請求項１６に記載のコンピューター化された方法。
【請求項１８】
　前記アクティブ状態で記憶された前記教示動画のうち１つまたは複数の表現を浮上させ
る(surfacing)ステップと、
　前記アクティブ状態で記憶された教示動画の表現(representation)を指示する(indicat
ing)、ユーザーによって開始された入力を受け取るステップと、
　前記指示された教示動画を自動的に起動する(launching)ステップと
をさらに含む、請求項１５に記載のコンピューター化された方法。
【請求項１９】
　前記指示された教示ジェスチャーを起動するステップは、
　前記手書きパッドツールのコンテンツ入力領域内のコンテンツの一部を認識するステッ
プであって、前記コンテンツの一部は、前記カーソルツールのフォーカスで区別されるス
テップと、
　前記指示された教示動画を前記コンテンツ入力領域内で起動するステップであって、起
動するステップは、
　　（ａ）前記教示動画で再現される手動ジェスチャーを前記コンテンツの区別された(d
istinguished)部分に適用するステップ、および
　　（ｂ）ユーザーによって開始される停止(cease)の指示が受け取られるまで、前記コ
ンテンツの一部への前記再現された(replicated)手動ジェスチャーの適用(application)
をループさせるステップ
を含むステップと、
を含む、請求項１８に記載のコンピューター化された方法。
【請求項２０】
　教示動画を起動するためのコンピューター実行可能命令を備える１つまたは複数のコン
ピューター記憶媒体に基づいて実施されたコンピューターシステムであって、
　コンピューティングデバイスのコンピューティング環境の状況を監視する監視コンポー
ネント（２７０）であって、監視することは、手書きパッドツール（２９５）の現在の状
態を取得することを含む、監視コンポーネントと、
　前記状況に基づいて、アクティブ状態に昇格すべき教示動画を判定する選択コンポーネ
ント（２８０）と、
　前記コンピューティングデバイスのタッチ画面インターフェイス上に浮上させた手書き
パッドツール（２５０）との関連で、ユーザーによって開始された入力を受け取る入力コ
ンポーネント（２６５）と、
　前記ユーザーによって開始された入力に基づいて、前記アクティブ状態にある前記教示
動画の１つまたは複数の再生を開始する起動コンポーネント（２８５）と、
　前記タッチ画面インターフェイスに浮上させた表示領域内に、前記１つまたは複数の再
生される教示動画を表示するレンダリング(rendering)コンポーネント（２７５）であっ
て、前記教示動画は、前記手書きパッドツールに入力されたコンテンツを編集するために
使用される手動ジェスチャーの映像による指導を提供する、レンダリングコンポーネント
と
を備えるコンピューターシステム。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本願の実施例は、例えば、ユーザーインターフェイス表示上での教示動画の表示に関す
る。
【背景技術】
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【０００２】
　[0001]現在、オペレーティングシステムは、表示装置（例えばコンピューターのモニタ
ー、携帯機器の画面等）に提示されるＧＵＩ内に学習ツールを浮上させることによってユ
ーザー支援の提供を助ける各種ユーティリティを提供している。しばしば、学習ツール（
例えばオンラインサポート、ヘルプの一覧、投稿されたＦＡＱ、公開ライブラリ等）への
アクセスは、複雑なヘルプメニューのパスのために見つけにくい。あるいは、そうした学
習ツールの存在が、ツールの内容で助けられる可能性のあるユーザーの目につきにくいか
、あるいは全く知られていない。
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００３】
　[0002]ますます、コンピューティングデバイス内で動作をトリガーするためにジェスチ
ャーが利用されるようになっている。そのようなジェスチャーは、ユーザーにより、タッ
チ画面装置で行われることができる。詳細には、ジェスチャーを行うことには、タッチ画
面装置に適用されて解釈のために手書き認識ソフトウェアに送られる、自然な対話型の動
きが伴う。そうした自然で対話型の動きは、一般には簡単に行うことができるが、多くの
ユーザーにとって新しいものであり、経験のあるユーザーにとっては必ずしも直感的なも
のではない。そのため、どのようなジェスチャーが提供されているのかを伝え、ジェスチ
ャーを行う適切な方法を教えるための学習ツールが必須となる。しかし、上記のように、
そのような学習ツールは、すぐに利用することができず、一般には発見するのが難しい。
したがって、ユーザー入力を提供する代替形態としてのジェスチャーの使用は、従来の手
段を使用してユーザー入力を提供する方が効率的である多くのユーザーに拒否される。
【０００４】
　[0003]そのため、どのジェスチャーが現在提供されているかと、提供されているジェス
チャーの正しいやり方を視覚的にユーザーに教える動画のジェスチャーをユーザーインタ
ーフェイス（ＵＩ）表示上に浮上させる直感的な技術を用いれば、コンピューティングデ
バイスと対話する主要な方法としてジェスチャーを利用する際のユーザー体験が向上する
と思われる。
【課題を解決するための手段】
【０００５】
　[0004]この概要は、以下の「発明を実施するための形態」でさらに説明する概念の一部
を簡略化した形態で紹介するために提供される。この概要は、クレームに記載される主題
の主要な特徴または必須の特徴を明らかにするものでも、クレームに記載される主題の範
囲を決定する際の助けとして使用すべきものでもない。
【０００６】
　[0005]本発明の実施形態は、手書きパッドツール内のコンテンツを操作する際にＵＩ表
示に教示動画を浮上させるための、コンピューター実行可能命令が実施されたコンピュー
ター可読媒体、コンピューターシステム、およびコンピューター化された方法を提供する
。詳細には、手動ジェスチャーを実演する教示動画を開始する直感的な技術が提供され、
手動ジェスチャーが正しく行われると、手書きパッドツールで動作が呼び出される。
【０００７】
　[0006]初めに、コンピューティングデバイスにおけるコンピューティング環境の状況が
監視される。各実施形態では、状況またはコンピューティング環境の状態を監視すること
は、手書きパッドツールの現在の状態を判定すること、手書きパッドツールによって生成
されたコンテンツ入力領域内のカーソルツールのフォーカスを識別すること、および、現
在の状態およびカーソルツールのフォーカスに基づいて、どの動作が呼び出し可能である
かを確定すること、の１つまたは複数を伴う。状況、具体的には呼び出しが可能な動作に
基づいて、アクティブ状態に昇格する教示動画が識別される。すなわち、アクティブ状態
に昇格された各教示動画は、現在呼び出しが可能な状態であると確定された動作に対応付
けられてもいる。アクティブ状態にあるそれらの教示動画の表現がＵＩ表示に（例えばト
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グルボタンや、ツールバーまたは別個のジェスチャーパネル上のアイコンとして）提示さ
れることができ、それにより、どのジェスチャーを行う、および／または実演することが
可能であるかをユーザーに知らせる。
【０００８】
　[0007]タッチ画面インターフェイス上に浮上させた手書きパッドツールと関連して、ユ
ーザーによって開始された入力がタッチ画面インターフェイスに適用されて、オペレーテ
ィングシステムにアクティブ状態の教示動画の１つまたは複数を起動することができる。
教示動画を起動するためのユーザーによって開始された適切な入力は、タッチ画面インタ
ーフェイス上で教示動画の表現を指示すること（例えばタッチ画面インターフェイス上の
アイコンまたはトグルボタンが浮上している位置に接触する）、または、教示動画に対応
付けられた手動ジェスチャーに対応するコマンドを実行することを含むことができる。教
示動画が起動される旨の合図がタッチ画面インターフェイスに表示されることができる。
一例では、表示することは、手書きパッドツールによって生成されたコンテンツ入力領域
を覆わない別個の表示領域内で、指示された教示動画を再生することを含む。教示動画の
再生は、通例、例示的なテキストまたは対象とするテキストに対して手動ジェスチャーを
正しく行うモデルの手／ペンの映像を表示することを含む。映像を見ると、ユーザーは、
その教示動画を真似ることにより、実演された手動ジェスチャーを行うことを試みること
ができる。手動ジェスチャーが正しく行われ、タッチ画面インターフェイスで受け取られ
ると、受け取られた手動ジェスチャーにどの動作が対応付けられているかに基づいて、動
作（例えば編集動作や管理動作）が手書きパッドツールで呼び出される。各実施形態では
、管理動作は、単語の挿入、ファイルを開く、またはツールを閉じる、のコマンドの少な
くとも１つを含む。一方、編集動作は、単語の削除、単語の結合、単語の分割、もしくは
単語の修正、またはスペースの追加、のコマンドの少なくとも１つを含む。
【０００９】
　[0008]以下で添付図面を参照して本発明を詳細に説明する。
【図面の簡単な説明】
【００１０】
【図１】[0009]本発明の実施形態を実施する際に使用するのに適した例示的コンピューテ
ィング環境のブロック図である。
【図２】[0010]本発明の一実施形態による、本発明の実施形態を実施する際に使用するの
に適した例示的システムアーキテクチャーの概略図である。
【図３】[0011]本発明の一実施形態による、アクティブ状態にある教示動画の表現に関連
付けられた、浮上させた手書きパッドツールを示したユーザーインターフェイス表示の模
式図である。
【図４】[0012]本発明の実施形態による、ユーザーによって開始された適切な入力を認識
すると教示動画のフレームを表示する段階を示した、進行していくＵＩ表示の図である。
【図５】[0012]本発明の実施形態による、ユーザーによって開始された適切な入力を認識
すると教示動画のフレームを表示する段階を示した、進行していくＵＩ表示の図である。
【図６】[0012]本発明の実施形態による、ユーザーによって開始された適切な入力を認識
すると教示動画のフレームを表示する段階を示した、進行していくＵＩ表示の図である。
【図７】[0012]本発明の実施形態による、ユーザーによって開始された適切な入力を認識
すると教示動画のフレームを表示する段階を示した、進行していくＵＩ表示の図である。
【図８】[0013]手動ジェスチャーを実演する教示動画を開始するプロセスを示す動作流れ
図であって、プロセスは、本発明の一実施形態による適切な例示的システムアーキテクチ
ャーで実施される、図である。
【図９】[0013]手動ジェスチャーを実演する教示動画を開始するプロセスを示す動作流れ
図であって、プロセスは、本発明の一実施形態による適切な例示的システムアーキテクチ
ャーで実施される、図である。
【発明を実施するための形態】
【００１１】
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　[0014]本明細書では、法的要件を満たすように具体性をもって主題が説明される。ただ
し、説明自体は本特許の範囲を限定する意図はない。むしろ発明者らは、クレームに記載
される主題が、異なるステップ、または本文書に記載されるステップと同様のステップの
組み合わせを含むように、他の現在の技術または将来の技術と関連して、他の方式で実施
されることも企図している。さらに、本明細書では、用語「ステップ」および／または「
ブロック」が、用いられる方法の種々の要素を意味するものとして使用され得るが、これ
らの用語は、個々のステップの順序が明示的に記載されない限り、かつ記載される場合を
除いて、本明細書に開示される各種ステップ間の特定の順序を示唆するものとは解釈すべ
きでない。
【００１２】
　[0015]本発明の実施形態は、どのような手動ジェスチャーが実行のために提供されてい
るかを示す教示動画の表現を浮上させ、ユーザーによって開始された適切な動作を受け取
るとその教示動画を自動的に起動することにより、手書きパッドツールで動作を呼び出す
正しく実行された手動ジェスチャーを実演する、コンピューター実行可能命令が実施され
たコンピューター可読媒体、コンピューターシステム、および、コンピューター化された
方法を提供する。
【００１３】
　[0016]したがって、一態様では、本発明の実施形態は、実行されると手動ジェスチャー
を実演する教示動画を開始する方法を行うコンピューター実行可能命令が実施された、１
つまたは複数のコンピューター可読媒体を提供する。初めに、この方法は、コンピューテ
ィングデバイスのコンピューティング環境の状況を監視するステップを含む。その状況に
基づいて、アクティブな状態に昇格する教示動画が判定される。それと同時に、またはそ
の後に、コンピューティングデバイスのタッチ画面インターフェイスに浮上させた手書き
パッドツールに関連して、ユーザーによって開始された入力が受け取られることができる
。そのユーザーによって開始された入力に基づいて、アクティブ状態にある教示動画の１
つまたは複数が起動される。実施形態では、１つまたは複数の教示動画を起動することを
知らせる指示が、タッチ画面インターフェイスに表示される。
【００１４】
　[0017]別の態様では、アクティブ状態に昇格する教示動画を判定するためのコンピュー
ター化された方法を示す。各実施形態では、この方法は、手書きパッドツールを調べて、
タッチ画面インターフェイスに関連付けられたコンピューティング環境の状況を判定する
ステップを含む。一般に、判定するステップは、これらに限定されないが、手書きパッド
ツールによって生成されたコンテンツ入力領域内にテキストが提供されているかどうかに
基づいて、手書きパッドツールの現在の状態を認識するステップと、テキストの一部分が
指示されているかどうかに基づいて、コンテンツ入力領域内にカーソルツールのフォーカ
スが存在するかどうかを確定するステップと、現在の状態およびカーソルのフォーカスに
基づいて、どの動作が手書きパッドツールで呼び出すことが可能かを確定するステップと
、を伴う。コンピューティング環境の状況が利用されて、アクティブ状態に昇格する教示
動画を識別することができる。通例、識別することは、呼び出すことが可能な動作に関連
付けられた教示動画を選択することを特に含む。識別された教示動画は、アクティブ状態
にあるものとして記憶されることができる。さらなる実施形態では、この方法は、手動ジ
ェスチャーに対応する、ユーザーによって開始されたコマンドを受け取るステップと、ど
の教示動画がその手動ジェスチャーに対応付けられたかを識別するステップと、識別され
た教示ジェスチャーを自動的に起動するステップとを含むことができる。例示的実施形態
では、起動された教示動画は、ユーザーによって開始されたコマンドに対応付けられた動
作の呼び出しと同時に、手動ジェスチャーを行うようにユーザーを促す。
【００１５】
　[0018]さらに別の態様では、本発明の実施形態は、教示動画を起動するためのコンピュ
ーター実行可能命令を備える１つまたは複数のコンピューター記憶媒体に基づいて実施さ
れたコンピューターシステムに関する。一般に、このシステムは、これらに限定しないが
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、監視コンポーネント、選択コンポーネント、入力コンポーネント、起動コンポーネント
、およびレンダリングコンポーネントを備える。監視コンポーネントは、コンピューティ
ングデバイスのコンピューティング環境の状況を監視する。一例では、監視することは、
上記のように、手書きパッドツールの現在の状態を取得することを含む。選択コンポーネ
ントは、状況に基づいて、アクティブ状態に昇格すべき教示動画を判定する。入力コンポ
ーネントは、コンピューティングデバイスのタッチ画面インターフェイス上に浮上させた
手書きパッドツールとの関連で、ユーザーによって開始された入力を受け取るように構成
される。起動コンポーネントは、ユーザーによって開始された入力に基づいて、アクティ
ブ状態にある教示動画の１つまたは複数の再生を開始する。レンダリングコンポーネント
は、タッチ画面インターフェイスに浮上させた表示領域内に、再生される教示動画を表示
する。各実施形態では、教示動画は、手書きパッドツールに入力されたコンテンツを編集
するために使用される手動ジェスチャーの映像による指導を提供する。
【００１６】
　[0019]一般に、本発明の実施形態は、手書きパッドツールと関連してユーザーによって
開始された入力を受け取ると教示動画を起動することに関する。本明細書で使用される表
現「手書きパッドツール」は、限定的な意味ではなく、動作中の任意の時にタッチ画面イ
ンターフェイスを介して入力を受け取ることが可能な任意のアプリケーションを包含する
ことができる。手書きパッドツールは、例えば、タッチ画面インターフェイスに適用され
た手動ジェスチャー（例えば手書きジェスチャー、編集ジェスチャー等）を受け取り、あ
る形態の手書き認識ソフトウェアを利用してその手動ジェスチャーを解釈するタブレット
型パーソナルコンピューター（ＰＣ）入力パネル（ＴＩＰ）であり得る。そのため、ＴＩ
Ｐは、部分的には、より高い柔軟性と自然な手書き体験を提供する、インクからテキスト
への変換手順を実施するように設計される。他の例では、手書きパッドツールは、手書き
パッド、文字パッド、オンスクリーンジャーナルまたはホワイトボード、または、物理的
物体（例えば指先、スタイラス、ペン）で接触されると入力を検出するタッチ画面装置上
に入力領域を表示する他のツールを含むことができる。さらに、手書きパッドツールは、
従来の入力装置（例えばキーボードや音声認識）と対照的に、ペンによるテキスト（例え
ばＡＳＣＩＩテキスト）の入力と、ペンによって適用されたジェスチャーを動作に変換す
ることを可能にする手書き認識ソフトウェアを含むことができる。
【００１７】
　[0020]動作への変換の態様は、どの動作が現在始動できる状態にある、または始動が可
能になっているかを識別することに関する。一般に、本明細書で使用される用語「動作」
は、手書きパッドツールで処理されたコマンドの結果を意味する。例えば、コマンドは、
タッチ画面でユーザーによって開始された入力によって生成されることができる。用いら
れるユーザーによって開始される入力（例えば認識されたジェスチャー、タップ選択等）
に基づいて、オペレーティングシステムおよび／または手書きパッドツールは、特定の動
作を呼び出す対応するコマンドを生成することができる。例として、タッチ画面装置でペ
ンを用いてユーザーによって開始されたドラッグの動きが手書きジェスチャーとして認識
されることができ、ユーザーは、手書きパッドツールによって生成されたコンテンツ入力
領域にコンテンツを追加しようとしている。この場合は、手書きジェスチャーに対応付け
られた下書き動作が呼び出され、それにより、ユーザーによって開始されたドラッグの動
きがテキストに変換され、そのテキストがコンテンツ入力領域に提示される。
【００１８】
　[0021]別の例では、ユーザーによって開始された特定のドラッグの動きが、編集動作ま
たは管理動作に対応付けられた手動ジェスチャーとして認識されることができる。典型的
には、編集動作は、呼び出されると、コンテンツ入力領域に入力されたコンテンツに対し
て各種操作の１つを行う。各実施形態では、編集動作は、単語の削除、単語の結合、単語
の分割、または単語の修正、またはスペースの追加、のコマンドの少なくとも１つを含む
ことができる。一般に、管理動作は、呼び出されると、手書きパッドツールの機能を管理
する。実施形態では、管理動作は、単語を挿入する、ファイルを開く、またはツールを閉
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じる、のコマンドの少なくとも１つを含むことができる。
【００１９】
　[0022]対応する動作を生成するいくつかの異なるジェスチャーについて上記で説明した
が、タッチ画面インターフェイスに適用される各種の他のジェスチャーが本明細書で企図
され、それらのジェスチャーは複数の異なる動作カテゴリに対応付けられ、また、本発明
の実施形態はここに示し、説明するジェスチャーおよび動作に限定されないことを当業者
に理解および認識されたい。例えば、ユーザーによって開始されたタップ式の入力が、ト
グルボタンを押す作動動作に対応付けられた手動ジェスチャーとして認識されることがで
きる。
【００２０】
　[0023]各実施形態では、タッチ画面インターフェイスで適用された、ユーザーによって
開始されたドラッグ操作からジェスチャーが認識されることができる。タッチ画面インタ
ーフェイスは、タッチ画面ディスプレイ、静電容量方式のタッチ画面、または関連分野で
知られる他の触覚入力装置からなることができる。本明細書で使用される表現「ドラッグ
の動き」は、限定的な意味ではなく、持続した動き、ほぼ連続した入力、または表面上の
ドラッグの接触を再現する反復的な一続きの入力を包含することができる。一例では、ド
ラッグの動きは、手書きパッドツールによって浮上させたコンテンツ入力領域内、または
手書きパッドツールに関連付けられたツールバーやジェスチャーパネル上での、物理的物
体（例えばスタイラスや指の一部）とタッチ画面インターフェイスとの途切れのない接触
を含むことができる。タッチ画面インターフェイスに適用されるドラッグの動きとの関係
で説明するが、本発明の実施形態は、表現「手動ジェスチャー」に包含されるどのような
物理的なジェスチャー方式をも企図する。例として、タッチ画面インターフェイスから少
し離れた位置で加速度感知型スタイラスを振ることも、手動ジェスチャーを構成すること
ができる。
【００２１】
　[0024]本発明の実施形態の概要および本発明で用いられるウィンドウ状態の一部を簡単
に説明したので、以下で本発明を実施するのに適した例示的動作環境を説明する。
【００２２】
　[0025]図面全般、特に図１を初めに参照すると、本発明の実施形態を実施するための例
示的動作環境が示され、全体がコンピューティングデバイス１００として示される。コン
ピューティングデバイス１００は、適切なコンピューティング環境の一例に過ぎず、本発
明の使用または機能の範囲についての限定を示唆するものではない。また、コンピューテ
ィングデバイス１００は、図示される構成要素の１つまたは組み合わせに関連する依存性
や必要性を有するものとも解釈すべきでない。一実施形態では、コンピューティングデバ
イス１００は、従来のコンピューター（例えばパーソナルコンピューターやラップトップ
）である。
【００２３】
　[0026]一実施形態では、本発明は、コンピューター、または携帯データ端末や他のハン
ドヘルドデバイス等の他のマシンによって実行される、プログラムコンポーネント等のコ
ンピューター実行可能命令を含むコンピューターコードまたはマシン使用可能命令の一般
的な文脈で説明されることができる。一般に、ルーチン、プログラム、オブジェクト、コ
ンポーネント、データ構造等を含むプログラムコンポーネントは、特定のタスクを行うコ
ード、または特定の抽象データ型を実装するコードを意味する。本発明の実施形態は、ハ
ンドヘルドデバイス、消費者家電製品、汎用コンピューター、特殊コンピューティングデ
バイス等を含む各種のシステム構成で実施されてよい。本発明の実施形態は、通信ネット
ワークを通じて接続された遠隔処理装置によってタスクが行われる分散コンピューティン
グ環境で実施されることもできる。
【００２４】
　[0027]したがって、コンピューティングデバイス１００との関連で上述した構成要素は
、通信ネットワークと相互接続されたモバイルデバイスに含まれる場合もある。本明細書
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で記載されるモバイルデバイスとは、任意の種類の携帯電話、ハンドヘルドデバイス、携
帯情報端末（ＰＤＡ）、ＢｌａｃｋＢｅｒｒｙ（登録商標）、スマートフォン、デジタル
カメラ、またはワイヤレス通信が可能な他のモバイルデバイス（ラップトップを除く）を
指す。当業者は、モバイルデバイスも、各種機能を行うためのプロセッサーおよびコンピ
ューター記憶媒体を備えることを理解されよう。本明細書に記載される実施形態では、コ
ンピューティングデバイスとモバイルデバイスの両方に言及する。各実施形態では、コン
ピューティングデバイスは、単に、モバイルデバイス内蔵のカメラで画像が取り込まれる
アプリケーションを実行するデバイスを言う。
【００２５】
　[0028]引き続き図１を参照すると、コンピューティングデバイス１００は、バス１１０
を備え、バス１１０は、メモリー１１２、１つまたは複数のプロセッサー１１４、１つま
たは複数のプレゼンテーションコンポーネント１１６、入出力（Ｉ／Ｏ）ポート１１８、
Ｉ／Ｏコンポーネント１２０、および例示的な電源１２２を直接または間接的に結合する
。バス１１０は、１つまたは複数のバス（アドレスバス、データバス、またはそれらの組
み合わせ等）であってよいものを表す。図１の各種ブロックは分かりやすいように線で図
示しているが、実際には、各種構成要素を図で表すことはそれほど明瞭ではなく、比喩的
に言えば、それらの線はより正確には曖昧で不明瞭である。例えば、表示装置などのプレ
ゼンテーションコンポーネントをＩ／Ｏコンポーネントと見なすこともできる。また、プ
ロセッサーはメモリーを有する。当業者には、それが本分野の性質であり、上述のように
、図１の図は、本発明の１つまたは複数の実施形態との関連で使用されることができる例
示的コンピューティングデバイスを例示するに過ぎないことが理解されよう。「ワークス
テーション」、「サーバー」、「ラップトップ」、「ハンドヘルドデバイス」等のカテゴ
リはすべて、図１および「コンピューティングデバイス」の参照の範囲内にあることが企
図されるので区別をしない。
【００２６】
　[0029]コンピューティングデバイス１００は、通例、各種のコンピューター可読媒体を
備える。限定ではなく例として、コンピューター可読媒体は、ＲＡＭ、ＲＯＭ、ＥＥＰＲ
ＯＭ、フラッシュメモリー、または他のメモリー技術、ＣＤ－ＲＯＭ、ＤＶＤ、または他
の光学またはホログラフィ媒体、磁気カセット、磁気テープ、磁気ディスク記憶、または
他の磁気記憶装置、または本明細書に記載される実施形態に関連するデータおよび／また
は命令を記憶するように構成可能な同様の有形媒体を含むことができる。
【００２７】
　[0030]メモリー１１２は、揮発性メモリーおよび／または不揮発性メモリーの形態のコ
ンピューター記憶媒体を含む。メモリーは、取り外し可能、取り外し不能、またはそれら
の組み合わせであってよい。例示的なハードウェア装置は、固体メモリー、ハードドライ
ブ、キャッシュ、光ディスクドライブ等を含む。コンピューティングデバイス１００は、
メモリー１１２やＩ／Ｏコンポーネント１２０等の各種エンティティからデータを読み出
す１つまたは複数のプロセッサーを備える。プレゼンテーションコンポーネント１１６は
、ユーザーまたは他の装置に対してデータ指示を提示する。例示的なプレゼンテーション
コンポーネントは、表示装置、スピーカー、印刷コンポーネント、振動コンポーネント等
を含む。
【００２８】
　[0031]Ｉ／Ｏポート１１８は、コンピューティングデバイス１１０を、Ｉ／Ｏコンポー
ネント１２０を含む他の装置に論理的に結合することを可能にし、それらの装置の一部は
コンピューティングデバイス１００に内蔵されることができる。例示的なコンポーネント
には、マイクロフォン、ジョイスティック、ゲームパッド、衛星受信アンテナ、スキャナ
ー、プリンター、ワイヤレスデバイス等が含まれる。
【００２９】
　[0032]次いで図２を参照すると、本発明の一実施形態による、本発明の実施形態を実施
する際に使用するのに適した例示的なシステムアーキテクチャー２００の概略図が示され
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る。当業者には、図２に示す例示的システムアーキテクチャー２００は適切な１つのコン
ピューティング環境の例に過ぎず、本発明の使用または機能の範囲についての限定を示唆
するものではないことが理解および認識されよう。また、例示的システムアーキテクチャ
ー２００は、図２に示される構成要素の１つまたは組み合わせに関する依存性や必要性を
有するものとも解釈すべきでない。
【００３０】
　[0033]さらに、例示的システムアーキテクチャー２００を支援するオペレーティングシ
ステム２２０内のロジックは、コンピューティングデバイス２１５に合わせて内部処理コ
ンポーネント２２５で実施されても、リモートサーバー（図示せず）等の分散コンピュー
ティング環境から提供されても、または、それらの組み合わせであってもよい。分散コン
ピューティング環境で実施される本発明の実施形態では、ロジックの通信は、適切な接続
を通じてつながれる。それらの接続は有線であっても無線であってもよい。本発明の範囲
内にある特定の有線実施形態の例には、ＵＳＢ接続およびケーブル接続が含まれる。本発
明の範囲内にある特定の無線実施形態の例には、近距離ワイヤレスネットワークおよび無
線周波技術が含まれる。「近距離ワイヤレスネットワーク」という呼称は、限定的な意味
ではなく、少なくとも、ネゴシエート・ワイヤレス・ペリフェラル（ＮＷＰ）デバイス、
短距離ワイヤレス・エリア・インターフェース・ネットワーク（例えばワイヤレス・パー
ソナル・エリア・ネットワーク（ｗＰＡＮ）、ワイヤレス・ローカル・エリア・ネットワ
ーク（ｗＬＡＮ）、ワイヤレス・ワイド・エリア・ネットワーク（ｗＷＡＮ）、Ｂｌｕｅ
ｔｏｏｔｈ（商標）等）、ワイヤレス・ピアツーピア通信（例えばＵｌｔｒａ　Ｗｉｄｅ
ｂａｎｄ）、およびデバイス間のワイヤレスデータ通信をサポートする任意のプロトコル
等の技術を含むものと広く解釈すべきことを理解および認識されたい。また、本発明の分
野に精通した者は、短距離ワイヤレスネットワークは、各種のデータ転送方法（例えば衛
星伝送、遠隔通信ネットワーク等）によって実施されることが可能であることを認識され
よう。したがって、コンピューティングデバイス２１５と、例えば処理コンポーネント２
２５の一部またはすべてを収容したリモートサーバーとの間の接続の実施形態は、ここに
記載される例によって限定されず、幅広い通信方法を包含することが強調される。
【００３１】
　[0034]例示的システムアーキテクチャー２００は、部分的に処理コンポーネント２２５
の動作を支援するコンピューティングデバイス２１５を含む。コンピューティングデバイ
ス２１５が例えばタブレットＰＣである例示的実施形態では、タッチ画面インターフェイ
ス２５０がコンピューティングデバイス２１５に動作的に接続されることができる。コン
ピューティングデバイス２１５は、各種のコンピューティングデバイスの形態をとること
ができる。単なる例として、コンピューティングデバイス２１５は、パーソナルコンピュ
ーティングデバイス（例えば図１のコンピューティングデバイス１００）、ハンドヘルド
デバイス（例えば携帯情報端末）、モバイルデバイス（例えばラップトップコンピュータ
ー、携帯電話、メディアプレーヤー）、消費者家電製品、各種サーバー等であり得る。ま
た、コンピューティングデバイスは、その間で情報を共有するように構成された２つ以上
の電子機器からなることができる。
【００３２】
　[0035]各実施形態では、上記のように、コンピューティングデバイス２１５は、タッチ
画面インターフェイス２５０と、オペレーティングシステム２２０がインストールされた
処理コンポーネント２２５（例えばハードウェア）とを含む。コンピューティングデバイ
ス２１５は、タッチ画面インターフェイス２５０にＵＩ表示２５１を提示するように構成
される。タッチ画面インターフェイス２５０は、処理コンポーネント２２５に動作的に結
合されることができ、ユーザーへの情報の表示とユーザーからの情報の収集を行うことが
可能な任意の入出力装置として構成されて（図２に示すように）も、または、物理的にプ
レゼンテーションコンポーネントと入力コンポーネントに分離されてもよい。各実施形態
では、プレゼンテーションコンポーネントは、モニター、電子表示パネル、タッチ画面、
液晶ディスプレイ（ＬＣＤ）、プラズマスクリーン、１つまたは複数の発光ダイオード（
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ＬＥＤ）、白熱電球、レーザー、エレクトロルミネセンス光源、ケミカルライト、フレキ
シブル光ワイヤー、および／または蛍光灯、または他のディスプレイ方式等の、ユーザー
にコンテンツを提示するように構成された装置とすることができ、または、視覚的情報が
投影される反射面を備えることもできる。例示的な一実施形態では、プレゼンテーション
コンポーネントによって表示されるＵＩ表示２５１は、手書きパッドツール２９５に関連
付けられたコンテンツ入力領域２３５を提示し、かつ／または、ツールバーやジェスチャ
ーパネル（図示せず）を表示するように構成される。別の例示的実施形態では、ＵＩ表示
２５１は、１つまたは複数の教示動画（図示せず）を起動する旨の指示を表示することが
可能である。
【００３３】
　[0036]入力コンポーネントは、ユーザーによって開始された入力２３０から認識される
ジェスチャーに対応付けられた特定の動作を呼び出すことに特に関わる、ユーザーによっ
て開始された入力２３０を受け付けるために提供される。例示的実施形態では、入力コン
ポーネントは、ＵＩ表示２５１に浮上させたコンテンツ入力領域２３５内に表示されたコ
ンテンツ２１０を対象とするユーザーによって開始された入力２３０を受け取る。例示的
な入力コンポーネントには、タッチパッド、図１のＩ／Ｏコンポーネント１２０、または
、ユーザーによって開始された入力２３０を受け取り、その入力の指示を処理コンポーネ
ント２２５に通信することが可能な他のコンポーネントが含まれる。
【００３４】
　[0037]単なる例として、入力コンポーネントは、ユーザーによって開始された入力２３
０が入力コンポーネントとの接触を開始した座標位置（例えばユーザーによって開始され
たドラッグの動きの始まりの位置）、ユーザーによって開始された入力２３０が入力コン
ポーネントとの接触を終了した座標位置（例えばユーザーによって開始されたドラッグの
動きが解除される位置）、およびそれら位置の間の中間座標位置を求めることができる。
ユーザーによって開始された入力２３０を定義するこれらの座標位置にはタイムスタンプ
が付加されることができ、そのタイムスタンプが入力コンポーネント２６５によって利用
されて、下記でより完全に説明するように、ユーザーによって開始された入力からジェス
チャーを解読する。さらに、それらの座標位置が、教示動画を表すアイコンの位置と比較
されて、教示動画の１つまたは複数を起動するかどうかを決定することができる。
【００３５】
　[0038]タッチ画面インターフェイス２５０のいくつかの異なる構成を上記に記載したが
、当業者には、プレゼンテーションコンポーネントと、物理的な接触または他の方法で入
力を受け取る入力コンポーネントとの各種の組み合わせがタッチ画面インターフェイス２
５０として使用されることができ、また、本発明の実施形態は、上記で示し、説明した例
に限定されないことが理解および認識されよう。例示的実施形態では、プレゼンテーショ
ンコンポーネントと入力コンポーネントは、上記の機能を同時に行い、物理的に組み合わ
せられてタッチ画面インターフェイス２５０を形成する。
【００３６】
　[0039]別の例示的実施形態では、タッチ画面インターフェイス２５０は、アクティブデ
ジタイザーであり、通信装置がデジタイザーから特定の距離内に置かれると通信装置（例
えばコンパニオンペン）に反応する（例えばコンパニオンペンがタッチ画面インターフェ
イス２５０の表面近くをホバーする際のペンの動きと、ペンから提供される出力を追跡す
る）。したがって、説明を簡潔で分かりやすくするために、以降では入力コンポーネント
とプレゼンテーションコンポーネントをまとめてタッチ画面インターフェイス２５０と呼
び、タッチ画面インターフェイス２５０は、表示と入力要素両方の機能を１つのユニット
で提供するタッチ画面である。
【００３７】
　[0040]オペレーティングシステム（ＯＳ）２２０は、一般に、処理コンポーネント２２
５の資源の共有を管理し、その資源にアクセスするために使用されるインターフェイスを
プログラマーに提供するソフトウェアを指す。動作中、オペレーティングシステム２２０
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は、タッチ画面インターフェイス２５０から入力データ２６０として供給される、ユーザ
ーによって開始された入力２３０を含む可能性のあるシステムデータを解釈する。それに
対して、オペレーティングシステム２２０は、コンピューティングデバイス２１５のコン
ピューティング環境の状況を監視する処理であって、監視は、手書きパッドツール２９５
の現在の状態を取得することを伴う処理、その状況に基づいて、アクティブな状態に昇格
する教示動画を決定する処理、コンピューティングデバイス２１５のタッチ画面インター
フェイス２５０に浮上させた手書きパッドツール２９５に関連して適用された、ユーザー
によって開始された入力２３０を検出する処理、ユーザーによって開始された入力２３０
に基づいて、アクティブ状態にある教示動画の１つまたは複数を起動する処理、および、
起動された教示動画をタッチ画面インターフェイス２５０で再生する処理、等の処理を特
定の順序によらず実行することができる。各実施形態では、教示動画（図示せず）を再生
する処理は、手書きパッドツール２９５に入力された内容を編集するために使用される、
正しく実行された手動ジェスチャーの映像による指導を表示する処理を含む。
【００３８】
　[0041]例示的実施形態では、オペレーティングシステム２２０は、処理コンポーネント
２２５で実行され、手書きパッドツール２９５を含むアプリケーションの１つまたは複数
の実行を支援する。他の実施形態では、オペレーティングシステム２２０および／または
手書きパッドツール２９５は、一部または全体が、遠隔に位置するコンピューティングデ
バイス（例えば別のオペレーティングシステム、ウェブアドレスを介して位置するサーバ
ー等）に常駐することができる。
【００３９】
　[0042]オペレーティングシステム２２０のこのオペレーティングシステム構造は、処理
コンポーネント２２５で実行されることが可能な適切な構造の一例に過ぎず、本発明の使
用または機能の範囲に関して何らの限定を示唆するものではない。また、ここで例示する
オペレーティングシステム２２０は、ここで説明されるような入力データ２６０の受け取
りまたはタッチ画面インターフェイス２５０へのプレゼンテーションデータ２９０（例え
ば教示動画に関する情報）の提供の１つまたは組み合わせに関する依存性または必要性を
有するものとも解釈すべきでない。さらに、手書きパッドツール２９５は、オペレーティ
ングシステム２２０または処理コンポーネント２２５に組み込まれてもよく、性質および
数において例示的であり、限定的なものと解釈すべきでない。
【００４０】
　[0043]例示的実施形態では、オペレーティングシステム２２０は、入力コンポーネント
２６５、監視コンポーネント２７０、選択コンポーネント２８０、起動コンポーネント２
８５、レンダリングコンポーネント２７５、および手書きパッドツールの動作を円滑にす
ることにより、ユーザーによって開始された適切な入力２３０を受け取った時に教示動画
を起動することを容易にする。オペレーティングシステム２７５のこの例示的なオペレー
ティングシステム構造は、処理コンポーネント２２５で実行されることが可能な適切な構
造の一例に過ぎず、本発明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
。また、例示されるオペレーティングシステム２２０は、例示されるコンポーネント２６
５、２７０、２７５、２８０、２８５および２９５のいずれか１つまたは組み合わせに関
連する依存性や必要性を有するものとも解釈すべきでない。実施形態によっては、コンポ
ーネント２６５、２７０、２７５、２８０、２８５および２９５の１つまたは複数は、独
立型のアプリケーションとして実施されることができる。他の実施形態では、コンポーネ
ント２６５、２７０、２７５、２８０、２８５および２９５の１つまたは複数は、タッチ
画面インターフェイス２５０またはコンピューティングデバイス２１５に直接組み込まれ
ることができる。単なる例として、入力コンポーネント２６５の一部がタッチ画面インタ
ーフェイス２５０に存在してよく、それにより、物理的物体２０５によってタッチ画面イ
ンターフェイス２５０に適用された、ユーザーによって開始された入力２３０を取り込む
のを助ける。当業者には、図２に示すコンポーネント２６５、２７０、２７５、２８０、
２８５および２９５は、性質および数において例示的なものであり、限定的なものと解釈
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すべきでないことが理解されよう。
【００４１】
　[0044]したがって、任意数のコンポーネントを用いて、本発明の実施形態の範囲内で所
望の機能を実現することができる。図２の各種コンポーネントは分かりやすいように線で
図示しているが、実際には、各種コンポーネント／要素を図で表すことはそれほど明瞭で
はなく、比喩的に言えば、それらの線はより正確には曖昧で不明瞭である。さらに、図２
の一部のコンポーネントおよび装置は、それぞれ単一のブロックとして図示するが、この
図示は性質および数において例示的であり、限定的なものとは解釈すべきでない（例えば
、図には１つのみのタッチ画面インターフェイス２５０が示されるが、より多くのタッチ
画面インターフェイス２５０が動作的にコンピューティングデバイス２１５に結合され、
それにより連携して機能してＵＩ表示２５１を提示することができる）。
【００４２】
　[0045]初めに、監視コンポーネント２７０は、コンピューティングデバイス２１５のコ
ンピューティング環境の状況を監視するように構成される。通例、監視は、手書きパッド
ツール２９５の現在の状態を取得し、カーソルツール２４５のフォーカス２５５を確認す
ることを含む。各実施形態では、現在の状態を取得することは、手書きパッドツール２９
５を調べて、手書きパッドツール２９５によって生成されたコンテンツ入力領域２３５内
にコンテンツ２１０（例えばテキスト、英数文字、画像等）が提供されているかどうかに
基づいて、手書きパッドツール２９５の現在の状態を認識することを伴う。各実施形態で
は、カーソルツール２４５のフォーカス２５５を確認することは、コンテンツ２１０の一
部分が指示されているかどうかに基づいて、カーソルツール２４５のフォーカス２５５が
コンテンツ入力領域２３５内にあるかどうかを判定することを伴う。いくつかの例では、
フォーカス２５５は、挿入点、コンテンツの選択、タッチ画面インターフェイス２５０上
でのカーソルツール２４５のホバー位置、または、関連分野で知られるＵＩ表示２５１上
で指示を提供する他の方法等であり得る。例として、図２に示すように、フォーカス２５
５は、コンテンツ２１０中の語「ＭＥ」の「Ｍ」と「Ｅ」の間の点灯するプレースホルダ
ーである。
【００４３】
　[0046]現在の状態とカーソルツール２４５のフォーカスに基づいて、手書きパッドツー
ル２９５において呼び出し可能な動作が確定される。例えば、コンテンツ入力領域２３５
にコンテンツ２１０がない場合は、他の供給源からコンテンツをインポートするために管
理動作が有効にされることができる。別の例では、コンテンツ入力領域２３５にコンテン
ツ２１０が入力されると、コンテンツ２１０中のテキストや文字に編集を行うために編集
動作が有効にされることができる。この編集動作については、上記でより詳しく説明した
。したがって、特定の時に利用可能にされる動作は状況に依存し、それにより、関連しな
い動作など、現在行っている作業からユーザーの気を散らすものを最少に抑える。さらに
、本明細書では明示的には論じないが、状況に依存する環境で各種の他の要素が監視され
て関連する動作を識別することができ、それらの要素は、関連する分野で知られる任意の
方式で上記の監視対象の要素と組み合わせられてよい。
【００４４】
　[0047]選択コンポーネント２８０は、監視コンポーネント２７０によって確定された状
況および／または呼び出しが可能になっている動作に基づいて、アクティブ状態に昇格す
る教示動作を判定するように構成される。一実施形態では、判定は、現在呼び出せる状態
であると確定された動作を識別し、それらの有効になっている動作に対応付けられた教示
動画をアクティブ状態に昇格することを含む。例えば、編集動作が有効になっている場合
には、修正、削除、分割、結合、または他の編集コマンドのための手動ジェスチャーを実
演する教示動画がアクティブ状態に昇格される。昇格された教示動画の表現を浮上させる
様子が図３の参照符号３１０に示される。別の例では、監視コンポーネント２７０によっ
て管理動作が有効にされている場合には、コンテンツを挿入する、ファイルを開く、他の
ファイル／文書の管理コマンド、またはそれらの組み合わせを行うための手動ジェスチャ
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ーを実演する教示動画がアクティブ状態に昇格される。
【００４５】
　[0048]別の実施形態では、選択コンポーネント２８０は、コンピューティング環境の状
況に応じて１つまたは複数の教示動画を識別するように構成される。すなわち、手書きパ
ッドツール２７５の状態、またはオペレーティングシステム２２０で実行される他のアプ
リケーションの状態、および／または入力２３０の状態（例えばユーザーによって開始さ
れる入力の位置）に基づいて、関連する教示動画のリストが作成される。そのため、この
教示動画のリストは状況に依存し、ユーザーが対話を行っている時の手書きパッドツール
２９５の現在の状態で発生する可能性のある質問を直感的に絞り込むように編成される。
例えば、コンピューティング環境の状況が、ユーザーが現在文章を作成および編集してい
ることを示す場合（すなわちコンテンツ入力領域２３５内のコンテンツ２１０を検出する
ことによる）は、想定される質問は、ジェスチャーを介して編集動作を呼び出すことに関
する可能性がある。そのような想定される質問に答える、すなわち編集動作を呼び出すた
めの正しい手動ジェスチャーのやり方を説明する教示動画が、アクティブ状態に昇格され
る。
【００４６】
　[0049]したがって、手書きパッドツールまたはコンピューティング環境の状態に基づい
て特定のジェスチャーが関連する場合は、それらのジェスチャーを説明する教示動画がア
クティブ状態に昇格される。しかし、タッチ画面インターフェイス２５０の電源が切られ
ている、あるいは他の理由でオフラインになっていて、ユーザーによって開始された入力
の形での手動ジェスチャーがもはや期待されない場合は、アクティブ状態に昇格される教
示動画がない場合もある。事前に決められた閾値（例えば浮上させた教示動画の表現に割
り当てられた画面空間の限られた面積で決まる数）で許されるよりも多くの教示動画がア
クティブ状態に昇格される場合は、フィルタリング処理が開始されて、より関連性が低い
、または状況への依存度が低い教示動画を非アクティブ状態に降格することができる。
【００４７】
　[0050]レンダリングコンポーネント２７５は、その一部が、アクティブ状態に昇格され
た教示動画の表現を提示するように構成される。ここで一時図３を参照して、アクティブ
な教示動画の表現を提示する実施形態を説明する。本明細書で説明されるすべての図では
、実質的に同様の機能または要素は一貫して共通の参照符号で表されることに注意された
い。
【００４８】
　[0051]初めに、図３は、ＵＩ表示２５１の模式図であり、本発明の一実施形態による、
アクティブ状態にある教示動画３１５の表現に関連付けられた、浮上させた手書きパッド
ツール２９５を示す。図２のレンダリングコンポーネント２７５の一実施形態に従うと、
アクティブ状態に昇格された教示動画３１５の表現を提示する処理は、浮上させた手書き
パッドツール２９５の一部であるツールバー３２０上に、教示動画３３５を起動するため
の選択可能なコントロール３９５を配置することを含む。別の実施形態では、アクティブ
状態に昇格された教示動画３１５の表現を提示する処理は、タッチ画面インターフェイス
２２０上の浮上させた手書きパッドツール２９５の近傍に浮上した平行移動可能なジェス
チャーパネル３１０の上に、教示動画３１５のアイコン表現３１１、３１２、３１３、３
１４を配置することを含む。各実施形態では、各アイコン表現３１１、３１２、３１３、
３１４は、作動されると、そのアイコンで表現される対応する教示動画３３５を開始する
トグルボタン３４０を含む。各実施形態では、各トグルボタン３４０の中に記載された記
述子が提供され、教示動画３１５の表現に対応付けられた動作を視覚的に示す。いくつか
の例では、この記述子は、教示動画３３５を記述した記述テキスト３４２、教示動画３１
５を表す静的な描写３４１（例えばジェスチャーの単純な図形グラフィック）、アイコン
内で利用される他の知られる表示、またはそれらの組み合わせを含むことができる。
【００４９】
　[0052]図３に示す実施形態では、教示動画３１５の表現は、修正動作（アイコン表現３
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１１）、削除動作（アイコン表現３１２）、分割動作（アイコン表現３１３）、および結
合動作（アイコン表現３１４）等の編集動作のアイコン表現３１１、３１２、３１３、３
１４を含む。教示動画３１５のこれらのアイコン表現３１１、３１２、３１３、３１４は
、浮上させた手書きパッドツール２９５とは別個に移動させることが可能なジェスチャー
パネル３１０に表示されることができる。すなわち、ジェスチャーパネル３１０は、浮上
させた手書きパッドツール２９５から独立して、タッチ画面インターフェイス２２０上に
フローティングする。別の実施形態では、編集動作３１５の表現は、選択可能コントロー
ル３９５として構成されることができ、選択可能コントロール３９５は、ツールバー３２
０に配置され、したがって浮上した手書きパッドツール２９５に付加される。典型的には
、ツールバー３２０の選択可能コントロール３９５は、展開されて、ジェスチャーパネル
３１０内のトグルボタン３４０として教示動画３１５のアイコン表現３１１、３１２、３
１３、３１４を表すことができる。逆に、ジェスチャーパネル３１０内のトグルボタン３
４０は、折りたたまれて、ツールバー３２０の選択可能コントロール３９５として教示動
画３１５のアイコン表現３１１、３１２、３１３、３１４を表すことができる。展開およ
び折りたたみの処理は、関連分野で知られる任意の知られたトリガー（例えばコントロー
ルボタン）で実行されることができる。
【００５０】
　[0053]さらに、教示動画３１５の表現は、図２のレンダリングコンポーネント２７５を
利用した任意の方法で浮上させることができる。一般には、教示動画３１５の表現は、ユ
ーザーにいくつかの手動ジェスチャーの正しいやり方を教えるために利用可能な教示動画
を示す。利用可能な教示動画３１０の視覚的描写を提供することにより、ユーザーは、コ
ンテンツ２１０の入力または編集に苦労する時にそれらの学習支援を利用するように促さ
れる。そのため、そのような学習支援は、ヘルプのサブメニューを見つけるための長く非
効率的な検索を行わずに容易に発見することができ、ユーザーが適切な誘導を得ずに間違
ったジェスチャーを入力してしまうことを防止する。
【００５１】
　[0054]再度図２を参照すると、入力コンポーネント２６５は、コンピューティングデバ
イス２１５のタッチ画面インターフェイスに浮上させた手書きパッドツール２５０に関連
して１つまたは複数のユーザーによって開始された入力２３０を、入力データ２６０を介
して受け取るように構成される。上記のように、ユーザーによって開始される入力２３０
は、タッチ画面インターフェイス２５０に対する物理的物体２０５のドラッグの動き、ま
たは、オペレーティングシステム２２０によって検出されることが可能な他の手動ジェス
チャーやコマンドであり得る。例示的実施形態では、入力コンポーネント２６５は、ユー
ザーによって開始された入力２３０を解釈し、適切な応答を認識するように構成される。
適切な応答を認識すると、入力コンポーネント２６５は、その応答を起動コンポーネント
２８５に伝達することができる。
【００５２】
　[0055]起動コンポーネント２８５は、入力コンポーネント２６５から提供される応答に
基づいて、アクティブ状態にある教示動画の１つまたは複数の再生を開始するように構成
される。詳細には、起動コンポーネント２８５は、選択コンポーネント２８０と通信して
、コンピューティング環境の状況に基づいて、どの教示動画がアクティブ状態に昇格され
ているか、すなわち、どの教示動画が表示可能な状態であるかを理解することができる。
受け取った応答に応じて、ゼロ個、１つ、または複数のアクティブな教示動画が起動され
る。
【００５３】
　[0056]一般に、起動コンポーネント２８５は、入力コンポーネント２６５からの応答を
処理して、ユーザーによって開始された入力２３０が、アクティブな教示動画が起動され
るべきことを示すかどうかを判定する。一例では、ユーザーによって開始された入力２３
０が、選択可能コントロール３９５（図３参照）の１つ、またはトグルボタン３４０（図
３参照）の１つに適用された作動として認識される場合は、作動された選択可能コントロ
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ールまたは作動されたトグルボタンに対応する教示動画が起動される。例として、図３を
参照すると、ユーザーによって開始されたタップ式の入力が、修正動作のアイコン表現３
１１を有するトグルボタン３４０の作動すなわち押下を含む場合は、修正動作を呼び出す
ための正しく行われた手動ジェスチャー３４５を実演する教示動画３３５が起動される。
【００５４】
　[0057]別の例では、ユーザーによって開始された動作が、ある手動ジェスチャーに対応
する２次コマンドの実行を含む場合に、対応する手動ジェスチャーを実演する教示動画が
起動されることができる。例えば、図３を参照すると、コンテンツ入力領域２３５に入力
されたコンテンツ２１０中でテキストの一部が選択されることができる。上述のように、
テキストの選択された部分がフォーカス２５５に指定される。コンテンツ２１０の選択さ
れた部分を修正する２次コマンドがトリガーされることができる。２次コマンドは、手動
ジェスチャー以外の入力方法を用いる、ユーザーによって開始される入力であってよい。
この例では、語「ＭＡＮＥ」が編集のために選択され、用いられる２次コマンドは、綴り
の誤りを「ＭＡＮＹ」に修正するためのキーボードからのキーストローク入力（図示せず
）である。この例では、２次コマンドを検出すると、起動コンポーネント２８５は、その
２次コマンドに対応する動作を識別するように構成される。この場合は２次コマンドが使
用されて、フォーカス２５５があるテキストの選択部分を修正するので、２次動作に対応
する動作として修正動作が識別される。
【００５５】
　[0058]次に、その修正動作に対応付けられた教示動画３３５が順に、または並行して起
動され、選択されたテキスト部分に修正動作を行う。このように、教示動画３３５は、２
次コマンドでトリガーされた動作を呼び出すための手動ジェスチャーが利用可能である、
かつ／または有効にされていることを自動的にユーザーに教える。さらに、教示動画３３
５は、２次コマンドで指示された動作を呼び出すための適切な手動ジェスチャーの正しい
やり方を自動的にユーザーに示す。したがって、ユーザーには、ユーザーが慣れている従
来の入力（例えば２次コマンド）とは対照的に、迅速な形の入力の提供（例えば手動ジェ
スチャー）を実演する、自動的に発見可能な学習支援が与えられる。このようにして、自
動的に教示動画を起動することにより、タッチ画面インターフェイスに入力を提供するた
めのあらゆる種類の利用可能な方法をユーザーに紹介し、慣れさせ、またユーザーがそれ
らの方法を利用するように勧める。
【００５６】
　[0059]本明細書で教示動画を起動する２つの異なる手法を説明したが、当業者には、教
示動画を起動する他の種の適切な方法が用いられてよく、本発明の実施形態は、本明細書
に記載されるように単にコントロール／トグルボタンを作動すること、または対応する２
次コマンドを提供することに限定されないことが理解および認識されよう。例として、手
動ジェスチャーまたは他の形態のユーザー開始入力を行うことで作業の実行を試みること
が、教示動画を起動させてもよい。別の例では、認識された手動ジェスチャーに関連付け
られた１つまたは複数の正しくないドラッグの動きが、そのジェスチャーの正しいやり方
を実演する教示動画を起動させることもできる。上記の方法を介して教示動画を起動する
ことにより、教示動画によって提供される支援指示が手書きパッドツール２９５（図２参
照）との通常の対話の中に組み込まれ、容易に発見できる学習支援を提供する。
【００５７】
　[0060]さらに、例示的実施形態では、ユーザーまたはオペレーティングシステム２２０
（図２参照）がそれぞれ手動で、または自動的に、起動コンポーネント２８５における起
動設定を調節することを可能にするトグルコントロールが提供されることができる。起動
設定を調節することにより、ユーザーまたはオペレーティングシステム２２０は、対応す
る２次コマンドを受け取ると自動的に教示動画が起動されるどうか、および／または、コ
ントロール／トグルボタンにおける作動を検出すると教示動画が起動されるどうかを決定
することができる。すなわち、ユーザーまたはオペレーティングシステム２２０は、教示
動画の起動を有効または無効にすることができる。
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【００５８】
　[0061]再度図２を参照して、レンダリングコンポーネント２７５を説明する。一般に、
レンダリングコンポーネント２７５は、タッチ画面インターフェイス２５０に浮上させた
表示領域３３０（図３参照）内で、１つまたは複数の起動された教示動画を再生モードで
表示するように構成される。各実施形態では、表示領域３３０（図３参照）は、レンダリ
ングコンポーネント２７５がタッチ画面インターフェイス２５０にプレゼンテーションデ
ータ２９０を伝達すると、タッチ画面インターフェイス２５０に浮上させられる。
【００５９】
　[0062]図２を参照すると、一般的には、再生モードでは、教示動画は、浮上した手書き
パッドツール２９５に入力されたコンテンツ２１０の編集に使用される手動ジェスチャー
３４５（図３参照）の映像による指導を提供する。再生モードの教示動画は、各種方式で
ユーザーに提示されることができる。一実施形態では、教示動画は、ポップアップウィン
ドウである表示領域内で再生されることができる。典型的には、ポップアップウィンドウ
は、浮上した手書きパッドツール２９５とは分離しており、コンテンツ入力領域２３５を
覆わず、タッチ画面インターフェイス２５０の目立ちやすい領域に提示され、それにより
ユーザーの注意を教示動画に向ける。この実施形態では、教示動画によって実演される手
動ジェスチャーは、一般的なコンテンツ、またはコンテンツ入力領域２３５内でユーザー
に指示されたテキストの選択部分に関連しない非記述テキストに適用されることができる
。あるいは、教示動画によって実演される手動ジェスチャーは、コンテンツ入力領域２３
５内のテキストの選択部分と実質的に類似した語またはフレーズに適用されることができ
る。例として、図３を参照すると、テキストの選択部分「ＭＡＮＥ」がフォーカス２５５
で指示されることができる。そのため、教示動画３３５は、同様の語「ＭＡＮＥ」を綴り
「ＭＡＮＹ」に修正するための手動ジェスチャー３４５を行うモデルの手および／または
ペンの映像とすることができる。
【００６０】
　[0063]手動ジェスチャーを行うモデルの手および／またはペンの映像として説明したが
、当業者は、教示動画は、手動ジェスチャーの芸術的な描写やそのような手動ジェスチャ
ーのやり方についての指導の任意画像であってよいことを理解および認識されよう。した
がって、手動ジェスチャーのやり方の理解を促進する、関連分野で知られる学習支援を教
示動画と考えることができる。
【００６１】
　[0064]別の実施形態では、引き続き図３を参照すると、教示動画３３５は、コンテンツ
入力領域２３５で再生されることができる。この実施形態では、教示動画３３５で実演さ
れる手動ジェスチャー３４５は、コンテンツ入力領域２３５内のフォーカス２５５がある
選択テキスト部分に直接適用されることができる。したがって、コンテンツ入力領域２３
５内に指導フィードバックが組み込まれることができる。このように教示動画３３５を表
示することにより、本発明の実施形態は、ユーザーが特定の文章作成／編集動作を行う際
に手動ジェスチャー３４５を教授または強化する、下書きと同時に学習できる技術を実施
する。
【００６２】
　[0065]教示動画３３５を表示する２つの異なる構成を説明したが、当業者には、ＵＩ表
示で教示動画３３５を再生する他の種の適切な位置が使用されてよく、また、本発明の実
施形態は、本明細書に記載されるように表示領域３３０またはコンテンツ入力領域２３５
で教示動画３３５を再生することに限定されないことが理解および認識されよう。
【００６３】
　[0066]教示ジェスチャー３４５の１回目分の教示動画３３５を再生すると、教示ジェス
チャー３４５は、繰り返される、またはループされることができる。一実施形態では、教
示ジェスチャー３４５は、所定回数ループされることができる（例えば１回、５回、５０
回等）。別の実施形態では、教示ジェスチャー３４５は、ループを止めるためのユーザー
によって開始された指示で中断されるまで、継続的な再生モードでループすることができ
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る。この実施形態の一例では、ループを停止するためのユーザーによって開始される指示
は、起動された教示動画３３５が再生されている表示領域３３０の一部に適用される手動
ジェスチャー等のキャンセル入力であり得る。この実施形態の別の例では、ループを停止
するためのユーザーによって開始される指示は、手書きパッドツール２９５によって生成
されたコンテンツ入力領域２３５に適用される手動ジェスチャー３４５等の下書きを行う
ための入力であり得る。上記または他の所定の手動ジェスチャーを検出するのに伴い、教
示動画３４５のループが中断され、表示領域３３０が非表示にされることができる。
【００６４】
　[0067]教示動画３３５に気づくと、ユーザーは、実演される手動ジェスチャー３４５を
真似することを試みることができる。ユーザーが上手く手動ジェスチャー３４５を真似す
るか、教示動画３３５を正確に真似ると、ユーザーによって提供された手動ジェスチャー
が正しく行われたと識別される。それに従って、正しく行われた手動ジェスチャーに対応
付けられた動作（例えば編集動作や管理動作）が手書きパッドツール２９５で呼び出され
る。
【００６５】
　[0068]次いで図４～図７を参照すると、本発明の実施形態による、ユーザーによって開
始された適切な入力を認識すると教示動画のフレームを表示する段階を示した、進行して
いくＵＩ表示が図示される。初めに図４を参照すると、浮上させた手書きパッドツール２
９５を含む例示的ＵＩ表示４００が図示される。浮上させた手書きパッドツール２９５は
、コンテンツ４１０が入力されたコンテンツ入力領域２３５を含む。コンテンツ４１０は
コンテンツ入力領域２３５内にあるので、このコンテンツは、浮上させた手書きパッドツ
ール２９５に、編集動作に対応付けられた教示動画４１５の表現を表示させる。他の実施
形態では、教示動画４１５の表現は異なってよく、または浮上させた手書きパッドツール
２９５によってサポートされる他の動作に対応付けられてよく、または、一般的には基礎
となる動作の機能に基づいて互いに異なるアイコン表現を介してユーザーに伝達されても
よい。
【００６６】
　[0069]図４～図７に示すように、教示動画４１５の表現は、ツールバー３２０に配置さ
れた選択可能コントロール３９５である。選択可能コントロール３９５の形で図示するが
、教示動画４１５の表現は、ジェスチャーパネルに配置されたトグルボタン等、上記の形
態をとることも可能であり、または非表示にされることもできる。
【００６７】
　[0070]いくつかの例では、フォーカス４２０で示すように、コンテンツ４１０の一部が
選択、または強調表示される。削除動作に対応付けられた選択可能コントロール４２５を
作動すると、テキスト４５５の選択部分に手動ジェスチャー４９５を行う教示動画４９５
を表示する表示領域３３０が浮上する。したがって、教示動画４５０は、対象となる語、
フレーズ、画像等に合わせて動的に指導内容を絞り込む、関連性のある学習支援である。
さらに、選択可能コントロール４２５の作動は、カーソルツールで選択可能コントロール
４２５を押すことにより、または、視覚的に描画されたボタン／トグル／コントロールに
作動を適用する他の知られる方法により、行われることができる。
【００６８】
　[0071]図５および図６はそれぞれＵＩ表示５００および６００を示し、教示動画４５０
のフレームが進行した様子を示す。すなわち、テキスト４５５の選択部分に適用された手
動ジェスチャー４９５を実演する画像の例示的な進行が図示されている。進行の一巡が完
了すると、進行はループするか、または表示領域３３０が非表示にされることができる。
【００６９】
　[0072]図７を参照すると、浮上させた手書きパッドツール２９５を示すＵＩ表示７００
が図示され、コンテンツ入力領域２３５にコンテンツ４１０が提供されている。この実施
形態では、教示動画４５０は、コンテンツ入力領域２３５内のテキスト４５５の選択部分
の上で手動ジェスチャー４９５を実演するように構成される。上記のように、教示動画４
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５０は、ユーザーが選択可能コントロール４２５を作動すると起動されることができる。
他の実施形態では、教示動画は、教示動画４５０に対応付けられた動作を呼び出す２次コ
マンドを受け取ると起動されることができる。
【００７０】
　[0073]次いで図８および図９を参照すると、手動ジェスチャーを実演する教示動画を開
始するプロセス８００を示す動作流れ図が示され、このプロセスは、本発明の一実施形態
による適切な例示的システムアーキテクチャーで実施される。図８を参照すると、初めに
、手順８１０で示されるように、処理コンポーネント２２５にインストールされたオペレ
ーティングシステムが、コンピューティングデバイス２１５のコンピューティング環境の
状況を動的に監視する。一実施形態では、監視は、コンピューティングデバイス２１５を
調べて８０５、アクティブ状態に昇格する教示動画を判定することを含む。他の実施形態
では、コンピューティング環境を監視することは、手書きパッドツールの現在の状態を認
識するステップ（手順８１１参照）、手書きパッドツールによって生成されたコンテンツ
入力領域内のカーソルのフォーカスを識別するステップ（手順８１２参照）、および、状
況およびフォーカスに基づいて、どの動作が呼び出せる状態であるかを確定するステップ
（手順８１３参照）を、特定の順序によらず含む。
【００７１】
　[0074]どの動作が呼び出せる状態であるかを確定すると、それらの動作に対応付けられ
た教示動画が識別され、アクティブ状態に昇格される。手順８１５で示すように、昇格さ
れた教示動画は、アクティブ状態で一時的に記憶されることができる。また、手順８２０
で示すように、それらの教示動画の表現をＵＩ表示に提示すると、どの教示動画がアクテ
ィブ状態であるか、すなわち起動できる状態であるかを知らせる指示がユーザーに提供さ
れることができる。典型的には、ＵＩ表示は、タッチ画面インターフェイス２５０上に表
示される。
【００７２】
　[0075]参照符号８２５に示されるように、提示された教示動画の表現を対象とする、ユ
ーザーによって開始された入力が、タッチ画面インターフェイス２５０に浮上した手書き
パッドツールとのユーザー対話を介して受け取られることができる。入力を受け取ると、
手順８３０が実行されて、アクティブ状態に昇格された１つまたは複数の教示動画を起動
することができる。一例では、起動は、表示領域を浮上させ（手順８３２参照）、選択さ
れたテキストに対して手動ジェスチャーを実行するモデルの手および／またはペンの映像
を再生すること（手順８３５参照）を伴うことができる。さらに、各実施形態では、教示
動画を起動することにより、それらの動画に対応付けられた動作を呼び出す場合も呼び出
さない場合もある。
【００７３】
　[0076]図９を参照すると、参照符号９３５で示されるように、教示画像を起動する旨の
指示がタッチ画面インターフェイス２５０上に表示される。実施形態では、参照符号９４
０で示すように、ユーザーによって開始されたコマンドが、手書きパッドツールとの関連
で受け取られることができる。手順９４５で示すように、ユーザーによって開始されたコ
マンドは、表示された教示動画を真似た手動ジェスチャーとして識別されることができる
。そのようなジェスチャーとして識別されると、受け取られた手動ジェスチャーに基づい
て、動作（例えば編集動作、管理動作等）が呼び出される。
【００７４】
　[0077]本発明について特定の実施形態との関連で説明したが、それらの実施形態はあら
ゆる点で限定的ではなく、例示的なものである。当業者には、本発明がその範囲から逸脱
せずに関連する代替実施形態が明らかになろう。
【００７５】
　[0078]前述から、本発明が、上記のすべての目標および目的を達成するために適合され
た発明であり、本システムおよび方法に自明で固有な他の利点を伴うことが理解されよう
。特定の特徴とサブコンビネーションが有用であり、他の特徴およびサブコンビネーショ
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ンを参照せずに用いられることが可能であることが理解されよう。これは、特許請求の範
囲によって企図され、特許請求の範囲内にある。

【図１】 【図２】
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