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(57)【要約】
　本発明によるシステムおよび方法は、ユーザインター
フェイスのためのレイアウト構造および方法を提供する
。
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　画面上に表示されるユーザインターフェイスであって、
　複数のコントロール要素であって、前記複数のコントロール要素の少なくともいくつか
に少なくとも1つの英数字が表示される複数のコントロール要素と、
　前記複数のコントロール要素を使用して入力された英数字を表示するためのテキストボ
ックスと、
　表示アイテムの複数のグループとを備え、
　前記ユーザインターフェイス上の前記複数のグループのレイアウトは、表示されるグル
ープの第1の個数に基づいており、グループ内の前記表示アイテムのレイアウトは、その
グループ内に表示される前記アイテムの第2の個数に基づくユーザインターフェイス。
【請求項２】
　前記表示アイテムは、ムービーカバー画像であり、グループの前記第1の個数は、4であ
り、前記ユーザインターフェイス上に表示される一番左のグループ内のアイテムの前記第
2の個数は、7であり、さらに、
　前記4つのグループは、それぞれ中心点を有する一番左のグループ、左中心グループ、
右中心グループと、一番右のグループとを含み、
　前記ユーザインターフェイス上の前記4つのグループの前記レイアウトは、台形のコー
ナにそれぞれのグループの中心点が配置されるようなレイアウトであり、
　前記左中心グループおよび前記右中心グループは、前記一番左のグループおよび前記一
番右のグループの中心点に比べて前記ユーザインターフェイスの底部から遠く離れている
中心点を有し、
　前記左中心グループは、それぞれのアイテムの中心点が円の周上に配置され、それぞれ
のアイテムがオーバラップするように配置されている3つのアイテムを有する請求項1に記
載のユーザインターフェイス。
【請求項３】
　前記複数のコントロール要素は、2つの水平行にレイアウトされる請求項1に記載のユー
ザインターフェイス。
【請求項４】
　前記テキストボックスは、前記複数のコントロール要素の上に表示され、表示アイテム
の前記グループは、前記複数のコントロール要素の下に表示される請求項1に記載のユー
ザインターフェイス。
【請求項５】
　前記表示アイテムは、画像である請求項1に記載のユーザインターフェイス。
【請求項６】
　前記画像は、ムービーカバーである請求項5に記載のユーザインターフェイス。
【請求項７】
　グループの前記レイアウトは、それぞれのグループの中心点を前記ユーザインターフェ
イス上のある位置に置くことを伴い、前記位置は、表示されるグループの個数に基づいて
決定される請求項1に記載のユーザインターフェイス。
【請求項８】
　前記グループのうちの1つに関連付けられた前記表示アイテムのそれぞれは、それぞれ
の中心点に配置されている四角形の領域内に表示される請求項7に記載のユーザインター
フェイス。
【請求項９】
　前記第2の個数が、前記複数のグループのうちの1については1である場合、そのグルー
プ内のアイテムは、前記グループの中心点からそのアイテムに関連付けられている中心点
をオフセットし、前記四角形の領域内の前記アイテムを、同じサイズの第2アイテムが収
まりきらないようなサイズにスケーリングすることにより前記四角形の領域内に置かれる
請求項8に記載のユーザインターフェイス。
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【請求項１０】
　前記第2の個数は、前記複数のグループのうちの1つについては2である場合、2つのアイ
テムは、前記2つのアイテムの中心点を前記四角形の領域内で対角線上に揃えることによ
り前記四角形の領域内に置かれる請求項8に記載のユーザインターフェイス。
【請求項１１】
　前記第2の個数は、前記複数のグループのうちの1つについては3である場合、3つのアイ
テムは、前記3つのアイテムの中心点を前記四角形の領域内の円の周上に配置することに
より前記四角形の領域内に置かれる請求項8に記載のユーザインターフェイス。
【請求項１２】
　前記第2の個数は、前記複数のグループのうちの1つについては4である場合、4つのアイ
テムは、前記4つのアイテムの中心点を前記四角形の領域内の菱形のコーナ上に配置する
ことにより前記四角形の領域内に置かれる請求項8に記載のユーザインターフェイス。
【請求項１３】
　前記第2の個数は、前記複数のグループのうちの1つについては5である場合、5つのアイ
テムは、5つのアイテムの中心点を前記四角形の領域内の楕円の周の右半分にそって配置
することにより前記四角形の領域内に置かれる請求項8に記載のユーザインターフェイス
。
【請求項１４】
　前記第2の個数は、前記複数のグループのうちの1つについては6である場合、6つのアイ
テムは、3つのアイテムが下側行に配置された3つのアイテムの上の上側行に配置されるよ
うにグリッド内に置かれ、上側の一番左のアイテムは、下側の一番左のアイテムの上に揃
えられ、前記上側の一番左のアイテムの上縁は、上側の一番右のアイテムの上縁よりも高
く、前記上側の一番右のアイテムは、下側の一番右のアイテムの上に揃えられ、前記下側
の一番右のアイテムは、前記上側の一番右のアイテムの下に揃えられ、前記下側の一番左
のアイテムの下縁は、前記下側の一番右のアイテムの下縁よりも低く、上側の中心アイテ
ムは、前記グループの中心点の左にあり、前記上側行内の両方のアイテムとオーバラップ
し、下側の中心アイテムは、前記グループの中心点の右にあり、前記下側行内の両方のア
イテムとオーバラップし、前記上側の中心アイテムとオーバラップする請求項8に記載の
ユーザインターフェイス。
【請求項１５】
　前記第2の個数は、前記複数のグループのうちの1つについては7である場合、7つのアイ
テムは、1つのアイテムが中心にあり、3つのアイテムが前記中心アイテムの上の上側行に
配置され、3つのアイテムが下側行内の前記中心アイテムの下に配置されるようにグリッ
ド内に置かれ、上側の一番左のアイテムは、上側の一番右のアイテムよりもわずかに高く
、下側の一番左のアイテムと揃えられ、前記上側の一番右のアイテムは、前記上側の一番
左のアイテムよりもわずかに低く、下側の一番右のアイテムと揃えられ、前記下側の一番
右のアイテムは、前記上側の一番右のアイテムと前記下側の一番左のアイテムの両方と一
列に並び、前記上側行内の真ん中のアイテムの上縁は、前記上側の一番左のアイテムと前
記上側の一番右のアイテムの両方の上縁よりも高く、前記下側行内の真ん中のアイテムの
下縁は、前記下側の一番左のアイテムと前記下側の一番右のアイテムの両方の下縁よりも
低く、
　前記中心アイテムは、他のすべてのアイテムとオーバラップし、いずれかの行内の前記
真ん中のアイテムは、その行内のアイテムとオーバラップし、前記中心アイテムは、前記
グループの前記中心点の左にあり、前記真ん中のアイテムは、前記グループの前記中心点
の右にある請求項8に記載のユーザインターフェイス。
【請求項１６】
　前記第2の個数は、前記複数のグループのうちの1つについては8である場合、8つのアイ
テムは、2つのアイテムが真ん中の行に配置され、3つのアイテムが前記真ん中の行の上の
上側行に配置され、3つのアイテムが前記真ん中の行の下の下側行に配置されるようにグ
リッド内に置かれ、上側の一番左のアイテムは、上側の一番右のアイテムと下側の一番左
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のアイテムの両方と揃えられ、前記上側の一番右のアイテムは、前記上側の一番左のアイ
テムと下側の一番右のアイテムの両方と揃えられ、前記下側の一番右のアイテムは、前記
上側の一番右のアイテムと前記下側の一番左のアイテムの両方と揃えられ、前記上側行内
の真ん中のアイテムの上縁は、前記上側の一番左のアイテムと前記上側の一番右のアイテ
ムの両方の上縁よりも高く、前記下側行内の真ん中のアイテムの下縁は、前記下側の一番
左のアイテムと前記下側の一番右のアイテムの両方の下縁よりも低く、オーバラップは、
前記真ん中の行と他のすべての行との間で生じ、前記上側行または前記下側行のいずれか
の中の前記中心アイテムは、それぞれの行の中のアイテムとオーバラップする請求項8に
記載のユーザインターフェイス。
【請求項１７】
　グループの前記個数は、前記複数のコントロール要素を使用して入力されたことから検
索結果に基づき変化する請求項1に記載のユーザインターフェイス。
【請求項１８】
　前記グループは、オーバラップせず、それぞれのグループ内の前記アイテムの少なくと
も一部はオーバラップする請求項1に記載のユーザインターフェイス。
【請求項１９】
　ユーザインターフェイスにアイテムをレイアウトする方法であって、
　グループ表示空間内にアイテムの複数のグループをレイアウトするステップであって、
前記グループは前記複数のグループの個数の関数として変化するパターンで前記表示空間
内にレイアウトされるステップと、
　前記複数のグループのそれぞれについて、前記複数のグループのうちのそれぞれのグル
ープに関連付けられているアイテム表示空間内に複数のアイテムをレイアウトするステッ
プであって、前記アイテムは前記複数のアイテムの個数の関数として変化するパターンで
それぞれのアイテム表示空間内にレイアウトされるステップとを含む方法。
【請求項２０】
　少なくとも一組のレイアウト規則に従って前記複数のグループおよび複数のアイテムを
レイアウトする前記ステップを実行するステップをさらに含む請求項19に記載の方法。
【請求項２１】
　前記レイアウト規則は、前記複数のグループおよび前記複数のアイテムをレイアウトす
る前記ステップに再帰的に適用される請求項20に記載の方法。
【請求項２２】
　前記ユーザインターフェイスは、テレビジョンに表示され、前記アイテムは、ムービー
カバー画像であり、前記ムービーカバー画像のうちの1つがユーザにより選択されると、
関連する映画の追加の情報が前記ユーザインターフェイス上に表示される請求項19に記載
の方法。
【請求項２３】
　前記テレビジョンは、高解像度テレビジョンであり、スクロールせずに単一のGUI画面
上に表示されるムービーカバー画像の最大数は、128である請求項22に記載の方法。
【請求項２４】
　複数のコントロール要素を前記ユーザインターフェイス上に提供するステップであって
、前記複数のコントロール要素の少なくともいくつかに少なくとも1つの英数字が表示さ
れるステップと、
　前記ユーザインターフェイス上に前記複数のコントロール要素を使用して入力された英
数字を表示するためのテキストボックスを提供するステップとをさらに含む請求項19に記
載の方法。
【請求項２５】
　グループの前記レイアウトは、それぞれのグループの中心点を前記ユーザインターフェ
イス上のある位置に置くことを伴い、前記位置は、表示されるグループの個数に基づいて
決定される請求項19に記載の方法。
【請求項２６】
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　前記グループのうちの1つに関連付けられた前記表示アイテムのそれぞれは、それぞれ
の中心点に配置されている四角形の領域内に表示される請求項25に記載の方法。
【請求項２７】
　前記複数のアイテムの個数が、前記複数のグループのうちの1については1である場合、
そのグループ内のアイテムは、前記グループの中心点からそのアイテムに関連付けられて
いる中心点をオフセットし、前記四角形の領域内の前記アイテムを、同じサイズの第2ア
イテムが収まりきらないようなサイズにスケーリングすることにより前記四角形の領域内
に置かれる請求項26に記載の方法。
【請求項２８】
　前記複数のアイテムの個数は、前記複数のグループのうちの1つについては2である場合
、2つのアイテムは、前記2つのアイテムの中心点を前記四角形の領域内で対角線上に揃え
ることにより前記四角形の領域内に置かれる請求項26に記載の方法。
【請求項２９】
　前記複数のアイテムの個数は、前記複数のグループのうちの1つについては3である場合
、3つのアイテムは、前記3つのアイテムの中心点を前記四角形の領域内で円の周上に配置
することにより前記四角形の領域内に置かれる請求項26に記載の方法。
【請求項３０】
　前記複数のアイテムの個数は、前記複数のグループのうちの1つについては4である場合
、4つのアイテムは、前記4つのアイテムの中心点を前記四角形の領域内で菱形のコーナ上
に配置することにより前記四角形の領域内に置かれる請求項26に記載の方法。
【請求項３１】
　前記複数のアイテムの個数は、前記複数のグループのうちの1つについては5である場合
、5つのアイテムは、5つのアイテムの中心点を前記四角形の領域内の楕円の周の右半分に
そって配置することにより前記四角形の領域内に置かれる請求項26に記載の方法。
【請求項３２】
　前記複数のアイテムの個数は、前記複数のグループのうちの1つについては6である場合
、6つのアイテムは、3つのアイテムが下側行に配置された3つのアイテムの上の上側行に
配置されるようにグリッド内に置かれ、上側の一番左のアイテムは、下側の一番左のアイ
テムの上に揃えられ、前記上側の一番左のアイテムの上縁は、上側の一番右のアイテムの
上縁よりも高く、前記上側の一番右のアイテムは、下側の一番右のアイテムの上に揃えら
れ、前記下側の一番右のアイテムは、前記上側の一番右のアイテムの下に揃えられ、前記
下側の一番左のアイテムの下縁は、前記下側の一番右のアイテムの下縁よりも低く、上側
の中心アイテムは、前記グループの中心点の左にあり、前記上側行内の両方のアイテムと
オーバラップし、下側の中心アイテムは、前記グループの中心点の右にあり、前記下側行
内の両方のアイテムとオーバラップし、前記上側の中心アイテムとオーバラップする請求
項26に記載の方法。
【請求項３３】
　前記複数のアイテムの個数は、前記複数のグループのうちの1つについては7である場合
、7つのアイテムは、1つのアイテムが中心にあり、3つのアイテムが前記中心アイテムの
上の上側行に配置され、3つのアイテムが下側行内の前記中心アイテムの下に配置される
ようにグリッド内に置かれ、上側の一番左のアイテムは、上側の一番右のアイテムよりも
わずかに高く、下側の一番左のアイテムと揃えられ、前記上側の一番右のアイテムは、前
記上側の一番左のアイテムよりもわずかに低く、下側の一番右のアイテムと揃えられ、前
記下側の一番右のアイテムは、前記上側の一番右のアイテムと前記下側の一番左のアイテ
ムの両方と一列に並び、前記上側行内の真ん中のアイテムの上縁は、前記上側の一番左の
アイテムと前記上側の一番右のアイテムの両方の上縁よりも高く、前記下側行内の真ん中
のアイテムの下縁は、前記下側の一番左のアイテムと前記下側の一番右のアイテムの両方
の下縁よりも低く、
　前記中心アイテムは、他のすべてのアイテムとオーバラップし、いずれかの行内の前記
真ん中のアイテムは、その行内のアイテムとオーバラップし、前記中心アイテムは、前記
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グループの前記中心点の左にあり、前記真ん中のアイテムは、前記グループの前記中心点
の右にある請求項26に記載の方法。
【請求項３４】
　前記複数のアイテムの個数は、前記複数のグループのうちの1つについては8である場合
、8つのアイテムは、2つのアイテムが真ん中の行に配置され、3つのアイテムが前記真ん
中の行の上の上側行に配置され、3つのアイテムが前記真ん中の行の下の下側行に配置さ
れるようにグリッド内に置かれ、上側の一番左のアイテムは、上側の一番右のアイテムと
下側の一番左のアイテムの両方と揃えられ、前記上側の一番右のアイテムは、前記上側の
一番左のアイテムと下側の一番右のアイテムの両方と揃えられ、前記下側の一番右のアイ
テムは、前記上側の一番右のアイテムと前記下側の一番左のアイテムの両方と揃えられ、
前記上側行内の真ん中のアイテムの上縁は、前記上側の一番左のアイテムと前記上側の一
番右のアイテムの両方の上縁よりも高く、前記下側行内の真ん中のアイテムの下縁は、前
記下側の一番左のアイテムと前記下側の一番右のアイテムの両方の下縁よりも低く、オー
バラップは、前記真ん中の行と他のすべての行との間で生じ、前記上側行または前記下側
行のいずれかの中の前記中心アイテムは、それぞれの行の中のアイテムとオーバラップす
る請求項26に記載の方法。
【請求項３５】
　グループの前記個数は、前記複数のコントロール要素を使用して入力されたことから検
索結果に基づき変化する請求項24に記載の方法。
【請求項３６】
　前記グループは、オーバラップせず、それぞれのグループ内の前記アイテムの少なくと
も一部はオーバラップする請求項19に記載の方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本出願は、開示が参照により本明細書に組み込まれている、「Scaling and Layout Met
hods and Systems for Handling One-to-Many Objects」という表題の2005年1月5日に出
願された米国仮特許出願第60/641,421号に関係するものであり、またその優先権を主張す
るものである。
【０００２】
　本発明は、メディアアイテムの編成、選択、および起動を行うためのフレームワークに
ついて説明する。そのフレームワークの一部は、ポイント、クリック、スクロール、ホバ
リング、およびズームの基本構成要素を備えるグラフィカルユーザインターフェイス、よ
り詳細には、自由空間ポインティングリモコンとともに使用できるメディアアイテムに関
連付けられているグラフィカルユーザインターフェイスの設計およびオペレーションを伴
う。
【背景技術】
【０００３】
　情報の通信に関連する技術は、最近数十年の間に急速に発達した。(単に数例を挙げた
だけでも)テレビ、携帯電話、インターネットおよび光通信技術が複合することで、消費
者は非常に多くの情報および娯楽の選択肢を利用できるようになっている。テレビを例に
とると、この30年の間に、有線テレビ放送、衛星テレビ放送、ペイパービュー方式映画、
ビデオオンデマンドが導入された。1960年代のテレビ視聴者は、典型的には、無料の電波
によるテレビ放送の4つまたは5つのチャンネルをテレビ受像機で受信できたと思われるが
、今日のテレビ視聴者は、数百、場合によっては数千ものチャンネルから番組や情報を選
択する機会が与えられている。現在主にホテルなどで使用されているビデオオンデマンド
技術を利用すれば、数千もの映画タイトルから家庭内で娯楽作品を選択することが可能に
なる。カリフォルニア州95002アルビソ、ゴールドストリート2160所在のTiVo, Inc.社が
販売しているようなデジタルビデオ記録(DVR)機器は、さらに、利用可能な選択肢を広げ
る。
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【０００４】
　このような大量の情報およびコンテンツをエンドユーザに対して技術的に提供可能であ
ることは、システム設計者およびサービス提供者に、好機をもたらすとともに、難題を課
すことにもなる。難題の1つは、エンドユーザは典型的には与えられる選択肢が少ないの
よりも多いのを好むが、この選好は、選択プロセスが高速で、かつ単純であるべきという
願望と平衡しているという点である。残念なことに、エンドユーザがメディアアイテムに
アクセスするために使用するシステムおよびインターフェイスの開発の結果、高速でもな
く単純でもない選択プロセスができあがった。ここでまた、テレビ番組の例を考察する。
テレビがまだその幼年時代にあった頃、どの番組を見るか決定することは、主に選択肢が
少数であったため、比較的単純なプロセスであった。視聴者は、例えば、(1)近くのテレ
ビチャンネル、(2)それらのチャンネルで伝送されている番組、および(3)日時の間の対応
関係を示す一連の列と行として書式化された印刷された番組ガイドを調べる。テレビは、
チューナつまみを調節することにより見たいチャンネルに合わされ、視聴者はその選択さ
れた番組を見た。その後、リモコンデバイスが導入され、視聴者は離れた場所からテレビ
のチャンネルを合わせることができるようになった。ユーザテレビジョンインターフェイ
スにこうした機能の追加が行われ、「チャンネルサーフィン」と呼ばれる現象が引き起こ
されるようになり、これにより視聴者は、多数のチャンネルで放送されている短い番組断
片をすぐに見て、所定の時刻にどの番組が見られるかを素早く知ることができた。
【０００５】
　チャンネルの数と視聴可能コンテンツの量は、劇的に増大してきたという事実があるに
もかかわらず、テレビで一般的に利用可能なユーザインターフェイスおよびコントロール
デバイスオプションおよびフレームワークは、ここ30年間あまり変化していない。印刷さ
れた番組ガイドは、なおも、番組情報を伝える最も普及しているメカニズムである。単純
な上向き矢印と下向き矢印を備える複数ボタンリモコンは、なおも、最も普及しているチ
ャンネル/コンテンツ選択メカニズムである。利用可能なメディアンコンテンツの増大に
対する、TVユーザインターフェイスを設計し、実装する人々の反応は、既存の選択手順お
よびインターフェイスオブジェクトの直接的な拡張であった。そのため、印刷された番組
ガイド中の行と列の数は、さらに多くのチャンネルを盛り込めるように増やされた。リモ
コンデバイス上のボタンの数も、例えば、図1に示されているように、追加機能およびコ
ンテンツの取り扱いをサポートするために増やされた。しかし、このアプローチでは、視
聴者が利用可能な情報を調べるのに要する時間だけでなく選択を実行するのに必要なアク
ションの複雑度も著しく増大した。ほぼ間違いなく、既存のインターフェイスの扱いにく
い性質は、一部のサービス、例えば、ビデオオンデマンドの商業実装を妨げたが、それは
、消費者が、すでに遅くて複雑すぎると見ているインターフェイスになおも複雑さを付け
加える新しいサービスに抵抗しているからである。
【０００６】
　帯域幅およびコンテンツの増大に加えて、ユーザインターフェイスのボトルネック問題
は、技術の集約化により悪化しつつある。消費者は、多数の分離可能なコンポーネントで
はなく、統合システムを購入するオプションを持つことに対し積極的なリアクションを示
している。このトレンドのよい例として、3つの以前には独立していたコンポーネントが
今日では統合ユニットとして売られることが多くなっているコンビネーションテレビ/VCR
/DVDが挙げられる。このトレンドは続く可能性が高く、潜在的に最終的結果として、家庭
に現在見られる通信デバイスのすべてではないとしてもその大半が、統合ユニット、例え
ば、テレビ/VCR/DVD/インターネットアクセス/ラジオ/ステレオユニットとしてパッケー
ジ化されるであろう。セパレート型コンポーネントを購入する人でも、それらのコンポー
ネントのシームレスなコントロールおよびそれらのコンポーネントの間の相互動作を望ん
でいる。このような集約化が増えるとともに、ユーザインターフェイスの複雑さが増す可
能性がある。例えば、いわゆる「ユニバーサル」リモコンユニットが導入され、例えば、
TVリモコンユニットとVCRリモコンユニットの機能を組み合わせたときに、それらのユニ
バーサルリモコンユニット上のボタンの個数は、典型的には、個別にTVリモコンユニット
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上のボタンの数またはVCRリモコンユニット上のボタン数のいずれよりも多くなった。こ
のようにボタンと機能の数が増えると、リモコンユニット上の目指すボタンを探し回らず
にTVまたはVCRの最も単純な機能以外のものをコントロールすることが非常に困難になる
。これらのユニバーサルリモコンユニットが、特定TVに固有の多くのレベルにわかれてい
るコントロールまたは機能にアクセスするのに十分な数のボタンを備えていないことは幾
度となくある。これらの場合において、オリジナルのデバイスリモコンユニットはなおも
必要であり、複数のリモコンを扱うという元からの面倒な作業は、集約化の複雑さから生
じるユーザインターフェイス問題のせいで、いぜんとして残る。いくつかのリモコンユニ
ットでは、このような問題を、エキスパートコマンドでプログラムすることができる「ソ
フト」ボタンを追加することにより解消している。これらのソフトボタンは、ときには、
その動作を示すために付属LCDディスプレイを備える。これらには、また、TVからリモコ
ンに目を移すことなく使用することが困難であるという欠点がある。これらのリモコンユ
ニットのさらに他の欠点は、ボタンの数を減らそうとしてモードを使用することである。
これらの「モード付き」ユニバーサルリモコンユニットでは、リモコンユニットがTV、DV
Dプレーヤ、ケーブルセットトップボックス、VCRなどと通信すべきかどうかを選択する特
殊ボタンが存在する。これにより、間違ったデバイスにコマンドを送信すること、正しい
モードに入っているかどうかを確認するためにユーザにリモコンユニットを見ることを強
いることを含む多くの使用性問題が引き起こされ、複数のデバイスの統合の簡素化が行わ
れない。これらのユニバーサルリモコンユニットの最も進んでいる点は、ユーザが複数の
デバイスへのコマンド列をリモコンユニット内にプログラムできるようにすることによる
ある種の統合を実現することである。これは、多くのユーザがユニバーサルリモコンユニ
ットをプログラムするためにインストール専門家を雇うような難しいタスクである。
【０００７】
　エンドユーザとメディアシステムとの間の画面インターフェイスを現代的にするいくつ
かの試みもなされてきた。電子番組ガイド(EPG)は、前述のメディアガイドを置き換える
ために、開発され実装された。初期のEPGは、印刷されたメディアガイドの本質的に電子
レプリカとなるものを備えた。例えば、ケーブルサービス事業者は、アナログEPGを提供
し、そこでは、専用チャンネルが、一定期間にわたって、例えば、次の2時間の間に、チ
ャンネルおよび関連する番組のゆっくりスクロールするグリッドを表示する。この方法で
100ものチャンネルをスクロールするのは、退屈な作業であり、コンテンツ配布が著しく
増える、例えばビデオオンデマンドの場合に対応できるように拡張可能ではない。より高
度なデジタルEPGも、開発されている。デジタルEPGでは、番組予定情報、およびオプショ
ンでアプリケーション/システムソフトウェアは、専用のEPG機器、例えば、デジタルセッ
トトップボックス(STB)に送信される。デジタルEPGは、ローカルの対話性を実現し、ユー
ザと表示されるメディアアイテムの選択との間に1つまたは複数のインターフェイス層を
かませることができるため、メディアシステム用のユーザインターフェイスを設計する際
に柔軟度が高い。このようなインターフェイスの一実施例は、開示が参照により本明細書
に組み込まれる、Kamenらの米国特許第6,421,067号に見られる。図2は、'067特許で説明
されているGUIを示している。そこで、Kamenらの特許では、第1の列190は、番組チャンネ
ルの一覧を表示し、第2の列191は、現在放映中の番組を示し、列192は、次の半時間に放
映する番組を示し、第4の列193は、その後の半時間に放映する番組を示す。野球用バット
のアイコン121は、列191および192にわたり、これにより、野球の試合が列192に対応する
タイムスロットに続くことが予想されることを示す。しかし、テキストブロック111は、
列192内に届かない。これは、フットボールの試合は、列192に対応するタイムスロットに
及ぶことが予想されないことを示している。これからわかるように、絵文字194は、フッ
トボールの試合の後、ABCが競馬を表示していることを示す。図2に示されているアイコン
は、図には示されていないカーソルを使用して作動させることができ、さまざまな機能を
実装する、例えば、選択されたプログラミングに関連する情報をダウンロードすることが
できる。他のデジタルEPGおよび関係するインターフェイスは、例えば、開示がさらに参
照により本明細書に組み込まれる、米国特許第6,314,575号、第6,412,110号、および第6,
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577,350号で説明されている。
【０００８】
　しかし、上で説明されているインターフェイスには、さまざまな欠点のうちとりわけ、
メディアアイテムの大きなコレクションとメディアアイテムの小さなコレクションとの間
で容易にスケーリングできないという欠点がある。例えば、アイテムのリストに依存する
インターフェイスは、メディアアイテムの小さなコレクションの場合にはうまく働くが、
メディアアイテムの大きなコレクションの場合にはブラウズに時間がかかる。階層的ナビ
ゲーション(例えば、ツリー構造)に依存するインターフェイスは、メディアアイテムの大
きなコレクションについては、リストインターフェイスに比べて横断がスピーディーな場
合があるが、メディアアイテムの小さなコレクションには簡単に適応させることができな
い。さらに、ユーザは、ツリー構造内の3つまたはそれ以上の層内をユーザが移動しなけ
ればならない選択プロセスには関心を失う傾向がある。これらの場合すべてに関して、現
在のリモコンユニットでは、リストまたは階層をナビゲートするために上および下ボタン
を繰り返し押し続けることをユーザに強制するので、この選択プロセッサはなおいっそう
退屈なものとなる。ページアップおよびページダウンなどの選択スキップコントロールが
利用できる場合、ユーザは、通常、これらの特殊ボタンを見つけるためにリモコンユニッ
トを見なければならないか、またはそもそも存在していることを知ることを学習しなけれ
ばならない。
【０００９】
　ユーザとメディアシステムとの間のコントロールおよび画面インターフェイスを簡素化
し、さらには、選択プロセスを高速化する、編成フレームワーク、技術、およびシステム
は、「A Control Framework with a Zoomable Graphical User Interface for Organizin
g, Selecting and Launching Media Items」という表題の2004年1月30日に出願された米
国特許出願第10/768,432号で説明されており、その開示は、参照により本明細書に組み込
まれ、これ以降「'432出願」と呼ぶ。このようなフレームワークを使用すると、サービス
プロバイダは、多数のメディアアイテムおよび新しいサービスをユーザに提供しやすくす
ることによりエンドユーザ機器への利用可能な帯域幅の増大を利用することができる。
【００１０】
　そこで、ブラウズされている(複数の)メディアアイテムコレクションの(複数の)サイズ
に関係なく、選択活動を簡単に、また迅速に行えるようにするインターフェイスを備える
ことが望ましいであろう。このようなインターフェイスに関連する目的の1つは、ユーザ
から見て心地のよいようにアイテムをレイアウトすることである。他の目的は、限られた
ディスプレイ(またはTV画面)空間を有効に利用して、1つのレイアウトに対し画像の数を
より多く、より大きくすることである。さらに他の目的は、同じまたはさまざまなサイズ
の複数のグループのレイアウトを自動的に行うことである。
【特許文献１】米国特許第6,421,067号明細書
【特許文献２】米国特許第6,314,575号明細書
【特許文献３】米国特許第6,412,110号明細書
【特許文献４】米国特許第6,577,350号明細書
【特許文献５】米国特許出願第10/768,432号明細書
【特許文献６】米国特許出願第11/119,663号明細書
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【００１１】
　本発明によるシステムおよび方法は、複数のコントロール要素とともに画面に表示され
るユーザインターフェイスを備えることによりこれらのニーズおよび他のニーズを解消す
るが、複数のコントロール要素のうち少なくとも一部は、少なくとも1つの英数字をその
上に表示する。英数字を表示するためのテキストボックスは、複数のコントロール要素お
よび表示されるアイテムの複数のグループを使用して入力される。ユーザインターフェイ
ス上の複数のグループのレイアウトは、表示されるグループの第1の個数に基づいており



(10) JP 2008-527539 A 2008.7.24

10

20

30

40

50

、グループ内の表示されるアイテムのレイアウトは、そのグループ内に表示されるアイテ
ムの第2の個数に基づく。
【課題を解決するための手段】
【００１２】
　本発明の例示的な一実施形態によれば、ユーザインターフェイスにアイテムをレイアウ
トする方法は、グループ表示空間内にアイテムの複数のグループをレイアウトし、グルー
プは複数のグループの個数の関数として変化するパターンで表示空間内にレイアウトされ
るステップと、複数のグループのそれぞれについて、複数のグループのうちのそれぞれの
グループに関連付けられているアイテム表示空間内に複数のアイテムをレイアウトし、ア
イテムは複数のアイテムの個数の関数として変化するパターンでそれぞれのアイテム表示
空間内にレイアウトされるステップとを含む。
【００１３】
　付属の図面は、本発明の例示的な実施形態を示している。
【発明を実施するための最良の形態】
【００１４】
　本発明の以下の詳細な説明では、付属の図面を参照する。異なる図面の同じ参照番号は
、同じまたは類似の要素を明示する。また、以下の詳細な説明は、本発明を限定するもの
ではない。その代わりに、本発明の範囲は、付属の請求項により定義される。
【００１５】
　この説明の背景状況をある程度示すために、まず最初に、本発明を実装できる例示的な
集約的メディアシステム200を図3に関して説明する。しかし、当業者であれば、本発明が
この種類のメディアシステムの実装に制限されないこと、またそこに含めるコンポーネン
トを加減できることを理解するであろう。そこでは、入出力(I/O)バス210は、メディアシ
ステム200内のシステムコンポーネントを1つに接続する。I/Oバス210は、メディアシステ
ムコンポーネント間の信号を引き回す多数の異なるメカニズムおよび技術を表している。
例えば、I/Oバス210は、オーディオ信号を引き回す適切な数の独立のオーディオ「パッチ
」ケーブル、ビデオ信号を引き回す同軸ケーブル、制御信号を引き回す二線シリアルライ
ンまたは赤外線もしくは無線周波トランシーバ、光ファイバ、または他の種類の信号を引
き回す他の信号経路メカニズムを備えることができる。
【００１６】
　この例示的な実施形態では、メディアシステム200は、I/Oバス210に結合されたテレビ
ジョン/モニタ212、ビデオカセットレコーダ(VCR)214、デジタルビデオディスク(DVD)レ
コーダ/再生デバイス216、オーディオ/ビデオチューナ218、およびコンパクトディスクプ
レーヤ220を備える。VCR 214、DVD 216、およびコンパクトディスクプレーヤ220は、単一
ディスクまたは単一カセットデバイスとしてよいか、またはそれとは別に、複数ディスク
または複数カセットデバイスとすることができる。これらは、独立のユニットであるか、
または一体化されることもできる。それに加えて、メディアシステム200は、マイクロホ
ン/スピーカシステム222、ビデオカメラ224、および無線I/Oコントロールデバイス226を
含む。本発明の例示的な実施形態によれば、無線I/Oコントロールデバイス226は、自由空
間ポインティングをサポートし、ナビゲーションをサポートする最低限の数のボタンを備
え、RF信号を通じてメディアシステム200と通信するメディアシステムリモコンユニット
である。例えば、無線I/Oコントロールデバイス226は、特定の所望のコマンドを決定する
ため、ジャイロスコープまたは他のメカニズムを使用して画面位置と運動ベクトルの両方
を定義する自由空間ポインティングデバイスとすることができる。さらに、一組のボタン
を無線I/Oデバイス226上に備え、後述の「クリック」プリミティブだけでなく「back」ボ
タンも起動することができる。他の例示的な実施形態では、無線I/Oコントロールデバイ
ス226は、IR信号を介してメディアシステム200のコンポーネントと通信する、メディアシ
ステムリモコンユニットである。さらに他の実施形態では、無線I/Oコントロールデバイ
ス226は、外観が典型的なエンターテインメントシステムリモコンに似ている、ユーザが
エンターテインメントシステム100のディスプレイ上でカーソルの位置を決めるために使
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用されるトラックボールまたは他のナビゲーションメカニズムの付加的機能を備える、IR
リモコンデバイスとすることができる。
【００１７】
　メディアシステム200は、さらに、システムコントローラ228も含む。本発明の例示的な
一実施形態によれば、システムコントローラ228は、複数のエンターテインメントシステ
ムデータソースから入手可能なエンターテインメントシステムデータを格納し、表示し、
またシステムコンポーネントのそれぞれと関連する広範にわたる機能を制御するように動
作する。図3に示されているように、システムコントローラ228は、直接的または間接的に
、必要に応じて、I/Oバス210を通して、システムコンポーネントのそれぞれに結合される
。例示的な一実施形態では、I/Oバス210に加えて、またはその代わりに、システムコント
ローラ228は、IR信号またはRF信号を介してシステムコンポーネントと通信することがで
きる、無線通信送信機(またはトランシーバ)を備えるように構成される。コントロール媒
体に関係なく、システムコントローラ228は、後述のグラフィカルユーザインターフェイ
スを介してメディアシステム200のメディアコンポーネントを制御するように構成される
。
【００１８】
　図3にさらに例示されているように、メディアシステム200は、さまざまなメディアソー
スおよびサービスプロバイダからメディアアイテムを受信するように構成することができ
る。この例示的な実施形態では、メディアシステム200は、有線放送230、衛星放送232(例
えば、パラボラアンテナを介して)、放送テレビジョンネットワーク234の超短波(VHF)ま
たは極超短波(UHF)無線周波通信(例えば、空中線アンテナを介して)、電話網236、および
ケーブルモデム238(またはインターネットコンテンツの他のソース)のうちのいずれかま
たはすべてからメディア入力を受信し、適宜それらに情報を送信する。当業者であれば、
図3に関して例示され、説明されているメディアコンポーネントおよびメディアソースは
、純粋に例示的であり、メディアシステム200には、その両方を加減して含めることがで
きることを理解するであろう。例えば、システムへの他の種類の入力は、AM/FMラジオお
よび衛星ラジオを含む。
【００１９】
　図4は、本発明による、例示的なシステムコントローラ228を例示するブロック図である
。例えば、システムコントローラ228は、セットトップボックスとして実装することがで
き、例えば、プロセッサ300、メモリ302、ディスプレイコントローラ304、他のデバイス
コントローラ(例えば、システム200の他のコンポーネントに関連する)、1つまたは複数の
データ記憶デバイス308、およびI/Oインターフェイス310を備える。これらのコンポーネ
ントは、バス312を介してプロセッサ300と通信する。当業者であれば、プロセッサ300は
、1つまたは複数の処理ユニットを使用して実装することができることを理解するであろ
う。(複数の)メモリデバイス302は、例えば、DRAMまたはSRAM、ROMを含むことができ、そ
の一部は、キャッシュメモリとして指定することができ、そこに、プロセッサ300により
実行されるソフトウェアおよび/または、後述のグラフィカルユーザインターフェイスに
関連するソフトウェアおよび/またはデータを含む、そのようなプログラムにより使用可
能なデータを格納する。ディスプレイコントローラ304は、プロセッサ300により、モニタ
212の表示を制御して、とりわけ、後述のGUI画面およびオブジェクトを表示するために動
作させることができる。本発明の例示的な実施形態によるズーミング可能なGUIは、解像
度に関係しないズーミングを行い、したがって、モニタ212は、任意の解像度で表示を行
うことができる。デバイスコントローラ306は、メディアシステム200の他のコンポーネン
トとプロセッサ300との間のインターフェイスをなす。データ記憶デバイス308は、ハード
ディスクドライブ、フロッピー（登録商標）ディスクドライブ、CD-ROMデバイス、または
他の大容量記憶装置のうちの1つまたは複数を含むことができる。入出力インターフェイ
ス310は、例えば、キーボードインターフェイス、RFインターフェイス、IRインターフェ
イス、およびマイクロホン/会話インターフェイスを含む複数のインターフェイスのうち
の1つまたは複数を含むことができる。本発明の例示的な一実施形態によれば、I/Oインタ
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ーフェイス310は、無線ポインティングデバイスの移動に関連する位置情報を受信するた
めのインターフェイスを含む。
【００２０】
　メディアアイテム選択情報を表示するための本発明の例示的な実施形態によるグラフィ
カルユーザインターフェイスの生成およびコントロールは、プロセッサ300がメモリ302に
格納されている命令シーケンスを実行することに応答してシステムコントローラ228によ
り実行される。このような命令は、(複数の)データ記憶デバイス308などの他のコンピュ
ータ可読媒体から、またはメディアシステム200に外部的に接続されているコンピュータ
から、メモリ302内に読み込むことができる。メモリ302内に格納されている命令シーケン
スが実行されると、プロセッサは、グラフィカルユーザインターフェイスオブジェクトお
よびコントロールを、とりわけ、モニタ212上に生成する。他の実施形態において、本発
明を実装するために、配線接続されている回路をソフトウェア命令の代わりに、または組
み合わせて使用することができる。「背景技術」の節で説明されているように、テレビジ
ョン産業に関連する従来のインターフェイスフレームワークは、単純でしかも広範囲にわ
たる選択活動をユーザが行えるようにするという点でひどく制限されている。したがって
、本明細書で説明されているコントロールフレームワークは、これらの制限を解消し、し
たがって、もっぱらというわけではないが、テレビとともに使用することが意図されてい
る。また、本明細書で説明されている画期的なコントロールフレームワーク、グラフィカ
ルユーザインターフェイス、および/またはさまざまなアルゴリズムは、コンピュータお
よび他の非テレビジョンデバイスとともに使用することができるインターフェイスに応用
することができることが予想される。本発明の例示的な実施形態のこれらさまざまな応用
例を区別するために、「テレビジョン」および「TV」という用語は、本明細書では、表示
デバイスのサブセットを指すために使用されるが、「GUI」、「GUI画面」、「ディスプレ
イ」、および「表示画面」という用語は、総称的であることが意図されており、テレビジ
ョンディスプレイ、コンピュータディスプレイ、および他の表示デバイスを指す。より具
体的には、「テレビジョン」および「TV」という用語は、アダプタを使用してテレビジョ
ン信号を他の形式(例えば、コンピュータビデオ形式)に変換することなく、テレビジョン
信号(例えば、NTSC信号、PAL信号、またはSECAM信号)を表示することができる表示デバイ
スのサブセットを指すことが意図されている。それに加えて、「テレビジョン」および「
TV」という用語は、数フィートまたはそれ以上の距離(例えば、ソファーから居間のTVま
での距離)から一般的に見られる表示デバイスのサブセットを指すが、コンピュータディ
スプレイは、一般的に、接近して見られる(例えば、椅子から机上のモニタまでの距離)。
【００２１】
　本発明によるズーミング可能なグラフィカルインターフェイスを含むコントロールフレ
ームワークを実装するために使用することができる例示的なメディアシステムについて説
明されているが、このようなインターフェイスのいくつかの実施例をこれから説明する。
しかし、当業者であれば、本発明の例示的な実施形態によるレイアウト技術およびメカニ
ズムは、ズーミング可能なユーザインターフェイスの使用に限定されず、ズーミングメカ
ニズムを使用しないユーザインターフェイスにも応用することができることを理解するで
あろう。本発明のいくつかの例示的な実施形態によれば、ユーザインターフェイスは、カ
テゴリ別にグループ化できる選択可能アイテムを表示する。ユーザは、リモコンユニット
上の注目する1つまたは複数のカテゴリをポイントし、選択ボタンを押して、ズームイン
するか、または「back」ボタンを押して、ズームを元に戻す。ユーザがズームイン、また
はズームを元に戻すアクションを実行する毎に、ユーザインターフェイスにより画面上に
レンダリングされる選択可能アイテムの倍率レベルおよび/またはコンテキストが変化す
る。例示的な実施形態によれば、倍率レベルのそれぞれの変化は、矛盾のないようにでき
る、つまり、倍率レベルの変化は、所定のステップで行われる。本発明の例示的な実施形
態は、さらに、極大までのスケーリングを行ういくつかの視覚的技術を組み込んだユーザ
インターフェイスを実現する。これらの技術は、スケーラビリティと使い勝手の両方を高
める構成要素および技術の組合せ、特に、ブラウズされている(複数の)メディアアイテム
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コレクションの(複数の)サイズに関係なく選択活動を簡単に、また迅速に行えるようにす
る技術を伴う。
【００２２】
　ユーザインターフェイスは、概して、視覚的経験を与えるものである。このような環境
では、本発明の例示的な実施形態は、ユーザがビジュアル環境内でオブジェクトの位置を
記憶できることを利用する。これは、ユーザインターフェイス選択アイテムの安定した、
信頼できる配置を行うことにより達成され、これは、同時に、ユーザにとって心地よいも
のであり、また割り当てられた表示空間を効率的に使用する。それぞれのオブジェクトま
たはアイテムは、図14～19に関して以下で説明されているレイアウト規則に従って場所を
選択できる、ズーミング可能なレイアウトによる場所を有する。ユーザが注目するオブジ
ェクトを見つけた後、そのオブジェクトを特定するためにどの方向をとったかを憶えてお
くことは当然である。そのオブジェクトに特に関心がある場合、ユーザは複数回そのアイ
テムを再訪する可能性が高く、そのオブジェクトまでの経路に対するユーザの記憶が強化
される。本発明の例示的な実施形態によるユーザインターフェイスは、ユーザが注目する
アイテムの位置を記憶するのを助ける視覚的ニーモニックを備える。このような視覚的ニ
ーモニックは、パンおよびズームアニメーション、ユーザインターフェイスの仮想的表面
をなぞる動きの地理的な感覚を生じさせる遷移効果、およびとりわけ、後述の実施例に基
づいてより明らかになる一貫したズーミング機能を含む。
【００２３】
　図5～8をまず参照すると、本発明の例示的な一実施形態によるズーミング可能なグラフ
ィカルユーザインターフェイスを含む例示的なコントロールフレームワークは、音楽メデ
ィアアイテムを表示し、選択する際に使用することに関して説明されている。図5は、ズ
ーミング可能GUIを高レベルで、例えば2番目に「ズームアウト率最大」の状態で示してい
る。そこでは、インターフェイスには、形状500の集合が表示される。それぞれの形状500
内に表示されるのは、GUIのその部分を介してアクセス可能なメディアアイテム選択のグ
ループを説明するテキスト502および/または写真504である。図5に示されているように、
形状500は、四角形であり、テキスト502および/または写真504は、メディアのジャンルを
説明する。しかし、当業者であれば、この第1の表示されるGUIグルーピングは、ユーザか
ら利用できるメディア選択の他の態様、例えば、アーティスト、作成年、アーティストの
居住地域、アイテムの長さ、または選択の他の何らかの特性を表すことが可能であること
を理解するであろう。また、GUI内のさまざまなグルーピングの概要を示すために使用さ
れる形状は、四角形である必要はない。アルバムカバーの縮小バージョンおよび他のアイ
コンを使用し、形状グルーピング500内のテキスト502および/または写真504の代わりに、
またはそれに加えて、ユーザへのさらなるナビゲーション上のヒントとすることができる
。GUI 506の背景部分は、無地として表示することができるか、または地図などの写真の
一部とすることができ、これは、ユーザがジャンルの空間的配置を記憶しておき、将来、
あまり読まずにインターフェイスを使用する補助となる。選択ポインタ(カーソル)508は
、入力デバイスの動きに追随し、ユーザがデバイス(図5に示されていない)上のボタンを
押したときにズームインする場所を示す。
【００２４】
　本発明の例示的な一実施形態によれば、入力デバイスは、以下でさらに詳しく説明され
るポイント、クリック、スクロール、ホバリング、およびズーム構成要素をサポートする
グラフィカルユーザインターフェイスと結合された、自由空間ポインティングデバイス、
例えば、開示が参照により本明細書に組み込まれており、これ以降「'663出願」と呼ばれ
る、「Free Space Pointing Devices and Methods」という表題の2005年5月2日に出願さ
れた米国特許出願第11/119,663号で説明されている自由空間ポインティングデバイスとす
ることができる。本発明と連携して使用すると有益なこの例示的な入力デバイスの特徴の
1つは、2つのボタンとスクロールホイールのみ、つまり、3つの入力作動オブジェクトだ
けで実装できるという点である。これらのボタンのうち1つは、ZOOM IN(選択)ボタンとし
て構成することができ、もう1つは、ZOOM OUT(戻る)ボタンとして構成することができる
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。従来のリモコンユニット、例えば図1に示されているものと比べると、本発明では、ユ
ーザが自分のメディアアイテム選択を行う際に直面する、ボタンの数などを大幅に削減す
ることにより、GUIのこの態様を簡素化している。本発明の例示的な実施形態による入力
デバイスの追加の好ましいが、必須ではない、特徴は、ユーザ向けの「自由空間ポインテ
ィング」機能を実現することである。「自由空間ポインティング」という語句は、本明細
書では、ユーザが表示画面の前の空中で3つ(またはそれ以上)の次元方向に入力デバイス
を自由に動かせること、およびそれに対応して、ユーザインターフェイスがそれらの運動
を画面上のカーソルの動きに直接変換することができることを指すために使用される。そ
のため、「自由空間ポインティング」は、表示画面とは別の表面、例えば机の表面または
マウスパッドを、マウスの相対的移動がコンピュータ表示画面上のカーソル移動に変換さ
れる際に起点となるプロキシ表面として使用する従来のコンピュータマウスポインティン
グ技術とは異なる。本発明の例示的な実施形態によるコントロールフレームワーク内で自
由空間ポインティングを使用することで、さらに、ユーザの選択活動が簡素化されるが、
それと同時に、インターフェイスへの区別可能な入力として身振りを導入する機会が与え
られる。身振りは、時間の経過を伴う移動の認識可能なパターンとしてみなすことができ
、そのパターンは、GUIコマンド、例えば、x、y、z、ヨー、ピッチ、およびロール次元ま
たはそれらの部分的組合せによる移動の関数に変換することができる。しかし、当業者で
あれば、好適な任意の入力デバイスを、本発明によるズーミング可能なGUIとともに使用
できることを理解するであろう。好適な入力デバイスの他の実施例は、限定はしないが、
トラックボール、タッチパッド、従来のTVリモコンデバイス、音声入力、ユーザの身振り
をGUIコマンド、またはそれらの任意の組合せに伝達/変換することができる任意のデバイ
スを含む。本明細書で説明されているGUI機能のそれぞれの態様は、身振りおよび音声コ
マンドのうちの少なくとも1つを使用して本発明によりフレームワーク内で作動させるこ
とができることが意図されている。他の実装は、カーソルおよび/または他のリモコンキ
ーまたはさらには音声入力を使用して選択対象のアイテムを識別することを含む。
【００２５】
　図6は、ジャンル3をズームインしたビューを示しており、これは、ユーザが、例えば、
ディスプレイ212上のジャンル3を囲む四角形により包含されている領域上でカーソル508
を移動し、入力デバイス上のボタンを押すことにより、図5のジャンル3を選択した場合に
表示される。インターフェイスは、図5から図6へのズームをアニメーション表示し、ズー
ムが行われたことをユーザに知らせる。このようなアニメーションによるズーム/遷移効
果の一実施例について以下で説明する。ジャンル3を含む形状516が、ディスプレイ212上
の画面の大半を占有すると、インターフェイスは、ジャンルに含まれるアルバムを持つア
ーティストを表示する。この実施例では、いくつかの異なるアーティストおよび/または
その作品が表示される。図5のズームアウトされたビュー内のジャンル3に隣接していた未
選択ジャンル515は、まだ、ズームインされたビュー内のジャンル3に隣接しているが、デ
ィスプレイ212の縁によりクリップされる。これらの未選択ジャンルは、選択ポインタ508
で選択することによりそこに素早くナビゲートすることができる。しかし、本発明の他の
例示的な実施形態では、隣接オブジェクトをクリップするのを省き、代わりに、未クリッ
プ選択のみを表示するようにできることは理解されるであろう。アーティストグループの
それぞれ、例えばグループ512は、縮小されたアルバムカバーの画像、アーティストの写
真、またはカテゴリにユーザによって作成されたプレーリストが含まれる場合にユーザに
よるカスタマイズ可能なアートワークを含むことができる。
【００２６】
　次いで、ユーザは、さらに検討および/または選択するためにアーティストグループの
うちの1人を選択することができる。図7は、カーソル508の位置決めおよび入力デバイス
の作動を介してユーザがアーティスト3を選択したことに対する応答としてさらにズーム
インしたビューを示しており、アルバムカバーの画像520が見えてくる。図5および図6のG
UI画面からの遷移と同様に、未選択の、隣接アーティスト(この実施例におけるアーティ
スト#2、6、および7)は、ズームイン表示の辺に向かって示され、ユーザは、それらを選
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択ポインタ508でクリックし、それらのアーティストビューへパンすることができる。イ
ンターフェイスのこの部分では、アルバムカバーの画像520に加えて、アーティスト情報5
24をアーティストグループ内の一アイテムとして表示することができる。この情報は、例
えば、アーティストの写真、略歴、雑学的知識、ディスコグラフィ、影響、Webサイトへ
のリンク、および他の関連データを含むことができる。アルバムカバーの画像520のそれ
ぞれは、アルバムカバーの写真、およびオプションでテキストデータを含むことができる
。アルバムカバーの画像520がユーザによって作成されたプレーリストを含む場合、グラ
フィカルユーザインターフェイスは、このインターフェイスにより自動的に選択される、
またはユーザによって事前に選択された写真を表示することができる。
【００２７】
　最後に、ユーザがグループ521内からアルバムカバーの画像520を選択した場合、インタ
ーフェイスは、図8に示されているようにアルバムカバー内をズームイン表示する。ズー
ムが進行するにつれ、アルバムカバーは、フェードする、またはアルバム530のアーティ
ストおよびタイトル、トラック532のリスト、アルバム536に関する他の情報、アルバムカ
バー528の縮小バージョン、およびコンテンツを再生するか、分類を修正するか、アーテ
ィストWebページにリンクするか、または選択に関する他の情報を見つけるためのコント
ロール534などのアイテムも含むビューにモーフィングで形を変えることができる。イン
ターフェイスに表示させるために選択ポインタ508を使用して選択できる隣接アルバム538
が示されている。上述のように、例えば、本発明の他の実施形態は、選択されたオブジェ
クト、例えばアルバム5だけを表示し、未選択オブジェクトのクリップされた部分、例え
ばアルバム4および6を省くようにズームインすることができる。この最終ズームは、意味
論的ズーミングの一例となっており、そこでは、前のズームレベルではすでに見えていな
かったいくつかのGUI要素が見えるようにされる。本発明の例示的な実施形態により意味
論的ズーミングを実行するさまざまな技術について以下で説明する。
【００２８】
　図5～8および説明で示されているように、グラフィカルユーザインターフェイスのこの
例示的な実施形態は、楽曲コレクションのナビゲーションを行う。本発明によるインター
フェイスは、さらに、DVD、VHSテープ、他の記録媒体、ビデオオンデマンド、ビデオセグ
メント、およびホームムービーなどのビデオコレクションに対し使用することができる。
他のオーディオ用途としては、ラジオショー、インストラクションテープ、歴史アーカイ
ブ、およびサウンドクリップコレクションのナビゲーションがある。ニュース記事および
電子ブックなどの印刷またはテキストメディアも、本発明を使用して編成され、アクセス
されることができる。
【００２９】
　当業者には前記の説明から明らかなように、本発明によるズーミング可能グラフィカル
ユーザインターフェイスは、ユーザに多数の(または少数の)メディアアイテムを素早く、
簡単にブラウズする機能を提供している。この機能は、限定はしないが、(1)特定のメデ
ィアアイテムについて画像を選択情報の全部または一部として使用すること、(2)選択を
行うためにユーザが必要とする多数の、または少数の情報を素早く与えるようにズーミン
グを使用すること、および(3)単一平面上にインターフェイス全体が置かれている感覚を
ユーザに与え、ユーザの方向感覚を使ってGUIのナビゲーションが実行され、記憶されう
るように組み合わせる複数のGUI技術を使用することを含む、本発明の例示的な実施形態
によるインターフェイスの多数の特性に帰すべきである。本発明によるGUIのこの後者の
態様は、とりわけ、一方のGUI画面から次の画面へのGUIオブジェクト連続性を等しく維持
する、例えば、現在のGUI画面の境界の周りに隣接する未選択オブジェクトの辺を表示す
ることにより、さまざまなGUI画面を「地理的に」結び合わせることで実現できる。それ
とは別に、きれいなビューが望まれ、また他のGUI技術で十分な地理的フィードバックが
得られる場合、クリップされたオブジェクトを省くことができる。本明細書で使用されて
いるように、「GUI画面」という語句は、同時に1つまたは複数の表示ユニット上にレンダ
リングされたGUIオブジェクトの集合を指す。GUI画面は、メディアアイテムを出力する同
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じディスプレイ上にレンダリングすることができるか、または異なるディスプレイ上にレ
ンダリングすることができる。ディスプレイは、TVディスプレイ、コンピュータモニタ、
または他の好適なGUI出力デバイスとすることができる。
【００３０】
　GUI画面の接続性に対するユーザの感覚を高める他のGUI効果は、ズーミングが実行され
たとき、またはユーザが現在選択されているオブジェクトと同じズームレベルで隣接オブ
ジェクトを選択したときに引き起こされるパニングアニメーション効果である。図5の実
施例に戻ると、ユーザが最初にGUI画面を見ているときに、ユーザの視点は、点550を中心
とする。しかし、ユーザがズームイン対象にジャンル3を選択した場合、ユーザの視点は
、点552にシフトする。本発明の例示的な実施形態によれば、ズームインプロセスは、点5
50から552までPOV中心のシフトを伝えるようにアニメートされる。このパニングアニメー
ションは、すべてのGUI変化、例えば、ズームレベルの変化または同じGUIズームレベルで
の一方のオブジェクトから他のオブジェクトへの変化について実行できる。そのため、例
えば、図6のGUI画面に置かれているユーザが一番左の未選択ジャンル515(ジャンル2)を選
択した場合、ユーザに左または西への「移動」の視覚的印象を与えるパニングアニメーシ
ョンが生じるであろう。本発明の例示的な実施形態は、このような技術を使用して、GUI
画面間の方向移動に関する首尾一貫した感覚をもたらし、これにより、ユーザは、ズーム
レベル間でも、同じズームレベルのメディアアイテム間でも、GUIを素早くナビゲートす
ることができる。
【００３１】
　本発明によるグラフィカルユーザインターフェイスのこれらの機能、ならびに、より洗
練されたレイアウトの有用性およびそのようなレイアウトを生成するためのアルゴリズム
は、図9～13に関して後述する他の例示的な実施形態を検討すればなおいっそう明らかに
なるであろう。そこでは、起動GUI画面1400には、メディアグループ表現として動作する
複数の編成オブジェクトが表示される。ホームビデオ、映画、TV、スポーツ、ラジオ、音
楽、およびニュースの純粋に例示的なメディアグループ表現は、もちろん、多いまたは少
ない異なるメディアグループ表現を含むこともありえる。ユーザによりこれらのアイコン
の1つが作動すると、次いで、この例示的な実施形態によるGUIは、それぞれ特定のカテゴ
リまたはジャンルにグループ化された複数の画像を表示する。例えば、図9の「映画」ア
イコンがユーザにより作動された場合、図10のGUI画面が表示されることができる。そこ
では、多数の、例えば120またはそれ以上の、選択オブジェクトが表示される。これらの
選択オブジェクトは、(複数の)特定のグループ、例えば、アクション、クラシック、コメ
ディー、ドラマ、ファミリ、およびニューリリースに分類することができる。当業者であ
れば、提供するカテゴリを増減することが可能であることを理解するであろう。この例示
的な実施形態では、メディアアイテムイメージは、それぞれの映画選択に関連付けられて
いるカバーアートとすることができる。図10のブロックのサイズが小さすぎて選択アイテ
ム画像のこの比較的大きなグループを詳細に示すことができないが、実装では、画像の倍
率のレベルは、テキストの一部または全部が小さすぎて容易に読み取れない場合でも、関
連する画像により映画が識別できる程度である。
【００３２】
　次いで、カーソル(図10に示されていない)を映画画像のグループ上に置き、入力デバイ
スを作動させてそれらのグループのうちの1つに対する選択指示を出すことができる。こ
の実施例では、ユーザは、ドラマグループを選択し、次いで、グラフィカルユーザインタ
ーフェイスが図11に示されているように画像のドラマグループのズームバージョンを表示
する。前の実施形態と同様に、遷移効果は、さらに、図10のGUI画面から図11のGUI画面へ
のGUIシフトとして表示することもでき、例えば、GUIで、ズームの最中またはズームの前
に図10のGUI画面の中心から画像のドラマグループの中心までビューをパニングできる。
図11のドラマグループのズームバージョンは、ドラマグループ内の全個数の画像のサブセ
ットしか表示しないが、このズームバージョンは、代わりに、選択されたグループ内の画
像のすべてのを含むことができることに留意されたい。GUI画面の与えられたズームイン



(17) JP 2008-527539 A 2008.7.24

10

20

30

40

50

バージョンにおける選択されたグループ内のイメージすべてを表示するかどうかの選択は
、例えば、グループ内のメディアアイテムの個数および特定のズームレベルに対するメデ
ィアアイテムの最低の所望の倍率レベルに基づくようにできる。本発明によるGUIのこの
後者の特性は、システム設計者/サービスプロバイダにより予め決定することができるか
、またはGUIのソフトウェア設定を介してユーザカスタマイズ可能なものとすることがで
きる。例えば、グループ内のメディアアイテムの個数および最小および/または最大倍率
レベルは、サービスプロバイダまたはエンドユーザのいずれかまたは両方により構成可能
なものとすることができる。このような機能により、例えば、視力の弱いユーザは、表示
されているメディアアイテムの倍率レベルを上げることができる。逆に、特に視力のよい
ユーザは、倍率のレベルを下げて、これにより、一度にGUI画面に表示されるメディアア
イテムの個数を増やし、ブラウズ時間を短縮することができる。
【００３３】
　本発明によるグラフィカルユーザインターフェイスで使用することができる例示的な一
遷移効果は、本明細書では、「shoe-to-detail」ビュー効果と呼ばれる。作動すると、こ
の遷移効果は、ズームアウト画像を取り出し、同時に、ズームアウト画像を縮小して、よ
り小さなビュー、つまり次に高いレベルの倍率に変換する。図10のGUI画面で使用される
倍率レベルから図11のGUI画面で使用されるより大きな倍率への遷移があると、図11のズ
ームインバージョンで表示されている画像についてGUIにより付加的細部が露わにされる
。GUIは、それらの細部が現在選択されているズームレベルでうまく表示されるかどうか
に基づいてズームレベル毎に細部を選択的に露わにするか、または隠す。肉眼に見えるか
どうかに関係なく細部を解像しようとする、カメラズームとは異なり、本発明の例示的な
実施形態では、全画像を表示するときから差し控えられている細部を持つ画像のバージョ
ンを表示するときまでの遷移点を指定する構成可能なズームレベルパラメータを備えてい
る。遷移点は、画像の内部解像度独立の表示、むしろ、TV/モニタ212の解像度に基づきう
る。この方法で、本発明によるGUIは、メディアシステムで使用されている表示デバイス
の解像度に関係なく一貫している。
【００３４】
　この例示的な実施形態では、特定の画像に対する倍率の付加的量は、カーソルを特定の
画像の上に通すことにより与えることができる。この特徴は、図12で見ることができ、そ
こでは、カーソルは映画「Apollo 13」の画像上に移動し重なっている。図12には示され
ていないが、例えば、このような付加的な倍率により、倍率の低いレベルにある図12のGU
I画面内の対応する画像と比較して関連するメディアアイテムのカバーアート上に現れる
「Houston, we have a problem」という引用をより読みやすくすることが可能である。例
えば、入力デバイス上のボタンを押すことにより、この画像をユーザ選択すると、ズーム
がさらに行われ、図13に示されている細部が表示されるようにできる。これは、すでに説
明されているように、意味論的ズーミングのもう1つの実施例となっているが、それは、
さまざまな情報およびコントロール要素が図13のGUI画面に存在しているためであり、こ
れらは図12のGUI画面では利用できなかったのである。例えば、とりわけ、映画の上映時
間、価格、および俳優情報を含む、映画「Apollo 13」に関する情報が表示される。当業
者であれば、他の種類の情報もここに表示できることを理解するであろう。さらに、この
GUI画面は、例えば、映画を購入する、次回予告を見る、または前のGUI画面に戻るための
ボタンコントロールオブジェクトを含むGUIコントロールオブジェクトを含む(これは入力
デバイス上のZOOM OUTボタンを押すことにより遂行することも可能である)。また、ハイ
パーリンクを使用することにより、ユーザは、例えば、図13のGUI画面の右下コーナに示
されている関係する映画に関連するGUI画面、またはこの映画の俳優に関連する情報へジ
ャンプすることもできる。この実施例では、「映画関係文献」という見出しの下にある映
画タイトルの一部または全部を、入力デバイスを介してユーザにより作動されたときに、
指示されている映画に関して図13の画面に対応するGUI画面をGUIに表示させるハイパーリ
ンクとして実装することができる。
【００３５】
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　遷移効果は、さらに、ユーザがハイパーリングを作動させたときに使用することもでき
る。ハイパーリングは、非常に高い倍率レベルで生成することができるため、リンクされ
ているメディアアイテムに単にジャンプするだけでは、ユーザは、メディアアイテム選択
「地図」内の自分の場所を見失う可能性がある。したがって、本発明の例示的な実施形態
では、遷移効果を実現して、ハイパーリンクが作動されたときに地理的位置に対するユー
ザの感覚を保持するのを補助する。この目的のために使用することができる例示的な一遷
移効果は、ホップ遷移である。遷移効果の初期段階では、GUIは、ハイパーリンクにより
ポイントされているアイテムの方向にズームアウトし、パニングする。ズームアウトおよ
びパニングは、目的画像および開始画像が両方ともユーザにより視聴可能になるまで継続
する。図13の実施例をもう一度使用すると、ユーザが「Saving Private Ryan」に対する
ハイパーリンクを選択した場合、ハイパーリンクホップ効果の第1の段階は、「Saving Pr
ivate Ryan」および「Apollo 13」の画像が両方とも、ユーザに見えるようになるまで「S
aving Private Ryan」の画像へズームアウトおよびパニングをすることを含む。この時点
で、遷移効果は、目的画像に向かって弧状に上へ移動している視覚的印象をユーザに与え
ている。目的画像が視野に入ると、遷移効果の第2の段階で、円弧の他方の半分、目的画
像にズームインおよびパニングする視覚的印象をユーザに与える。ホップ時間、つまり、
この遷移効果の段階1および2の両方が表示される時間量は、2つのハイパーリンクされた
画像アイテムの間にあるものとして固定することができる。それとは別に、ホップ時間は
、例えば、GUI上で移動する距離に基づいて変化しうる。例えば、ホップ時間は、HopTime
=A log(ズームインされたスケールレベル/ホップ頂点スケールレベル)+B(ハイパーリンク
されたメディアアイテムの間の距離)+Cとパラメータ化することができ、ただし、A、B、
およびCは、適当に選択された定数値である。
【００３６】
スケーリング、レイアウト、および検索
　前述の(および他の)ユーザインターフェイスおよびシステムを使用してアクセスされる
潜在的に巨大な量のコンテンツが与えられた場合、目に心地よく、また空間に関して効率
のよい様式でディスプレイ上にオブジェクトをレイアウトする必要性がより重要になって
くる。例えば、グラフィカルレイアウトでは、例えばTV画面上のアイテムの個数、サイズ
、および特定の配置を扱う。レイアウトは、一般に、2つの反対の因子、釣合いと形とか
らなる。釣合いは、オブジェクトが一様に、対称的に分布されたときに達成され、これは
、エネルギー最低状態である。複雑さを扱おうとするときに心は釣合いを求めようとする
が、完全釣合い状態にあるレイアウトは、通常、退屈なものと考えられる。レイアウトに
おもしろみを加えるために、形を導入して釣合いを乱す。さらに、レイアウトを考えると
きに、中心性と偏心性の概念を理解し利用すると役立つことが多い。中心性は、中心位置
に関係するが、偏心性は、中心からオフセットされているレイアウト内の位置に関係する
。レイアウトを見ると、これらの焦点の間に、知覚される緊張、つまり力がある。ユーザ
にとって心地よいレイアウトは、釣合いと形の混合を使い、シンプルさとおもしろみを組
み合わせてある程度の量の緊張を結合することで得られる。これらの概念は、例えばTV画
面上に表示されるユーザインターフェイスの一部としてムービーカバーの画像など選択可
能なメディアアイテムのグループを表示するときに本発明の例示的な実施形態で使用され
る。
【００３７】
　本発明の例示的な一実施形態によれば、選択可能なメディアアイテム間で検索をするた
めの検索メカニズムを備える関連するユーザインターフェイスは、図14(a)に示されてい
るような表示画面を生成することができる。表示アイテムの複数のグループについて、ユ
ーザがそれぞれのグループを凝集した全体として知覚することが望ましいと思われる。さ
らに、境界空間の量を最小にし、それぞれの表示アイテムに関連付けられている画像サイ
ズを最大にすることが望ましいと思われる。したがって、本発明のこの例示的な実施形態
は、画像オーバラップおよびそれぞれの画像に加えられる黒色境界を組み込むが、これら
の効果は、さらに、互いに独立に使用することも可能である。境界があるため、オーバラ
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ップしているレイアウト内のそれぞれのオブジェクトを見分けることができる。オーバラ
ップは、統一グループを表示するのに望ましい「属する」という知覚を高め、レイアウト
に三次元(3D)効果を付加する。オーバラップがあると、画像の十分な表面ビューが披露さ
れ、ユーザの注意を引き、認識を高められる。実際、オーバラップで隠されている画像の
部分は、ユーザの好奇心を高めるのに役立つ。ユーザがカーソルを特定の表示アイテム上
に置くと、上述のホバー効果が、画像全体を露わにするとともに、そのサイズを増す。そ
れに加えて、オーバラップ機能は、画像とグループとの間の空間を効率よく使用でき、ま
た表示されている画像を別々に配置された場合に比べて著しく大きくスケーリングするこ
とができるため配置規則の自由度が増す。
【００３８】
　図14(a)に示されている例示的なGUI画面には、複数のコントロール要素2004を含むテキ
スト入力ウィジェット（widget）が含まれ、コントロール要素2004のうちの少なくとも一
部は英数字2014が書かれているキーまたはボタンとして描画され、他のコントロール要素
2004は、例えば文字入力を制御するために使用できる非英数字2016を持つものとしてイン
ターフェイス上に描画される。この実施例では、コントロール要素2004は、インターフェ
イスの端から端まで2つの水平行にレイアウトされるが、他の構成も使用することができ
る。
【００３９】
　例えば、自由空間ポインタ上のボタンをクリックすることにより、コントロール要素20
04を作動させると、対応する英数字入力がテキストボックス2002内に表示され、テキスト
入力ウィジェットの上に配置され、(複数の)コントロール要素を介して供給される英数字
入力に関係する表示アイテムの1つまたは複数のグループを、インターフェイス上の、例
えば、テキスト入力ウィジェットの下に表示することができる。そのため、本発明の例示
的な一実施形態による図14(a)に示されているGUI画面は、選択可能なメディアアイテムを
検索するために使用することができ、ユーザにとって有用で、効率的で、心地よい方法で
、GUI画面上に検索結果をグラフィックで表示することができる。(図14(a)の示されてい
る実施例では、文字「g」がテキストボックス2002に表示されているものとして示されて
いるが、テキスト入力ウィジェットの下に表示されるムービーカバー画像は、単にテスト
パターンを表すだけであり、必ずしも、実装でありえるよう、例えば、表示されるムービ
ーカバーは、映画タイトルが文字「g」から始まるもののみとすることが可能であるよう
に、入力文字「g」に関係するとは限らない)。特に、表示されるべき検索結果用に割り当
てられたユーザインターフェイスの領域内に表示されるアイテムの4つのグループ2006、2
008、2010、および2012のレイアウトは、表示されるグループの個数に基づき、それぞれ
のグループ内の表示アイテム(この実施例では、ムービーカバーの画像)のレイアウトは、
それぞれのグループ内の表示されるアイテムの個数に基づく。本発明の例示的な実施形態
によるこれらのレイアウトは、レイアウト規則を適用することができ、ユーザインターフ
ェイスにアルゴリズムにより実装することができる。
【００４０】
　グループおよびグループ内のアイテムが本発明の例示的な実施形態によりユーザインタ
ーフェイス上にどのようにレイアウトできるかを示すために、選択可能なメディアアイテ
ム(ただし、他の表示アイテムにも等しく適用できる)をレイアウトするための例示的な規
則およびアルゴリズムについて次に説明する。これらの規則の適用の理解を助けるために
、一部の用語をまず定義する。「グループレイアウト」という語句は、グループ表示領域
内の表示アイテムのグループのレイアウトを指す。図14(a)の実施例では、グループ表示
領域は、テキスト入力ウィジェットの底部と表示画面の底部との間の(適当なマージンを
持たせた)表示画面の部分である。「アイテムレイアウト」という語句は、それぞれのグ
ループ内、およびより具体的には、それぞれのグループに関連付けられたアイテム表示領
域内のアイテムのレイアウトを指す。
【００４１】
　これらの概念のそれぞれをより具体的にするために、図14(b)に例示されている図14(a)
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のGUI画面2000の抽象化について考察する。そこでは、アイテムの4つの表示されているグ
ループ2006、2008、2010、および2012は、実質的に台形であるグループ表示領域2020内に
グループレイアウトを有し、例えば、グループ2006、2008、2010、および2012の中心点を
接続すると、台形が形成される。左中心表示グループ2008および右中心表示グループ2010
は、一番左のグループ2006および一番右のグループ201に関してグループ表示領域2020内
で盛り上がる(底部から離れて配置される)。表示グループ2006～2012を囲むように図14(b
)において示されている四角形は、それぞれのグループに対する例示的なアイテム表示領
域、つまり、それぞれのグループに関連付けられたアイテムがレイアウトされる領域を表
す。図14(a)に示されているように、これらの領域は、GUI画面2000上に明示的に表示され
る必要はない(ただし、他の例示的な実施形態によれば、アイテム表示領域境界は、表示
されてもよい)。さらに、当業者であれば、アイテム表示領域は(さらにはグループ表示領
域も)、図14(b)の実施例のように、形状が四角形でなくてもよく、任意の望ましい形状と
することができることを理解するであろう。それぞれのアイテム表示領域内で、グループ
の表示アイテムは、アイテムレイアウト規則に従ってレイアウトされる。オーバラップす
るアイテムレイアウトの例示的な集合は、図15(a)～(n)に示されており、これらのアイテ
ムレイアウトを表示する例示的な規則について、以下で説明する。それぞれの規則は、少
なくとも一部は、グループ内のアイテムの個数に基づく。
【００４２】
　アイテム1個のグループ-図15(a)から始めると、1つの表示アイテム3002からなるグルー
プについて、このアイテムは、アイテム表示領域の中心からオフセットされたアイテム表
示領域3004内に置かれる。例えば、図15(b)に示されているように、これは、中心点3006
が上方向に、アイテム表示領域3004の中心点3008の左にオフセットされるように表示アイ
テム3002をレンダリングすることにより達成することができる。さらに、アイテム3002は
、同じサイズの第2のアイテムがアイテム表示領域3004内に収まりきらないようにオフセ
ット位置でスケーリングされる。
【００４３】
　アイテム2個のグループ-図15(c)に例示されている、2つの表示アイテム3010および3012
からなるグループについて、これら2つの表示アイテムは、アイテム表示領域3004内で2つ
のアイテムの中心点を対角線に揃えることによりアイテム表示領域内にレイアウトされる
。これは、図15(d)で概念的に示されており、アイテム3010の中心点3014は、対角線3015
上でアイテム表示領域3004の中心点3008の上、左に配置されるが、アイテム3012の中心点
3016は、中心点3008の下、右に配置される。
【００４４】
　アイテム3個のグループ-図15(e)に例示されている、3つの表示アイテム3018、3020、お
よび3022からなるグループについて、これら3つの表示アイテムは、アイテム表示領域300
4内で3つのアイテムの中心点を円周上に揃えることによりアイテム表示領域内にレイアウ
トされる。これは、図15(f)で概念的に示されており、アイテム3018の中心点3024は、円
の円周3030上でアイテム表示領域3004の中心点3008の上に配置されるが、アイテム3020の
中心点3026は、中心点3008の下、左に配置され、アイテム3022の中心点3028は、中心点30
08の下、右に配置される。
【００４５】
　アイテム4個のグループ-図15(g)に例示されている、4つの表示アイテム3032、3034、30
36、および3038からなるグループについて、これら4つの表示アイテムは、アイテム表示
領域3004内で4つのアイテムの中心点を菱形のコーナで揃えることによりアイテム表示領
域内にレイアウトされる。これは、図15(h)で概念的に示されており、アイテム3032の中
心点3040は、菱形3048上でアイテム表示領域3004の中心点3008の上、左に配置されるが、
アイテム3034の中心点3042は、中心点3008の上、右に配置され、アイテム3036の中心点30
22は、中心点3008の下、左に配置され、アイテム3038の中心点3046は、中心点3008の下、
右に配置される。
【００４６】
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　アイテム5個のグループ-図15(i)に例示されている、5つの表示アイテム3050、3052、20
54、3056、および3058からなるグループについて、これら5つの表示アイテムは、アイテ
ム表示領域3004内で5つのアイテムの中心点を楕円の周の右半分上に置くことによりアイ
テム表示領域3004内にレイアウトされる。これは、図15(j)で概念的に示されており、ア
イテム3050の中心点3060は、楕円3070の周の右半分上でアイテム表示領域3004の中心点30
08の上、左に配置されるが、アイテム3052の中心点3062は、中心点3008の上に配置され、
アイテム3054の中心点3064は、中心点3008の右に配置され、アイテム3056の中心点3066は
、中心点3008の下に配置され、アイテム3058の中心点3068は、中心点3008の下、左に配置
される。
【００４７】
　アイテム6個のグループ-図15(k)に例示されている、6つの表示アイテム3072、3074、30
76、3078、3080、および3082からなるグループについて、これら6つの表示アイテムは、3
つのアイテムが、下側行に配置された3つのアイテムの上の上側行に配置されるようにグ
リッドを作成することによりアイテム表示領域3004内にレイアウトされる。上側の一番左
のアイテム3072は、下側の一番左のアイテム3082の上に揃えられ、上側の一番左のアイテ
ムの上縁は、上側の一番右のアイテムの上縁よりも高い。上側の一番右のアイテム3076は
、下側の一番右のアイテム3080の上に揃えられ、下側の一番右のアイテム3080は、上側の
一番右のアイテム3076の下に揃えられ、下側の一番左のアイテムの下縁は、下側の一番右
のアイテムの下縁よりも低い。上側中心アイテム3074は、グループの中心点の左にあり、
上側行内の両方のアイテムとオーバラップする。下側中心アイテム3078は、グループの中
心点の右にあり、下側行内の両方のアイテムとオーバラップし、上側中心アイテム3074と
オーバラップする。
【００４８】
　アイテム7個のグループ-図15(l)に例示されている、7つの表示アイテム3084、3086、30
88、3090、3092、3094、および3096からなるグループについて、これら7つの表示アイテ
ムは、1つのアイテム3090が中心にあり、3つのアイテムが、中心アイテムの上の上側行に
配置され、3つのアイテムが、下側行内の中心アイテムの下に配置されるようにグリッド
を作成することによりアイテム表示領域3004内にレイアウトされる。上側の一番左のアイ
テム3084は、上側の一番右のアイテム3088よりもわずかに高く、下側の一番左のアイテム
3096と揃えられる。上側の一番右のアイテム3088は、上側の一番左のアイテム3084よりも
わずかに低く、下側の一番右のアイテム3092と揃えられる。下側の一番右のアイテム3092
は、上側の一番右のアイテム3088と下側の一番左のアイテム3096の両方と一列に並ぶ。上
側行3086内の真ん中のアイテムの上縁は、上側の一番左のアイテムと上側の一番右のアイ
テムの両方の上縁よりも高い。下側行3094内の真ん中のアイテムの下縁は、下側の一番左
のアイテム3092と下側の一番右のアイテム3096の両方の下縁よりも低い。中心アイテム30
90は、他のすべてのアイテムとオーバラップすることができ、いずれかの行内の真ん中の
アイテムは、その行内のアイテムとオーバラップし、中心アイテム3090は、アイテム表示
領域3004の中心点の左にあり、真ん中のアイテムは、アイテム表示領域3004の中心点の右
にある。
【００４９】
　アイテム8個のグループ-図15(m)に例示されている、8つの表示アイテム3098、3100、31
02、3104、3106、3108、3110、および3112からなるグループについて、これら8つの表示
アイテムは、2つのアイテムが、真ん中の行に配置され、3つのアイテムが、真ん中の行の
上の上側行に配置され、3つのアイテムが真ん中の行の下の下側行に配置されるようにグ
リッドを作成することによりアイテム表示領域3004内にレイアウトされる。上側の一番左
のアイテム3112は、上側の一番右のアイテム3100と下側の一番左のアイテム3108の両方と
揃えられる。上側の一番右のアイテム3100は、上側の一番左のアイテム3112と下側の一番
右のアイテム3104の両方と揃えられる。下側の一番右のアイテム3104は、上側の一番右の
アイテム3100と下側の一番左のアイテム3108の両方と揃えられる。上側行内の真ん中のア
イテム3098の上縁は、上側の一番左のアイテムと上側の一番右のアイテムの両方の上縁よ
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一番右のアイテムの両方の下縁よりも低い。オーバラップは、真ん中の行と他のすべての
行との間で生じ、上側行または下側行のいずれかの中の中心アイテムは、それぞれの行の
中のアイテムとオーバラップする。類似のオーバラップレイアウト規則およびアルゴリズ
ムを、さらに多くのアイテム、例えば、最大16個までのアイテムを持つグループに適用す
ることができ、その実施例は、図15(n)に示されている。
【００５０】
　本発明の例示的な一実施形態による例示的なレイアウト規則を説明したが、再び、図14
(a)を考察することにする。この実施例では、上述のレイアウト規則は、検索結果、例え
ばムービーカバー画像により表される選択可能なメディアアイテムの4つのグループを表
示するために再帰的に適用される。これら4つのグループは、一番左のグループ2006、左
中心グループ2008、右中心グループ2010、および一番右のグループ2012を含む。ユーザイ
ンターフェイスソフトウェアは、GUI画面2000上にこれらのグループを表示する準備が整
ったら、上述の規則を再帰的に適用し、グループに対する、さらにはそれぞれのグループ
内のアイテムに対する適切な表示レイアウトを決定する。例えば、左中心グループ2008は
、それぞれのアイテムの中心点が円の周上に配置され、3つのアイテムのそれぞれがオー
バラップするように配置されている3つのアイテムを有する。同様に、他のグループ2006
、2010、および2012は、それぞれのグループ内のアイテムの個数に関連付けられている規
則を適用することによりレイアウトされたアイテムを有する。
【００５１】
　上述のように、ホバーズーム効果をオーバラップする画像と併せて使用することで、ユ
ーザは、コラージュレイアウト内でわかりにくくなっている画像の部分を見ることができ
る。例えば、図16(a)に例示されているグループレイアウトは、8つのオーバラップするア
イテムからなるグループを伴うと考える。ユーザが画像をポイントすると、一番上に上が
ってきて、より大きなサイズにスケーリングされる(「ホバーズーム」)。そのため、図16
(b)では、ユーザは、カーソル(図16(b)には示されていない)を移動したか、または他の何
らかの方法で、アイテム4002の初期選択を示しており(映画「The Pianist」に関連する)
、その画像を元の表示状態では隠されていたアイテム4004の上に出現させ、アイテム4002
のサイズを大きくする。
【００５２】
　本発明の他の例示的な実施形態によれば、アイテムのグループを表示する際に、例えば
少ないアイテムを表示するときに、オーバラップは使用する必要がない。そのため、図17
(a)～(h)に示されているように、オーバラップを使用することなく、アイテムをレイアウ
トするために他の一組の規則とアルゴリズムを適用することができる。グループ内のアイ
テムの個数に基づく非オーバラップアイテムとともに単一グループを表示する例示的な規
則は、以下の表1に示されている。
【００５３】
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【表１】

【００５４】
　ユーザインターフェイスレイアウトの他の多数の変更形態が、本発明の例示的な実施形
態により考察されている。例えば、上述のレイアウト規則およびアルゴリズムは、テキス
ト入力ボックスおよび/またはテキスト入力ウィジェットを表示せずに使用することがで
きる。一実施例が、図18に示されている。そこでは、水平方向のオーバラップも、表示さ
れる結果に対し使用され、例えば、何らかの偏心性をレイアウトに加えるためにそれぞれ
のグループの垂直中心から画像をオフセットする。画像サイズは、オーバラップの割合に
影響を及ぼす。本発明の例示的な実施形態によりGUI画面を生成する際に使用されるオー
バラップの割合は、画面サイズ、表示されるアイテムの個数、および/またはユーザ設定
に応じて変わりうる。図19のレイアウトを図18のレイアウトと比較する。図18の表示アイ
テムは、水平方向オーバラップが50%であるが、図19の(それよりも大きい)表示アイテム
は、水平方向オーバラップが30%である。他の相違点は、図18のアイテムは、上から下へ
スタックされる(つまり、それぞれの垂直スタック内の一番上の画像が、それぞれの垂直
スタック内の上から2番目の画像の一部を覆う、など)が、図19のアイテムは、下から上へ
スタックされるという点である。
【００５５】
　本発明の例示的な実施形態によりユーザインターフェイス上にレイアウトを生成するた
めにデータを処理するシステムおよび方法は、メモリデバイス内に格納されている命令シ
ーケンスを実行する1つまたは複数のプロセッサにより実行することができる。このよう
な命令は、(複数の)二次データ記憶デバイスなどの他のコンピュータ可読媒体からメモリ
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デバイス内に読み込むことができる。メモリデバイス内に格納されている命令シーケンス
の実行により、プロセッサは、例えば、上述のように動作する。他の実施形態において、
本発明を実装するために、配線接続されている回路をソフトウェア命令の代わりに、また
は組み合わせて使用することができる。本明細書で説明されているレイアウト規則は、ソ
フトウェアによりアルゴリズムとして符号化され、再帰的に適用することができ、これに
より、例えば、グループ表示領域内のグループおよびアイテム表示領域内のアイテムを再
帰的にレイアウトすることができる。上述の実施例は、それぞれのレイアウト内の2つの
「層」、つまり、グループ層とアイテム層を参照しているが、当業者であれば、2つより
も多い(または少ない)層を実装できることを理解するであろう。3つまたはそれ以上の層
については、レイアウト規則を再帰的に適用し、それぞれの層についてレイアウトを生成
することができる。本発明のこれらの例示的な実施形態によれば、アイテムは、ユーザに
心地よい外観を示すように表示空間内にレイアウトされるが、それと同時に、限られた表
示(例えば、TV画面)空間を効率よく使用し、1つのレイアウトに対しより多くの(より大き
な)画像を表示するようにできる。
【００５６】
　それぞれのアイテムがユーザインターフェイス上で必要とする空間の量を減らすために
、オーバラッピングおよびスケーリングなどの技術を使用しても、まだ、ユーザが心地よ
いようにアイテムのグラフィック面の十分な詳細を備えつつ単一のGUI画面上に表示でき
るアイテムの個数には潜在的制限がある。当然のことながら、このような潜在的制限は、
表示されるアイテムのタイプ、アイテム表示に割り当てられる空間の量、画面解像度など
の多数の実装詳細に依存する。例えば、ムービーカバーは、標準のTV画像と異なる、また
さらには高解像度TV画像とも異なる比を有する。ときには、「ショーカード」を、静止画
像の代わりに、ユーザインターフェイス上のアイテムとして使用することができ、これも
また異なり、異なるサイズ比を有する。音楽アルバムカバーは、異なるサイズ比を有する
。パラメータの集合毎に、表示されるアイテムの個数に対する異なる潜在的制限を設定す
ることができる。例えば、ムービーカバー画像が、高解像度テレビジョン画面上に表示さ
れることが意図されているユーザインターフェイス上で使用される場合、最大128個のム
ービーカバーを単一のGUI画面上に表示することができる。検索結果または特定のGUI画面
が、本発明によるこのような例示的なユーザインターフェイスにおいて128を超えるムー
ビーカバー画像を表示しなければならない場合、ユーザが128個のアイテムの初期表示を
超えて下にスクロールできるようにスクロールメカニズムをインターフェイスに付加する
ことができる。
【００５７】
　上述の例示的な実施形態は、あらゆる点に関して、本発明を制約するのではなく、例示
することを目的としている。そのため、本発明は、当業者であれば本明細書に含まれる説
明から導き出せる詳細な実装の多くの変更形態が可能である。このような変更形態および
修正形態はすべて、付属の請求項で定められているとおり、本発明の範囲および精神に含
まれると考えられる。本出願の説明で使用されるいかなる要素、動作、または指示も、そ
のようなものとして明示されていない限り、本発明にとって重要または本質的であると解
釈すべきではない。また、本明細書で使用されているように、英文中の冠詞「a(1つの、
という場合がある)」は、1つまたは複数のアイテムを含むことが意図されている。
【図面の簡単な説明】
【００５８】
【図１】エンターテインメントシステム用の従来のリモコンユニットを示す図である。
【図２】エンターテインメントシステム用の従来のグラフィカルユーザインターフェイス
を示す図である。
【図３】本発明の例示的な実施形態(ディスプレイとリモコンの両方)が実装可能な例示的
なメディアシステムを示す図である。
【図４】図3のシステムコントローラをさらに詳しく示す図である。
【図５】本発明の例示的な一実施形態によるメディアシステム用のグラフィカルユーザイ
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ンターフェイスを示す図である。
【図６】本発明の例示的な一実施形態によるメディアシステム用のグラフィカルユーザイ
ンターフェイスを示す図である。
【図７】本発明の例示的な一実施形態によるメディアシステム用のグラフィカルユーザイ
ンターフェイスを示す図である。
【図８】本発明の例示的な一実施形態によるメディアシステム用のグラフィカルユーザイ
ンターフェイスを示す図である。
【図９】本発明の例示的な他の実施形態によるズーミング可能なグラフィカルユーザイン
ターフェイスを示す図である。
【図１０】本発明の例示的な他の実施形態によるズーミング可能なグラフィカルユーザイ
ンターフェイスを示す図である。
【図１１】本発明の例示的な他の実施形態によるズーミング可能なグラフィカルユーザイ
ンターフェイスを示す図である。
【図１２】本発明の例示的な他の実施形態によるズーミング可能なグラフィカルユーザイ
ンターフェイスを示す図である。
【図１３】本発明の例示的な他の実施形態によるズーミング可能なグラフィカルユーザイ
ンターフェイスを示す図である。
【図１４（ａ）】本発明の例示的な実施形態によるグラフィックレイアウトにおける検索
および検索結果の表示を行うためのユーザインターフェイスを示す図である。
【図１４（ｂ）】本発明の例示的な実施形態によるグラフィックレイアウトにおける検索
および検索結果の表示を行うためのユーザインターフェイスの抽象化を示す図である。
【図１５（ａ）】本発明の例示的な実施形態とのオーバラップを有するアイテムを含むグ
ループを例示する図である。
【図１５（ｂ）】本発明の例示的な実施形態とのオーバラップを有するアイテムを含むグ
ループを例示する図である。
【図１５（ｃ）】本発明の例示的な実施形態とのオーバラップを有するアイテムを含むグ
ループを例示する図である。
【図１５（ｄ）】本発明の例示的な実施形態とのオーバラップを有するアイテムを含むグ
ループを例示する図である。
【図１５（ｅ）】本発明の例示的な実施形態とのオーバラップを有するアイテムを含むグ
ループを例示する図である。
【図１５（ｆ）】本発明の例示的な実施形態とのオーバラップを有するアイテムを含むグ
ループを例示する図である。
【図１５（ｇ）】本発明の例示的な実施形態とのオーバラップを有するアイテムを含むグ
ループを例示する図である。
【図１５（ｈ）】本発明の例示的な実施形態とのオーバラップを有するアイテムを含むグ
ループを例示する図である。
【図１５（ｉ）】本発明の例示的な実施形態とのオーバラップを有するアイテムを含むグ
ループを例示する図である。
【図１５（ｊ）】本発明の例示的な実施形態とのオーバラップを有するアイテムを含むグ
ループを例示する図である。
【図１５（ｋ）】本発明の例示的な実施形態とのオーバラップを有するアイテムを含むグ
ループを例示する図である。
【図１５（ｌ）】本発明の例示的な実施形態とのオーバラップを有するアイテムを含むグ
ループを例示する図である。
【図１５（ｍ）】本発明の例示的な実施形態とのオーバラップを有するアイテムを含むグ
ループを例示する図である。
【図１５（ｎ）】本発明の例示的な実施形態とのオーバラップを有するアイテムを含むグ
ループを例示する図である。
【図１６（ａ）】本発明の例示的な実施形態によるホバーズーム効果を示す図である。



(26) JP 2008-527539 A 2008.7.24

10

20

30

40

50

【図１６（ｂ）】本発明の例示的な実施形態によるホバーズーム効果を示す図である。
【図１７（ａ）】本発明の例示的な実施形態によるオーバラップを有しないアイテムを含
むグループを例示する図である。
【図１７（ｂ）】本発明の例示的な実施形態によるオーバラップを有しないアイテムを含
むグループを例示する図である。
【図１７（ｃ）】本発明の例示的な実施形態によるオーバラップを有しないアイテムを含
むグループを例示する図である。
【図１７（ｄ）】本発明の例示的な実施形態によるオーバラップを有しないアイテムを含
むグループを例示する図である。
【図１７（ｅ）】本発明の例示的な実施形態によるオーバラップを有しないアイテムを含
むグループを例示する図である。
【図１７（ｆ）】本発明の例示的な実施形態によるオーバラップを有しないアイテムを含
むグループを例示する図である。
【図１７（ｇ）】本発明の例示的な実施形態によるオーバラップを有しないアイテムを含
むグループを例示する図である。
【図１７（ｈ）】本発明の例示的な実施形態によるオーバラップを有しないアイテムを含
むグループを例示する図である。
【図１８】本発明の例示的な実施形態によるユーザインターフェイスにおける垂直のオー
バラップを有するグループを示す図である。
【図１９】本発明の例示的な実施形態によるユーザインターフェイスにおける垂直のオー
バラップを有するグループを示す図である。
【符号の説明】
【００５９】
　2　ジャンル
　3　ジャンル
　100　エンターテインメントシステム
　134　無線I/Oコントロールデバイス
　200　メディアシステム
　210　入出力(I/O)バス
　212　テレビジョン/モニタ
　214　ビデオカセットレコーダ(VCR)
　216　デジタルビデオディスク(DVD)レコーダ/再生デバイス
　218　オーディオ/ビデオチューナ
　220　コンパクトディスクプレーヤ
　222　マイクロホン/スピーカシステム
　224　ビデオカメラ
　226　無線I/Oコントロールデバイス
　228　システムコントローラ
　230　有線放送
　232　衛星放送
　234　放送テレビジョンネットワーク
　236　電話網
　238　ケーブルモデム
　300　プロセッサ
　302　メモリ
　304　ディスプレイコントローラ
　306　デバイスコントローラ
　308　データ記憶デバイス
　310　I/Oインターフェイス
　312　バス
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　500　形状
　502　テキスト
　504　写真
　508　選択ポインタ(カーソル)
　512　グループ
　515　未選択ジャンル
　516　形状
　520　アルバムカバーの画像
　524　アーティスト情報
　528　アルバムカバー
　530　アルバム
　532　トラック
　534　コントロール
　536　アルバム
　538　隣接アルバム
　550　点
　552　点
　1400　起動GUI画面
　2000　GUI画面
　2002　テキストボックス
　2004　コントロール要素
　2006、2008、2010、2012　グループ
　2014　英数字
　2016　非英数字
　2020　グループ表示領域
　3002　表示アイテム
　3004　アイテム表示領域
　3006　中心点
　3008　中心点
　3010、3012　表示アイテム
　3014　中心点
　3015　対角線
　3016　中心点
　3018、3020、3022　表示アイテム
　3024　中心点
　3026　中心点
　3028　中心点
　3030　円周
　3032、3034、3036、3038　表示アイテム
　3040　中心点
　3042　中心点
　3046　中心点
　3048　菱形
　3050、3052、2054、3056、3058　表示アイテム
　3060　中心点
　3062　中心点
　3064　中心点
　3066　中心点
　3068　中心点
　3070　楕円
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　3072、3074、3076、3078、3080、3082　表示アイテム
　3084、3086、3088、3090、3092、3094、3096　表示アイテム
　3098、3100、3102、3104、3106、3108、3110、3112　表示アイテム
　4002、4004　アイテム
　5002　アイテム表示領域
　5004　アイテム
　5006、5008　アイテム
　5010、5012、5014　アイテム
　5016、5018、5020、5022　アイテム
　5024、5026、5028、5030、5032　アイテム
　5034、5036、5038、5040、5042、5044　アイテム
　5046、5048、5050、5052、5054、5056、5058　アイテム
　5060、5062、5064、5066、5068、5070、5072、5074、5076　アイテム

【図１】 【図２】

【図３】
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【図１３】 【図１４（ａ）】
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【図１４（ｂ）】 【図１５ａ】

【図１５ｂ】 【図１５ｃ】
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【図１５ｆ】 【図１５ｇ】
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【図１５ｈ】 【図１５ｉ】

【図１５ｊ】 【図１５ｋ】
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【図１５ｎ】 【図１６ａ】
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【図１６ｂ】 【図１７ａ】

【図１７ｂ】 【図１７ｃ】



(36) JP 2008-527539 A 2008.7.24

【図１７ｄ】 【図１７ｅ】

【図１７ｆ】 【図１７ｇ】
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【図１７ｈ】 【図１８】
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【手続補正書】
【提出日】平成19年9月5日(2007.9.5)
【手続補正１】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００２４
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００２４】
　本発明の例示的な一実施形態によれば、入力デバイスは、以下でさらに詳しく説明され
るポイント、クリック、スクロール、ホバリング、およびズーム構成要素をサポートする
グラフィカルユーザインターフェイスと結合された、自由空間ポインティングデバイス、
例えば、開示が参照により本明細書に組み込まれており、これ以降「'663出願」と呼ばれ
る、「Free Space Pointing Devices and Methods」という表題の2005年5月2日に出願さ
れた米国特許出願第11/119,663号で説明されている３Ｄポインティングデバイスとするこ
とができる。本発明と連携して使用すると有益なこの例示的な入力デバイスの特徴の1つ
は、2つのボタンとスクロールホイールのみ、つまり、3つの入力作動オブジェクトだけで
実装できるという点である。これらのボタンのうち1つは、ZOOM IN(選択)ボタンとして構
成することができ、もう1つは、ZOOM OUT(戻る)ボタンとして構成することができる。従
来のリモコンユニット、例えば図1に示されているものと比べると、本発明では、ユーザ
が自分のメディアアイテム選択を行う際に直面する、ボタンの数などを大幅に削減するこ
とにより、GUIのこの態様を簡素化している。本発明の例示的な実施形態による入力デバ
イスの追加の好ましいが、必須ではない、特徴は、ユーザ向けの「自由空間ポインティン
グ」機能を実現することである。「自由空間ポインティング」という語句は、本明細書で
は、ユーザが表示画面の前の空中で3つ(またはそれ以上)の次元方向に入力デバイスを自
由に動かせること、およびそれに対応して、ユーザインターフェイスがそれらの運動を画
面上のカーソルの動きに直接変換することができることを指すために使用される。そのた
め、「自由空間ポインティング」は、表示画面とは別の表面、例えば机の表面またはマウ
スパッドを、マウスの相対的移動がコンピュータ表示画面上のカーソル移動に変換される
際に起点となるプロキシ表面として使用する従来のコンピュータマウスポインティング技
術とは異なる。本発明の例示的な実施形態によるコントロールフレームワーク内で自由空
間ポインティングを使用することで、さらに、ユーザの選択活動が簡素化されるが、それ
と同時に、インターフェイスへの区別可能な入力として身振りを導入する機会が与えられ
る。身振りは、時間の経過を伴う移動の認識可能なパターンとしてみなすことができ、そ
のパターンは、GUIコマンド、例えば、x、y、z、ヨー、ピッチ、およびロール次元または
それらの部分的組合せによる移動の関数に変換することができる。しかし、当業者であれ
ば、好適な任意の入力デバイスを、本発明によるズーミング可能なGUIとともに使用でき
ることを理解するであろう。好適な入力デバイスの他の実施例は、限定はしないが、トラ
ックボール、タッチパッド、従来のTVリモコンデバイス、音声入力、ユーザの身振りをGU
Iコマンド、またはそれらの任意の組合せに伝達/変換することができる任意のデバイスを
含む。本明細書で説明されているGUI機能のそれぞれの態様は、身振りおよび音声コマン
ドのうちの少なくとも1つを使用して本発明によりフレームワーク内で作動させることが
できることが意図されている。他の実装は、カーソルおよび/または他のリモコンキーま
たはさらには音声入力を使用して選択対象のアイテムを識別することを含む。
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