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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　アイテムリストから１つのアイテムを選択する方法であって、
　第１のスクロール領域内に、前記アイテムリストから多数のアイテムを相互に隣接させ
て、自動的にスクロールする態様でスクリーン上に表示するステップと、
　第２のスクロール領域内に、前記アイテムリストから多数のアイテムを相互に隣接させ
て、自動的にスクロールする態様で前記スクリーン上に表示するステップであって、前記
第２のスクロール領域は前記第１のスクロール領域に隣接して表示され、前記第１のスク
ロール領域内のアイテムは前記第２のスクロール領域内のアイテムとは異なる速度でスク
ロールされる、ステップと、
を含む方法において、さらに、
　前記第１のスクロール領域または前記第２のスクロール領域内に選択領域を表すステッ
プと、
　前記第１のスクロール領域と前記第２のスクロール領域との間で前記選択領域を移動さ
せる命令としてのユーザ入力を受け取るステップと、
　前記選択領域内に現在表示されている、前記第１のスクロール領域または前記第２のス
クロール領域に表示されたアイテムの内の１つのアイテムを選択する選択命令としてのユ
ーザ入力を受け取るステップと、
前記第１のスクロール領域または前記第２のスクロール領域間で前記選択領域が移動する
のに応答して、前記第１のスクロール領域及び前記第２のスクロール領域のスクロール速
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度を、前記選択領域が移動した先の前記スクロール領域は他方のスクロール領域よりも遅
い速度でスクロールし、前記選択領域を有さないスクロール領域は他方のスクロール領域
よりも速い速度でスクロールするように、自動的に変化させるステップと、
を含むことを特徴とする方法。
【請求項２】
　前記第１のスクロール領域および前記第２のスクロール領域におけるアイテムは、同じ
アイテムリストからの第１のサブセットおよび第２のサブセットによって表され、
　前記第１のサブセットには含まれないアイテムが前記第２のサブセットの一部となり、
　前記第１のスクロール領域及び前記第２のスクロール領域を通じて１回以上スクロール
される要素の１まとまりが、前記アイテムリストからのアイテムの全体を表す、
　ことを特徴とする請求項１記載の方法。
【請求項３】
　前記表示するステップは、前記第１のスクロール領域および前記第２のスクロール領域
を、異なるコントラストの色で表示することを含む、請求項１または２に記載の方法。
【請求項４】
　前記選択領域を決定するための前記ユーザ入力を提供するための入力手段と前記選択命
令としてのユーザ入力を提供するための入力手段は同一であり、前記入力手段におけるユ
ーザ入力に要する時間の違いにより、前記選択領域を決定することと前記選択命令を行う
こととを区別する、請求項１から３までのいずれか１項記載の方法。
【請求項５】
　前記選択領域内のアイテムを強調するステップをさらに含む、請求項１から４までのい
ずれか１項記載の方法。
【請求項６】
　ユーザ入力に基づいて、
　前記スクロール領域のスクロール方向を反転し、および／または前記スクロール領域の
スクロール速度を変更し、または、
　前記選択領域をスクロール方向またはスクロール方向とは逆方向に移動させる、
　請求項１から５までのいずれか１項記載の方法。
【請求項７】
　前記第１のスクロール領域および／または前記第２のスクロール領域におけるアイテム
の順序を、予め指定されたユーザの好みのアイテムに依存して変更する、請求項１から６
までのいずれか１項記載の方法。
【請求項８】
　前記アイテムリストから選択された特定のアイテムを、前記アイテムリストを構成する
各サブリストの全てのアイテムが前記第１又は第２のスクロール領域において１回表示さ
れるまでの間に、２回以上表示する、請求項２から７までのいずれか１項記載の方法。
【請求項９】
　前記第１のスクロール領域または前記第２のスクロール領域における同一のアイテムの
発生頻度は、予め指定されたユーザの好みのアイテムに依存する、請求項８記載の方法。
【請求項１０】
　前記第１のスクロール領域および／または前記第２のスクロール領域に表示されている
、前記アイテムリストの中から少なくとも１つのアイテムを、予め指定されたユーザの好
みのアイテムまたはそれが直近に選択されたときから経過した時間によって、消去または
第２のリストの１つまたは複数のアイテムによって置換する、請求項１から９までのいず
れか１項記載の方法。
【請求項１１】
　請求項１から１０までのいずれか１項記載の方法において、第１のアイテムリストおよ
び第２のアイテムリストが提供され、さらに、
　前記第１のアイテムリスト内の少なくとも１つのアイテムを前記第２のアイテムリスト
内の少なくとも１つのアイテムとリンクさせるステップと、
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　前記第１のアイテムリストのリンクされたアイテムの選択によって、前記第２のアイテ
ムリストのリンクされている１つまたはすべてのアイテムを前記第１のスクロール領域お
よび前記第２のスクロール領域に表示するステップと
　を含む方法。
【請求項１２】
　前記選択領域に表示されたアイテムまたは該アイテムに関連するアイテムの内容を、前
記スクリーン上の領域であって、前記第１のスクロール領域および前記第２のスクロール
領域とは異なる領域において再生する、請求項１から１１までのいずれか１項記載の方法
。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、複数の項目からなるリストの中から１つの項目を選択するシステムおよび方
法に関する。また殊に本発明はインタラクティブなＥＰＧアセンブリおよび関連する放送
受信機および殊に音楽ファイルに関するファイル検索アセンブリに関する。また本発明は
そのような選択システムに非常に適している遠隔制御装置に関する。
【０００２】
　近頃では非常に多くのテレビ番組を受信することができるが、このことは所望の番組を
迅速かつ快適に発見することを困難にしている。多くのユーザはそのユーザのテレビ受像
機の番組番号を放送局に関連させて記憶に止めておくことができない。またはそれをしよ
うとは思っていない。したがって、一般的に０から９の番号を有する数字キーを利用でき
るにもかかわらず、所望の放送局に速く切り換えることは不可能である。
【０００３】
　さらには、使用される原理に依存して、２桁またはそれ以上の桁の番組番号を入力する
ためには数字列を所定の時間内に入力する必要があるか、入力されるべき桁数を番組番号
の入力の前に選択する必要がある。前者の場合にはユーザが所望の番組番号を十分な速さ
で入力しなければ、番組番号を入力している間に不所望な放送局に切り換えられる可能性
があり、他方後者の場合には付加的なキーの操作が必要となる。ユーザが実際のプログラ
ム番号に関して思い違いをしていた場合には、入力を完全に実施しなければならないか、
ユーザは再度桁位置の番号を選択して、公知のようなやり方で新たに処理を行わねばなら
ない。
【０００４】
　最近のテレビ受像機においては、頻繁に局名のリストが指示されており、この指示によ
りユーザはカーソルキーを用いて所望の局を選択することができる。これらの局名を例え
ばビデオテキスト情報から自動的に生成することができるか、手動で入力することができ
る。しかしながら画面サイズと解像度に依存して、全ての局名を同時に表示することはで
きない。また時には、切り換えが達成されるまで目下の番組をさらに視聴できるようにす
るために、画面全体をリストで完全に覆うことは好ましくない。そのような場合には別の
局名を表示するために、リストの可視の内容を反復的に変更する必要がある。この場合ユ
ーザに必要とされる関連するインタラクションは実質的に制御の快適性を制限する可能性
がある。
【０００５】
　いかなる場合においても１つ次の番組番号を選択するか、１つ前の番組番号を選択する
選択キーを用いて番組を連続的に切り換えることは、番組全体にわたる高速な切り換えに
適している。しかしながら、番組の順序はテレビ受信器における局のプログラミングによ
って固定されている。したがって、この順序で番組を選択することは不可避である。すな
わちこの番組をスキップすることは不可能である。
【０００６】
　刊行物EP-A2-1124372には、テレビの視聴者に提供される種々のテレビ番組に関する番
組情報を介して、スクロールに使用されるスクロール率を動的に調節することができる装
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置が開示されている。１つの実施形態においては、電子番組のリスト化は非インタラクテ
ィブであり、また番組情報がテレビのスクリーンを横切るようにスクロールされる。別の
実施形態においては、リスト化はインタラクティブであり、またユーザは目下強調表示さ
れている番組を選択することができる。この場合スクロール操作は実質的にユーザによっ
て制御される。
【０００７】
　これらの技術は所望の番組の選択に関してユーザフレンドリな改善をもたらす。しかし
ながら前者の実施形態においては、所望の情報を見逃さないようにユーザは番組データの
スクロールを注意深く追わねばならず、またこの場合ユーザは対応する番号を入力しなけ
ればならない。他方では、後者の実施形態においては、ユーザは比較的長い期間を有する
可能性のある処理全体の間中継続的に注意を払うことにより所望のプログラムの発見に能
動的に関与しなければならない。
【０００８】
　本発明は多数のＴＶ局または放送局の中から１つのＴＶ局または放送局を快適に選択す
るシステムに関し、このシステムによりキーの操作の最小限の手間で比較的短時間で所望
の局にチューニングすることができる。
【０００９】
　より一般的には、本発明は複数の項目からなるリストの中から１つの項目を選択するシ
ステムに関し、このシステムはユーザによる僅かな操作を介して、ユーザフレンドリな選
択も選択すべき所望の項目への高速なアクセスも提供する。
【００１０】
　本発明はまた複数の項目からなるリストの中から１つの項目を選択する方法およびこの
方法を実施するコンピュータプログラムに関する。
【００１１】
　さらに本発明は、選択システムを包含するか、本発明による選択方法を実施する、イン
タラクティブな電子番組ガイド（ＥＰＧ）アセンブリ、放送受信機、音楽ファイル検索ア
センブリに関する。また本発明は、本発明の選択システムを遠隔制御する手段を包含する
遠隔制御装置に関する。
【００１２】
　本発明はテレビかラジオのＥＰＧの分野および音楽ファイルの選択に適用されるが、殊
にコンピュータ支援による書込みにも適用される。本明細書において項目という術語はデ
ィスプレイ上に表示することができるあらゆる種類のデータを含む。
【００１３】
　最後に本発明は、複数の項目からなるリストの中から１つの項目を選択するシステムに
関する。このシステムは、
－複数の項目からなるリストの中から配列された項目を包含しているサブリストの動的な
表示を反復的に提供し、スクリーンまたはディスプレイ上に表示する提供手段を有し、
－サブリストに包含されている項目のスクリーンまたはディスプレイ上における順序通り
の表示を制御する表示制御手段を有し、ここで項目はスクリーンまたはディスプレイ上の
スクロール領域において相互に隣接して整列されており、
－最初にサブリストに挿入された項目をキャンセルし、複数の項目からなるリストから複
数の新たな項目を反復的にサブリストに挿入してサブリストの項目を動的に反復的に変更
することにより、複数の項目からなるリストをスクリーンまたはディスプレイ上において
少なくとも部分的にスクロールさせるスクロール手段を有し、
－スクリーンの所定の選択領域内に表示されているサブリストの複数の項目の内の少なく
とも１つの項目をユーザが選択できるようにする選択手段を有する。
【００１４】
　本発明によれば、
－サブリストの動的な表示を提供する提供手段は、複数の項目からなるサブリストの少な
くとも１つの付加的な動的な表示を同時に提供し、
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－表示制御手段は、それぞれ異なるスクロール領域における全てのサブリストに関して整
列されている複数の項目の内の少なくとも幾つかの項目をスクリーン上に同時に表示し、
－スクロール手段は、種々のスクロール領域におけるリストを少なくとも部分的にリスト
をスクロールさせ、
－選択手段は、サブリストの内の少なくとも１つのサブリストに関して選択領域内に表示
されている項目をユーザが選択できるようにする。
【００１５】
　殊に本発明は通常の使用の代わりに、複数の項目からなる考慮されるリストに関する２
つまたはそれ以上のスクロール領域の予想外の使用に関する。このことは殊に、たとえ２
つまたはそれ以上の行が上下に重なって表示されていたとしても、人間の目はスクリーン
上でスクロールするテキストを認識することができるという事実を基礎とすることができ
る。殊に、このことはそれぞれが異なる速度でスクロールする２つのテキストに適用する
ことができる。
【００１６】
　さらには、もしくは代替的に本発明を、種々のスクロール領域においてスクリーン上に
表示されている補足的な情報を基礎として使用することができ、したがってデータをより
高速により快適に検索することができる。それどころかユーザはこの場合、ユーザの予測
に関して、リストの表示されている関連する内容に依存して、一方のサブリストまたは他
方のサブリストに注意を払うことができる。
【００１７】
　したがって本発明の選択システムはリスト内の項目の選択に関して潜在的に非常に効率
的なツールを提供し、動的なサブリストの組み合わされた発見に基づいて操作回数を低減
することができる。
【００１８】
　選択領域は１つのサブリストまたは複数の各サブリストにおける１つまたは複数の項目
をカバーすることができる。この選択領域は、種々の断片的な部分から構成することがで
き、かつ全体的または部分的にユーザに認識させることができる「仮想」領域と見なすこ
とができる。選択領域において複数の項目が一緒に選択されるべき場合には、別の選択メ
カニズムを要求することができる。
【００１９】
　有利には、
－選択システムはまた、複数のサブリストの内の少なくとも１つのサブリストをアクティ
ブにし、その他のサブリストをデアクティブにするアクティブ化手段を有し、この際アク
ティブなサブリストのみを表示されている複数の項目の内の１つの項目の選択に使用する
ことができ、
－選択手段はアクティブなサブリストに関する選択領域内に表示されている項目を選択す
る。サブリストはこのコンテクストにおいてスクロール領域と表すこともできる。
【００２０】
　このようにして、ユーザは関連するサブリストまたはスクロール領域も、その中におけ
る所望の項目も選択することができる。実際には、選択領域は全てのサブリストまたはス
クロール領域をカバーすることができるが、アクティブなサブリストまたはサブリストに
対応する部分のみが関連する１つまたは複数の項目の選択に使用される。有利な実施形態
においては、アクティブ化手段は複数のサブリストまたはスクロール領域の内の１つのサ
ブリストまたはスクロール領域のみをアクティブにし、選択手段はアクティブなサブリス
トまたはスクロール領域に対応する選択領域の部分に現れる複数の項目のうちの１つの項
目のみを選択する。
【００２１】
　また有利にはスクロール手段が、１つまたは複数のアクティブなサブリストに対して少
なくとも１つの比較的遅い速度を使用し、また１つまたは複数のデアクティブなサブリス
トに対して少なくとも１つの比較的速い速度を使用する。この場合ユーザは、リスト全体



(6) JP 5147241 B2 2013.2.20

10

20

30

40

50

を高速に検索するための比較的速い速度と、リストの１つまたは複数の所望の項目を正確
に選択するための比較的遅い速度を同時に使用できるという利点を得ることができる。
【００２２】
　別の実施形態においては選択手段により、ユーザがただ１度操作するだけで選択領域内
に同時に現れる種々の項目が選択される。この場合ユーザは選択された全ての項目を利用
することができる、もしくは補足的な選択メカニズムが使用される。
【００２３】
　補足的な選択メカニズムの第１の実施形態においては、スクロール手段が選択された複
数の項目をスクリーン上でスクロールさせ、また選択手段によりユーザは比較的小さい補
助的な選択領域において事前に選択された複数の項目の内の１つの項目を選択することが
できる。補足的な選択メカニズムの第２の実施形態においては、選択手段が、所望の項目
を識別するためにユーザによってなされた特別な指示に依存して、例えば選択領域内の所
定の位置に対応する、遠隔制御装置上の番号を備えたキーを押すことによって、１つの項
目を明示的に選択する。補足的な選択メカニズムの第３の実施形態においては、選択手段
が所望の項目をキーの起動時間に応じて選択する。例えば、ユーザは最初にリスト内の複
数の項目からなるグループを選択し、これらの項目が遠隔制御装置における選択キーをア
クティブにすることによって選択領域内に表示される。選択されたグループは異なるサブ
リスト内の複数の項目を包含する。続いて、選択キーがアクティブである限り、連続的に
種々の項目に下線が引かれるか、それらの項目が強調される。所望の項目に下線が引かれ
るか、所望の項目が強調されると、ユーザは選択キーのアクティブ化を停止し、下線が引
かれた項目または強調された項目がその時点において選択される。
【００２４】
　補足的な選択メカニズムのいずれの実施形態もアクティブ化手段を有する上述の実施形
態と組み合わせることができる。すなわち、アクティブ化手段は選択手段と共に先ず事前
選択ステップを実施し、このステップに続いて補足的な選択ステップを実施する。
【００２５】
　有利にはスクロール手段が動的なサブリストに依存して、異なる速度でリストを自動的
にスクロールする。さらには、リスト内の異なる種類のデータに異なる重みを付けを行う
ことができ、最も関連のあるデータには最も遅い速度が対応付けられる。有利には、ユー
ザは選択のためにどのサブリストがアクティブにされるか、したがって遅い速度が割り当
てられるかを選択することができ、その結果ユーザは所望の項目をより速くより確実に発
見および選択することができる。別の実施形態においては、サブリストの複数の項目が方
向感覚を得るために第１のスクロール領域において比較的速い速度でスクロールされ、同
一のリストの項目は選択領域における後続の選択のために第２のスクロール領域において
比較的遅い速度でスクロールされる。
【００２６】
　上述の実施形態のあらゆる組み合わせが可能である。例えば、第１のスクロール領域に
おいては主題的な順序で表されている１つのリストまたはサブリストの項目が比較的速い
速度でスクロールし、他方第２のスクロール領域においては英数字的な順序で表されてい
る同一のリストまたはサブリストの項目が比較的遅い速度でスクロールする。ユーザはス
クリーン上の２つの領域に表示されている目下のデータに依存して、第１のスクロール領
域または第２のスクロール領域をアクティブにすることができる。ユーザは、英数字的な
順序で複数の項目を比較的遅い速度で示している第２のスクロール領域の選択領域におい
て単一の項目を選択することができるか、主題的な順序で複数の項目を比較的速い速度で
示している第１のスクロール領域の選択領域において複数の項目からなるグループを選択
することができる。後者の場合には、別の選択ステップによりユーザは所望の項目を指定
することができる。
【００２７】
　別の実施形態においては、選択システムが１つまたは複数のスクロール領域における複
数の項目のスクロール方向を反転する手段を有する。所望の項目を見逃した場合にも、依
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然としてその項目を迅速に検索することができる。これにより次回の通過において項目が
スクロール領域に再び現れることを待機する必要はない。また所望の項目が現在のスクロ
ール方向とは逆のスクロール方向においては、現在のスクロール方向よりも近くにある場
合には時間を節約することができる。
【００２８】
　有利には、表示制御手段は隣接する平行なスクロールバーをスクロール領域として使用
する。この実施形態は高速な読み出しに関して簡潔かつ効率的なものである。しかしなが
ら他の表示形態、例えばスクリーン上に大量のデータを同時に表示するためにスパイラル
チェーンを使用することができる。
【００２９】
　本発明の実施形態によれば、提供手段が全ての動的なサブリストに関してリストの同一
の項目を使用する。この場合には殊に、動的なサブリストは同一の複数の項目を使用する
だけでなく、同一のスクロール順序で使用される。いずれにせよ、上述したように異なる
スクロール速度を用いることにより、またはスクリーン上においてリストの異なる位置を
同時に使用できるようにすることにより、またはこれら２つの可能性を用いることにより
選択を行うことができる。後者の場合、有利には提供手段が種々のサブリストを提供し、
これらのサブリストでは複数の項目がリストにおいて相互に可能な限り距離を置いて、異
なるスクロール領域においてスクリーン上に同時に現れる。例えば、全てのサブリストに
対して同一のスクロール速度を用いることにより、サブリストの数によって分割されたリ
ストの項目の総数によってサブリスト内に包含されている複数の項目が相互に分離される
。別の実施例においては、サブリストが英数的な順序の項目を包含し、ここで第１のスク
ロール領域内に表される第１のサブリストはＡ～Ｋの文字で始まる項目を包含し、第２の
スクロール領域内に表される第２のサブリストはＬ～Ｚの文字で始まる項目を包含する。
分散は項目の総数、また開始文字を考慮したその分散に依存して変化させることができる
。
【００３０】
　それ以外には、それぞれのスクロール領域内に表される動的なサブリストは同一の項目
ではあるが、順序は異なり、またはスクロール方向は反対である。
【００３１】
　本発明の実施形態によれば、提供手段が動的なそれぞれのサブリストに関するリストの
補足的な複数の項目を使用する。術語「補足的」はここでは複数のリストの内の少なくと
も１つのリストに存在するが、他のリストには存在しない少なくとも１つの項目の存在を
表す。この実施形態の特別な形態においては、複数のサブリストの内の１つのサブリスト
が他のサブリストから抽出された項目を受け取る。種々のサブリストの内容は、他のサブ
リストの内容に関して入れ子にされたサブリストでもよい。これにより全体のリストの中
において選択された幾つかの項目により大きい重みを付けすることができる。別の実施形
態においては、項目が各サブリストにおいて完全に異なる。すなわち、これらのサブリス
トは共通の項目を有していない。しかしながら有利には提供手段により、サブリストの内
のいずれか２つのサブリストがリストの複数の項目の内の少なくとも１つの項目を共有す
る。
【００３２】
　有利には、提供手段は複数のサブリストの内の少なくとも１つのサブブリストにおける
項目を種々の発生頻度で提供することができる。これにより、他の項目に関して幾つかの
項目を優先付けることができるが、所定のサブリスト内では種々のサブリストを使用する
代わりに、上述したように異なる項目に異なる重みを付けることができる。
【００３３】
　これら全ての実施形態をどのようなやり方でも組み合わせることができ、またユーザの
選択可能な異なるオプションに応じて、選択システムをこれらの種々の実施形態に適用す
ることができる。
【００３４】
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　有利には、選択システムは選択領域に目下表示されている少なくとも１つの項目の内容
に対応する別の表示をユーザに与えるための表示手段を有する。この表示手段により選択
システムをよりユーザフレンドリにすることができ、また利用を容易にすることができる
。
【００３５】
　有利な実施形態によれば、複数の項目からなるリストは第１のレベルの項目の第１のレ
ベルのリストであり、選択システムは前述の第１のリストにおけるそれらの第１のレベル
の複数の項目の内の１つの項目を最初に選択し、続いて同様に、複数の項目からなる少な
くとも１つの第２のレベルのリストにおける少なくとも１つの第２のレベルの項目を選択
する。第１のレベルの項目を少なくとも１つの第２のレベルの項目にリンクさせることが
できる。またこれとは逆のリンクも可能である。さらに選択システムは、選択された第１
のレベルの項目に依存して第２のレベルのリストを指定するための手段を有する。この実
施形態により所望の情報への「ズームイン」がなされる。データが種々の複雑なパラメー
タ、例えば作曲者、インタープリタ、スタイルなどに関連する音楽ピース、または監督、
役者、公開日などに関連またはリンクする映画をデータベースにおいて有する場合には殊
に有用である。
【００３６】
　また本発明はインタラクティブな電子番組ガイドアセンブリ、またはＥＰＧアセンブリ
に適用され、本発明のいずれかの実施形態による選択システムを有することを特徴とする
。この選択システムは有利には局名リストおよび／または番組タイトルリストのそれぞれ
のリストにおいて少なくとも１つの局名および／または番組タイトルを選択することがで
きる。
【００３７】
　さらに本発明は放送受信機に関し、本発明によるインタラクティブなＥＰＧアセンブリ
を有することを特徴とする。この放送受信機はインタラクティブなセットトップボックス
およびインタラクティブなテレビ受像機を包含するが、本発明はこれに制限されるもので
はない。殊にＥＰＧアセンブリを衛星受信機として実施することができる。
【００３８】
　また本発明は音楽ファイル検索アセンブリに関し、本発明のいずれかの実施形態による
選択システムを有することを特徴とする。有利には、この選択システムは、インタープリ
タ、アルバムおよびタイトルのそれぞれのリストにおいてインタープリタ名、アルバム名
およびタイトル名の内の少なくとも１つを選択するために設けられている。音楽ファイル
検索アセンブリを殊にＭＰ３プレイヤとして実施することができる。
【００３９】
　さらに本発明は遠隔制御装置に関し、本発明のいずれかの実施形態による選択システム
を遠隔制御する遠隔制御手段を有することを特徴とする。これらの遠隔制御手段は選択キ
ーを有し、この選択キーによりユーザは提供手段、表示制御手段および選択システムのス
クロール手段を一緒にトリガすることができ、また選択システムの選択手段をトリガする
ことによりスクリーンの選択領域内に表示された１つまたは複数の項目を選択することが
できる。したがって、遠隔制御装置におけるキーの数が非常に制限されていても、選択シ
ステムの制御にとっては十分である。
【００４０】
　１つの有利な実施形態においては、ユーザが選択領域において事前に選択された複数の
動的なサブリストおよび項目からなる少なくとも１つのエンティティをさらに選択するよ
う選択キーは設計されている。したがって要求されるキーの数はさらに低減され、またそ
れどころか理論的にはただ１つのキーに限定することも可能である。
【００４１】
　本発明は以下のステップ、すなわち、
－複数の項目からなるリストの中から整列された項目からなる第１の動的なサブリストを
反復的に提供し、スクリーン上に表示するステップと、
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－スクロール領域において相互に隣接する、第１のサブリストの複数の項目のスクリーン
上での順序通りの表示を制御するステップと、
－第１のサブリストに最初に挿入された項目をキャンセルし、複数の項目からなるリスト
からの新たな項目を第１のサブリストに挿入することにより、第１の動的なサブリストの
複数の項目を反復的に変更することにより、複数の項目からなるリストを少なくとも部分
的にスクリーン上においてスクロールさせるステップとを有する、
複数の項目からなるリストの中から１つの項目を選択する方法に関し、この方法によりユ
ーザはスクリーンの選択領域内に表示されているサブリストの複数の項目の内の少なくと
も１つの項目を選択することができる。
【００４２】
　本発明によれば、
－提供ステップは、サブリストの第１の動的な表示と同時に行われる、複数の項目からな
るサブリストの少なくとも１つの第２の動的な表示の提供を含み、
－表示制御ステップは、第１のスクロール領域および第２のスクロール領域それぞれにお
いて第１のサブリストおよび第２のサブリストの少なくとも幾つかの整列された複数の項
目のスクリーン上への同時の表示を含み、
－スクロールステップは、種々のスクロール領域における少なくとも部分的なリストのス
クロールを含み、
この方法により、ユーザは第１のサブリストおよび第２のサブリストの内の少なくとも１
つのサブリストと関連する選択領域に表示されている１つまたは複数の項目を選択するこ
とができる。
【００４３】
　選択方法は有利には、本発明のいずれかの実施形態による選択システムによって実施さ
れる。
【００４４】
　本発明の付加的な態様はコンピュータプログラム製品であり、このコンピュータプログ
ラム製品はプログラムがコンピュータにおいて実行される場合には、本発明の選択方法の
ステップを実行するプログラムコードを包含する。「コンピュータプログラム製品」とは
、例えばプログラムを包含する記憶領域、例えばディスケットまたはカセットのようなも
のだけではなく、例えば電気信号または光信号のような信号からなるものでもよいコンピ
ュータプログラム支持体を意図している。
【００４５】
　選択システムの幾つかの特別な実施形態を以下では詳細に説明する。１つの実施形態に
おいては、ＴＶ局名が画像を介してスクロールテキストとしてスクロールし、この際スク
ロールテキストの文字の色は残りの画像内容とは異なる。各スクロールテキストは背景と
してカラーバーを有することもできる。有利には、局名の長さが例えば頭文字または省略
形を使用することにより制限されている。しかしながらこのことは本方法を実施するにあ
たり必ずしも必要なことではない。
【００４６】
　アクティブなスクロールテキストの局名がスクリーン上の所定の位置を通過すると、局
名を強調することができる。アクティブなスクロールテキストは選択を実施することがで
きるスクロールテキストである。例えば背景の色を変更するか、テキストの色、テキスト
の大きさ、テキストのフォントなどを変更することにより強調を行うことができる。上述
の変更を、例えば明滅により断続的に実施することができる。順序的に次の局名が所定の
位置を通過するとこの次の局名が強調され、以前に強調されていた局名は再び通常通り表
示される。有利な実施形態においては、局名を有するスクロールテキストの新たな流れは
、先行する流れが完了した後に開始される。番組を選択するために、所望の局の名称が強
調されたときに、ユーザはアクティブなスクロールテキストに適用される選択命令を発す
るだけでよい。このことを例えば「ＯＫ」キーで実施できる。殊に、ユーザが依然として
プログラムを決定しない場合、これはユーザがより長く視聴しようとして、その番組番号
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を覚えるということなので、局の快適な変更を実現することができる。
【００４７】
　本発明の有利な実施形態においては、局名を有する２つのスクロールテキストバーが異
なる速度でスクリーンを流れ、また上下に重なってスクリーンに表示される。また２つの
スクロールテキストは可読性および弁別性を改善するために異なる背景色を有することも
できる。有利には選択領域内の強調は１つのスクロールテキストにおいてのみアクティブ
であり、また有利には、強調されるスクロールテキストは比較的遅い速度を有するスクロ
ールテキストである。ここでユーザが、比較的速い速度でスクロールしているスクロール
テキストにおいてこのユーザが関心を持つ番組を提供する局名を識別した場合には、ユー
ザはこのスクロールテキストに強調を切り換える。この切り換えを２つのキーを用いて簡
潔なやり方で実施することができる。スクロールテキストを上下に重ねて配置することに
よって、切換を例えば「上」および「下」の記号を示す２つのキーを用いて実施すること
ができる。２つのスクロールテキストのみが表示される場合には、これら２つのスクロー
ルテキスト間の強調の切換をただ１つのキーを用いて作用させることができる。この前後
に行き来する切換は「トグル」と称される。選択領域において目下強調されているスクロ
ールテキストは比較的遅い速度で移動され、別のスクロールテキストは比較的速い速度で
移動される。有利な実施形態においては、スクロールテキストの２つの行が互い違いに、
または異なる速度で同一の局名を示し、これによりいずれかの局名へ平均アクセス時間が
低減される。
【００４８】
　選択プロシージャ全体を単一のキーを使用することにより達成することができる。単一
のキーを最初に押したときにスクロールテキストが表示される。単一のキーのさらに短い
操作によりスクロールテキスト行間での強調の切り換えが行われる。単一のキーの長い操
作により目下際立たされているまたは強調されている局が選択される。新たな局の選択後
にスクロールテキストを溶暗することができる。もしくは所定の時間にわたってキー動作
が何も行われない場合には溶暗が行われる。有利には後者の場合、１つのスクロールテキ
スト行または全てのスクロールテキスト行において局名が完全に流れた場合にのみ溶暗が
行われる。
【００４９】
　別の有利な実施形態においては、局名が強調されているスクリーン上のポイント、すな
わち選択領域を別のキーを用いることによりスクロールテキストの動く方向またはそれと
は反対の方向に移動させることができる。このことを殊に所望の局を選択するまでの時間
を短縮または延長するために使用することができる。例えば適切な記号「左」および「右
」を備えた別のキーを設けることができる。択一的には、キーを用いることにより、目下
緩慢に通過しているスクロールテキストを切り換えることができるか、１つまたは複数の
プログラム名に関して拡張させることができる。
【００５０】
　有利には、１つまたは全てのスクロールテキストの速度を一時的に減速または加速する
ことができるか、１つまたは全てのスクロールテキストを休止させるキーを設けることが
できる。
【００５１】
　別の実施形態においては、スクロールテキストの速度をユーザによって調節することが
できる。さらには、スクロールテキストならびに背景の色、また必要であれば強調の色も
ユーザによって調節することができる。さらにはテキストのフォントおよび強調方法をユ
ーザが選択することができる。
【００５２】
　さらに別の実施形態においては、強調されている比較的大きい長さのテキストフィール
ドにとって十分である持続時間に対応する単一の強調期間を選択することができる。この
ようにして、全てのフィールドが等しい期間強調される。
【００５３】
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　所定の用途、例えば局セレクタへの使用においては、目下選択されている番組をリスト
から除外することができるので、その局の名称は表示されない。
【００５４】
　異なる文化での選択システムの使用を考慮して、１つまたは複数のスクロールテキスト
が表示されるスクリーン上の場所を有利には選択することができる。したがって例えば、
有利には上から下に向かって読まれる文化においてはスクロールテキストを側方の端に表
示することができる。右から左に読む文化に関しては、スクロールテキストを左側から右
側に移動させることが適切であり、他方左から右に読む文化に関してはスクロールテキス
トが右側から左側に移動するように表示される。一般的に、ユーザはスクロールテキスト
が上側の端に表示されるか下側の端に表示されるか、もしくは右側の端に表示されるか左
側の端に表示されるかをそれぞれ選択することができる。
【００５５】
　別の実施形態においては、局名をスクロールテキストにおいて分類された順序、例えば
アルファベット順に表示することができる。また例えばあらゆる局に関して統計的により
短いアクセス時間を達成するために、異なるスクロールテキストにおいて局名の種々の分
類順序を選択することができる。
【００５６】
　別の有利な実施形態においては、局から目下送信されている番組のタイトルが局名の代
わりに表示される。タイトルを適切な短い形態、例えば一般的に使用されている頭文字ま
たは省略形によって表すことも有用である。そのような表示は、必要な情報は既にディジ
タル衛星受信技術において提供されているので、例えばＥＰＧを使用する場合に容易に実
現することができる。
【００５７】
　別の実施形態においては、目下強調されている局の番組が小さいスクリーンウィンドウ
に表示される。その配置はピクチャ・イン・ピクチャ、略してＰＩＰとしてもたらされる
か、２つの実質的に等しい大きさのウィンドウが並んで表示されるピクチャ・アンド・ピ
クチャまたはＰＡＰとしてもたらされる。
【００５８】
　名称が目下強調されている局の画像をスクリーン上にフル画像フレームとして表すこと
もできる。この場合には、全ての利用可能な番組が連続的かつ反復的にユーザに簡単に表
示され、この表示はユーザがプログラムを選択するか、プログラム選択モードを中断する
まで継続される。
【００５９】
　指示される局名は利用可能な全ての局名のサブグループを表すこともでき、例えば「好
みの」局として指定された局のみを表すことができる。「好みの」局として指定されてい
る局がそのようなものとして指定されていない局よりも頻繁にスクロールテキストに現れ
るように、全体の局名における「好み」の局の発生頻度を操作することもできる。「好み
」を自動でも手動でも識別することができる。
【００６０】
　別の用途において本発明の選択システムは、階層的にサブディレクトリに配列されてい
るファイルまたはデータにアクセスするために使用される。したがって、最初に同一のレ
ベルにあるディレクトリまたはデータのみがスクロールテキストに表示される。ディレク
トリまたはデータ項目が選択されると、次に低いレベルにあるファイルまたはデータがス
クロールテキストに表示され、以下同様の事が行われる。データを、選択方法に適してい
る異なる階層レベルに配列されている他のデータと関連付けるまたはリンクさせることが
できる。本発明の選択システムおよび選択方法の発展形態においては、２行以上のテキス
トを上下に重ねてスクリーン上に表示できる場合には、それぞれの場合において選択され
たディレクトリまたはデータの名称を、選択の前または選択に基づいて付加されたそれぞ
れの一番上の行に表示することができる。例えば多数のＭＰ３音楽ファイルがデータ媒体
に記憶されている場合には、選択のためにアーティスト名を最初に表示することができ、
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続いてアルバム名を表示し、その後にのみアルバムの個々のトラック名が表示される。い
ずれの場合においても選択されたデータ項目を関連するフィールドにおいてスクロールテ
キストの上に表示することができる。操作を容易にするために、タイトルレベルのスクロ
ールテキストは第１のエントリとして「全てのタイトルの再生」および第２のエントリと
して「ランダム再生」を表示することができる。しかしながら、これらの操作を他の場所
における基本的な調節として行うこともできる。
【００６１】
　ファイルまたはデータアクセスに関する別の実施形態においては、種々の選択パラメー
タに関連するスクロールテキストが同時にスクリーン上に表示される。続いて、所定のパ
ラメータに関してユーザによりなされた第１の選択に依存して、他のパラメータに関する
スクロールテキストが調節される。次のパラメータの選択に関して操作を繰り返すことが
できる。例えば、ファイルアクセスが映画について指示されており、表示されたスクロー
ルテキストが役者名、監督名および映画のスタイル（ウェスタン、ミュージカル、アクシ
ョン、恋愛など）にそれぞれ関連付けられる。例えばある監督に関する第１の選択に依存
して、他のスクロールテキストの内容が次の選択に適合される。また、データ項目に関す
るスクロールテキスト、例えば既に選択された映画を適切であれば何度も使用することが
できる。これは、例えば映画が選択可能な種々の役者とリンクされている場合である。十
分な情報、例えば監督の名前および役者の内の一人の名前の両方の名前が一度与えられる
と、適合する映画のリストをスクリーン上の自動的なスクロールを介して選択を行うため
に表示することができる。
【００６２】
　別の用途においては、本発明の選択システムは英数字データを入力するために使用され
る。したがってスクロールテキストにはアルファベットの文字ならびに数字および記号が
表示され、上述のやり方の内の１つのやり方で選択される。文字の発生頻度の重み付けを
、入力プロシージャを短縮するために、選択された言語に依存して行うことができる。
【００６３】
　有利な実施形態においては、一度選択が行われると、選択された言語の単語構成規則に
従い後に続くことができない文字をそれぞれのスクロールテキストから除外することがで
きる。データ項目のこのような除外は、いかなる場合においても直前になされた選択に依
存する動的なものである。このようにして完全なテキストを僅かなキー、それどころかた
だ１つのキーを使用して入力することができる。単語構成規則に従わない頭文字または省
略形の入力を可能にするために、この機能をユーザによって少なくとも一時的に使用禁止
にすることができる。
【００６４】
　少ない数のキーしか使用されないということは有利には機器のコストを低減し、またシ
ステム全体の信頼度を向上させる。
【００６５】
　有利には選択システムおよび選択方法を、２行の英数字ディスプレイしか有さない装置
と共に使用することができる。したがっていずれにせよ必要とされるディスプレイを多数
の事例においてより効率的かつ快適に使用することができる、もしくは比較的大きいディ
スプレイを比較的小さく廉価なディスプレイに置換することができる。
【００６６】
　以下では本発明を図面に示した非制限的な実施形態および実施例を参照しながら説明し
、これにより本発明はさらに理解される。ここで、図面において
　図１は、ユーザインタフェースおよび表示スクリーンを備えた本発明による選択システ
ムのブロック図であり、
　図２は図１の選択システム、ユーザインタフェースおよびスクリーンを含むＴＶ受像機
を示し、
　図３はスクロールしている２つの選択テキストのために使用される図２のＴＶ受像機に
おけるスクリーンの一部を示し、
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　図４は選択領域においてアクティブなスクロールテキストの局名に対応する別の画像が
表示されている、図３に部分的に示されたスクリーンの全体を示し、
　図５は図２のＴＶ受像機における局名を有するスクロールテキストのための別の表示配
置構成を示し、
　図６は選択システムを備えた図２のＴＶ受像機に適合されている遠隔制御装置の第１の
実施形態を示し、
　図７は選択システムを備えた図２のＴＶ受像機に適合されている遠隔制御装置の第２の
実施形態を示し、
　図８は選択システムを備えた図２のＴＶ受像機に適合されている遠隔制御装置の第３の
実施形態を示し、
　図９は図１の選択システム、ユーザインタフェースおよびスクリーンを包含している携
帯音楽機器を示し、
　図１０は音楽ピースの発見における第１のステップ、アーティストの選択に関して２つ
のスクロールテキストが表示されている図９のスクリーンを示し、
　図１１は音楽ピースの発見における第２のステップ、アルバムの選択に関して２つのス
クロールテキストが表示されている図９のスクリーンを示し、
　図１２は音楽ピースの発見における第３のステップ、トラックの選択に関して２つのス
クロールテキストが表示されている図９のスクリーンを示し、
　図１３は図１０から１２に示されているステップにおいて選択された音楽ピースに対応
する付加的な情報が表示されている図９のスクリーンを示す。
【００６７】
　図１，２および７において示されているユニットは単なる機能エンティティであり、こ
れらは物理的に別個のエンティティに対応している必要はない。つまり、これらのエンテ
ィティはソフトウェアの形態で開発することができるか、１つまたは複数の集積回路とし
て実現することができる。
【００６８】
　さらに総称的な記号はインデクスによって補完されるものであり、例えば「ＳＺ」は所
定のモデル対象、例えばスクリーン上のスクロール領域を表す「スクロール領域」を表し
、特定の項目を表すことができ、例えばスクロール領域ＳＺ１はサブリストＳＬ１に対応
し、さらにスクロール領域ＳＺ１Ａは考察する実施形態Ａに対応する。
【００６９】
　図１に示されているように、複数の項目からなるリストＬ１から１つの項目を選択する
システム１は表示を行うスクリーン２およびユーザインタフェース３と協働して使用され
るので、ユーザは選択を制御することができる。
【００７０】
　選択システム１は、
－それぞれＳＬ１およびＳＬ２と示されている、リストＬ１のサブリストの第１の動的な
表示および第２の動的な表示を反復的に提供し、スクリーン２上に表示する提供ユニット
１１を有し、
－スクリーン２上の２つのスクロール領域ＳＺ１およびＳＺ２において同時に行われる、
サブリストＳＬ１およびＳＬ２の複数の項目の相互に並んだ順序通りの表示を制御する表
示制御ユニット１２を有し、
－最初にサブリストに挿入された項目をキャンセルして、リストＬ１からの新たな項目を
挿入することにより、サブリストＳＬ１およびＳＬ２の項目を反復的に変更することによ
って、リストＬ１をスクリーン２上で２つのスクロール領域ＳＺ１およびＳＺ２において
スクロールさせるスクロールユニット１３を有し、ここで、スクロールユニット１３は、
動作時に速度データベース２２における速度値を発見して、それぞれのスクロール領域Ｓ
Ｚ１およびＳＺ２において異なる速度でリストＬ１をスクロールさせ、
－スクロール領域ＳＺ１およびＳＺ２と交差するスクリーン２の選択領域２０内に表示さ
れるサブリストＳＬ１およびＳＬ２の内の少なくとも１つのサブリストにおける複数の項
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目の内の少なくとも１つの項目をユーザが選択できるようにする選択ユニット１４を有し
、ここで、ユーザによる項目の選択はスクリーン２上の表示の停止をトリガでき、また停
止が表示制御ユニット１２によって行われ、
－サブリストＳＬ１およびＳＬ２の表示に付加的に、選択領域２０において目下表示され
ている１つまたは複数の項目の内容に対応する、スクリーン２上の表示領域２５および／
または音楽再生部において、ユーザにピクチャ、例えば静止画像またはビデオシーケンス
を提供する表示ユニット１８を有し、
－１つまたは両方のサブリストに関してリストＬ１のスクロール方向を反転させることが
できる反転ユニット１７を有し、ここでそれぞれ同じ速度を反対の方向に適用し、また、
－項目データベース２１内の選択された１つまたは複数の項目を検索する検索ユニット１
５を有する。
【００７１】
　選択システム１はまたサブリストＳＬ１またはＳＬ２の内の一方をアクティブにし、他
方をデアクティブにするアクティブ化ユニット１６も有し、アクティブなサブリストのみ
を選択領域２０内に表示されている項目の内の１つの項目を選択するために使用すること
ができる。すなわち、選択領域２０とスクロール領域ＳＺ１またはスクロール領域ＳＺ２
との交差部のみが選択に関して考慮される。したがってさらには、スクロールユニット１
３は比較的遅い速度をアクティブなサブリストに適用し、比較的速い速度をその他のサブ
リストに適用する。
【００７２】
　ユーザはユーザインタフェース３を介して、速度を加速または減速させるためのスクロ
ールユニット１３、ならびに選択ユニット１４、アクティブ化ユニット１６および反転ユ
ニット１７を制御することができる。
【００７３】
　選択システム１により種々のステップでの選択プロセスが実現され、このステップには
複数のリストＬｉ、本明細書においてはＬ１，Ｌ２およびＬ３における連続的な選択を含
む。有利には、この選択システム１は指定ユニット１９も有し、この指定ユニット１９は
先行するステップにおいて選択された項目に依存して第１の選択ステップが終了した後に
、所定の選択ステップにおいて使用されるべきリストを指定する。したがって、第１のレ
ベルＬ１においてある項目が選択された後には、この選択された項目に基づき考えられる
種々の第２のレベルのリストにおいてリストＬ２が求められる。同様にリストＬ３が、第
２のステップにおいてリストＬ２から選択された項目に基づき考えられる種々の第３のレ
ベルリストにおいて求められる。最終的に、所望の項目が最終的なレベル、この実施例に
おいては第３のレベルリストＬ３から抽出される。
【００７４】
　選択システム１の種々の用途をここで詳細に説明する。図２に示されている第１の実施
形態においては、選択システム１がＴＶ受像機６として実施されており、このＴＶ受像機
６はスクリーン２およびユーザインタフェース３も包含する。放送プログラムＰＧを受信
するための設けられているＴＶ受像機は、遠隔制御装置を用いてユーザがユーザインタフ
ェース３に作用を及ぼすための遠隔通信部５も包含する。
【００７５】
　所望の局を視聴または記録するために操作が行われると、図３に示されているように、
選択システム１はスクリーン２の下部２Ａにおいて上部スクロール領域ＳＺ１Ａおよび下
部スクロール領域ＳＺ２Ａを規定する２つの平行に隣接するスクロールバーを表示する。
各スクロール領域ＳＺ１ＡおよびＳＺ２Ａにおいては、局名がスクリーン２Ａの右側の端
から左側の端へとスクロールする。さらには、ここでは下部スクロール領域ＳＺ１Ａが選
択のためのアクティブ領域として選択されており、上部スクロール領域ＳＺ２Ａはアクテ
ィブ領域ではない。したがって、選択領域２０は下部スクロール領域ＳＺ１Ａに限定され
た縮小された選択領域２０Ａとしてユーザに表される。しかしながら完全な選択領域２０
は両方のスクロール領域ＳＺ１ＡおよびＳＺ２Ａをカバーする。またこの場合、上部スク
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ロール領域ＳＺ２Ａにおける局名のスクロールは下部スクロール領域ＳＺ１Ａよりも速く
、このことは下部のスクロールバーに対しては括弧が１つのみ示されているのに対し、上
部のスクロールバーに対しては括弧が２つ示されていることにより示唆されている。さら
には、２つのスクロールバーに関して背景色は同一ではなく、このことは下部スクロール
領域ＳＺ２Ａのより明るい色により示唆されている。
【００７６】
　ユーザが下部スクロール領域ＳＺ１Ａに代わって上部スクロール領域ＳＺ２Ａをアクテ
ィブにする場合には、見かけ上縮小されている選択領域２０が上方にスクロール領域ＳＺ
２Ａへと移動され、また速度も逆になる。すなわち、スクロール領域ＳＺ２Ａに関する速
度が速くなる。これらの２つのバーに関する背景の色も付加的に反転させることができる
。
【００７７】
　図４に示されているように、スクリーン２Ａをより広範に考察すると、画像がスクリー
ン２Ａの右上隅の再生領域２５に挿入されていることが見て取れる。この再生領域２５に
は、選択領域２０Ａにおける局名と関連するチャネルにおいて目下放送されている番組を
表す静止画像またはビデオシーケンスが表示されている。
【００７８】
　図５に示されているような別の表示モードにおいては、それぞれＳＺ１ＢおよびＳＺ２
Ｂとして表されているスクロール領域ＳＺ１およびＳＺ２が垂直バーとして、２Ｂで表さ
れているスクリーン２の右側に表示されている。この場合局名のスクロールは垂直方向に
作用する。ここでは左側のスクロール領域ＳＺ１Ｂがアクティブかつ低速度であり、この
ことは背景に関するより明るい色および単一の括弧によって示唆されている。左側のスク
ロールバーは選択領域２０Ｂを備えている。
【００７９】
　種々の遠隔制御モデルをＴＶ受像機６に使用することができる。図６に示されているよ
うに、第１の実施形態においては遠隔制御装置３１が、
－赤外線放射部４０と、
－アクティブなスクロール領域ＳＺ１またはＳＺ２を選択するための上ボタン４１および
下ボタン４２と、
－それぞれのスクロール方向に依存して、例えばボタンを短時間押すことによってスクロ
ール方向を変更するため、または例えばボタンを長時間押すことによってスクロール速度
を減速／加速させるための左ボタン４３および右ボタン４４と、
－アクティブなスクロール領域に関連する選択領域２０内の項目を選択するための中央選
択キー４５とを有する。
【００８０】
　本発明の有利な実施形態においては、通常の操作モードの間に、上ボタン４１および下
ボタン４２が音量制御のために使用され、また左ボタン４３および右ボタン４４が局のザ
ッピングのために使用される。もしくは上ボタン４１および下ボタン４２が音量制御のた
めに使用され、左ボタン４３および右ボタン４４が局のザッピングのために使用される。
この場合、選択キー４５を最初に押したときに通常モードから上述したような選択モード
に切り替わる。選択後には遠隔制御装置３１は自動的に通常モードに戻る。
別の実施形態においては、図７に示されている遠隔制御装置３２が、
－赤外線放射部４０と、
－それぞれのスクロール方向に依存して、例えばボタンを短時間押すことによってスクロ
ール方向を変更するため、または例えばボタンを長時間押すことによってスクロール速度
を減速／加速させるための、左右の押圧面を有する上部右側ボタン４６と、
－アクティブなスクロール領域ＳＺ１またはＳＺ２を選択するための、上下の押圧面を有
する中央ボタン４７と、
－アクティブなスクロール領域に関連する選択領域２０内の項目を選択するための下部選
択キー４８とを有する。
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【００８１】
　ここでもまた有利な実施形態においては、遠隔制御装置３２を遠隔制御装置３１に関し
たやり方と同じようにして通常モードにも使用することができる。
【００８２】
　図７の遠隔制御装置は異なる様式で使用することもできる：上部右側ボタン４６および
中央ボタン４７は単一の接点ボタンである。それぞれのスクロール方向またはそれぞれの
アクティブなスクロール領域に依存して、ボタンを短時間押すことによりそれぞれアクテ
ィブスクロール領域が切り換わるか、スクロール方向が逆転する。上部右側ボタンを長時
間押すことによりアクティブスクロール領域のスクロール速度が減速する。
【００８３】
　第３の実施形態において、図８に示されている遠隔制御装置３３は「ワンボタン」式の
設計に関する。赤外線放射部４０の他に、遠隔制御装置３３はまさに１つのキー４９しか
有していない。この場合遠隔制御装置３３は以下のように使用される：
－１回目の押圧：スクロールが開始される、
－短時間の２回目の押圧：アクティブスクロール領域が変更される、
－長時間の２回目の押圧：（選択領域およびアクティブなスクロール領域内の）目下の項
目が選択される、
－短時間の３回目の押圧：アクティブスクロール領域が再び変更される、
－長時間の３回目の押圧：（選択領域およびアクティブなスクロール領域内の）目下の項
目が選択される。
【００８４】
　選択が終了すると、スクロールが自動的に停止される。選択が行われない場合には、所
定の時間の経過後に選択モードまたはスクロールを終了することができるか、複数のスク
ロール領域の内の少なくとも１つのスクロール領域においてリストの全ての項目が完全に
流れると、選択モードまたはスクロールを終了することができる。
【００８５】
　選択システム１の第２の実施形態においては、選択システム１が図９に示されているよ
うに音楽装置７として実施されており、この音楽装置７にはスクリーン２およびユーザイ
ンタフェース３が統合されている。音楽装置７には項目データベース２１すなわち音楽コ
ンテンツ、および音楽コンテンツにおけるデータ２３を記録するための記憶領域８が設け
られている。
【００８６】
　所定の音楽ピースを発見するための操作が行われると、選択システム１は図１０にその
一部が示されておりかつ２Ｃと表されているスクリーン２上に、下部スクロール領域ＳＺ
１Ｃおよび上部スクロール領域ＳＺ２Ｃをそれぞれ規定する２つの平行に隣接するバーを
表示する。各スクロール領域ＳＺ１ＣおよびＳＺ２Ｃにおいては、アーティスト名がスク
リーン２Ｃの右側の端から左側の端へとスクロールする。アーティスト名は全体として項
目の第１のリストＬ１Ｃを形成し、この第１のリストＬ１Ｃからサブリストがスクロール
領域ＳＺ１ＣおよびＳＺ２Ｃにそれぞれ表示される。さらにここでは下部スクロール領域
ＳＺ１Ｃが選択に関するアクティブ領域として選択されており、上部スクロール領域ＳＺ
２Ｃはアクティブ領域ではない。選択領域２０は下部スクロール領域ＳＺ１Ｃに限定され
ている縮小された選択領域２０Ｃとしてユーザに表されているが、完全な選択領域２０は
実際には両方のスクロール領域ＳＺ１ＣおよびＳＺ２Ｃをカバーすることができる。また
この場合上部スクロール領域ＳＺ１Ａにおける局名のスクロールは下部スクロール領域Ｓ
Ｚ２Ａよりも速く、このことは下部のスクロール領域に対しては括弧が１つのみ示されて
いるのに対し、上部のスクロール領域に対しては括弧が２つ示されていることにより示唆
されている。
【００８７】
　本発明の１つの実施形態においては、第１のリストＬ１Ｃの項目に関してＩＴとして示
されており、縮小された領域２０Ｃ内に表されているアーティスト名が左上の領域Ａ１に
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通知される。ユーザがアーティスト名の選択の妥当性を確認すると、このアーティスト名
が図１１に示されているようにさらに左上の領域Ａ２に移動され、そこに固定される。ス
クロール領域ＳＺ１ＣおよびＳＺ２Ｃにおけるアーティスト名は、そのアーティスト名が
領域Ａ２に移動されているこの選択されたアーティストに関するアルバム名に置換される
。これらのアルバム名は全体として項目の第２のリストＬ２Ｃを形成し、この第２のリス
トはアーティストの識別、すなわち項目ＩＴ１に依存するものである。したがって第２の
リストＬ２Ｃは第１のリストＬ１Ｃ内での選択に基づき動的に求められる。第２のリスト
Ｌ２Ｃの項目に関してＩＴ２として示されており、縮小された領域２０Ｃに目下のところ
表されているアルバム名が左上の領域Ａ１に通知される。ユーザがアルバム名の選択の妥
当性を確認すると、このアルバム名は領域Ａ１に固定される。スクロール領域ＳＺ１Ｃお
よびＳＺ２Ｃにおけるアルバム名は、図１２に示されているように、選択されたアルバム
において発見できるトラックに関連する音楽ピース名に置換される。これらの音楽ピース
名は全体として項目の第３のリストＬ３Ｃを形成し、この第３のリストはアルバムの識別
、すなわち項目ＩＴ２に依存するものである。したがって第３のリストＬ３Ｃは第２のリ
ストＬ２Ｃ内での選択に基づき動的に求められる。第３のリストＬ３Ｃは２つの特別な項
目：選択されたアルバム、すなわちＩＴ２の全てのトラックを順番通りに再生するための
ＩＴＡおよびそれらのトラックをランダムに再生するためのＩＴＲも包含する。
【００８８】
　第３のリストＬ３Ｃの項目が選択されると、図１３に示されているように、音楽ピース
名もしくは特別な項目ＩＴＡまたはＩＴＲのうちのいずれかである項目ＩＴ３が、上部ス
クロール領域ＳＺ２Ｃのレベルに位置する左の領域Ａ３に表示される。さらには、選択さ
れた音楽ピース、アルバムおよび／またはアーティストについての付加的な情報ＩＮＦＯ
が下部スクロール領域ＳＺ１Ｃにおいてスクロールされる。
【００８９】
　別の実施形態においては領域Ａ１，Ａ２がスクロール領域の内の１つの選択領域内に目
下存在する項目を示さない。その代わりに、領域Ａ１，Ａ２は選択が完了するまで表示さ
れない。選択領域Ａ１が既にスクリーンに表示されている場合、この領域Ａ１はさらなる
選択が完了するまで領域Ａ２に関する場所をクリアするために上方にはシフトされない。
【００９０】
　付加的な領域Ａ１，Ａ２を省略することもできる。この場合スクリーン上の情報内容は
低減されるけれども、表示を比較的小さく行うことができる。この場合には２行の表示が
効率的となる。
【００９１】
　改善形態においては、種々のリスト項目をアルバム、例えば作曲者、ミュージシャン、
現在の歌手、オリジナルの歌手などを求めるために連続的に選択することができる。この
場合より多くのリストが第１のステップにおいて使用され、例えば選択されたアーティス
ト名がスクロール領域ＳＺ１ＣおよびＳＺ２Ｃに平行なバーに並んで表示される。またデ
ータ範囲のリストを検索されるレコードの周期を特定するために使用することができる。
したがってアルバム名のリストが、選択された種々のアーティストに同時に対応付けるた
めに、判定基準のセットに依存して求められる。有利には、ユーザがさらなるデータの選
択を中止するため、また先行して選択された項目からアルバムの適切なリストを検索する
ために特別なエントリが設けられている。ユーザに所定のデータを有するアルバムは存在
しないことを通知するため、またユーザに課される制約の数を低減するために幾つかの特
別な手段を設けることができる。
【００９２】
　本明細書において術語スクリーンは本発明に適したあらゆる種類のディスプレイと同義
のものとして使用されており、これらのディスプレイにはブラウン管、液晶ディスプレイ
、有機発光ダイオードからなるディスプレイおよびプラズマパネルが含まれるが、本発明
はこれらに制限されるものではない。
【図面の簡単な説明】
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【００９３】
【図１】ユーザインタフェースおよび表示スクリーンを備えた本発明による選択システム
のブロック図を示す。
【図２】図１の選択システム、ユーザインタフェースおよびスクリーンを含むＴＶ受像機
を示す。
【図３】スクロールしている２つの選択テキストのために使用される図２のＴＶ受像機に
おけるスクリーンの一部を示す。
【図４】選択領域においてアクティブなスクロールテキストの局名に対応する別の画像が
表示されている、図３に部分的に示されたスクリーンの全体を示す。
【図５】図２のＴＶ受像機における局名を有するスクロールテキストのための別の表示配
置構成を示す。
【図６】選択システムを備えた図２のＴＶ受像機に適合されている遠隔制御装置の第１の
実施形態を示す。
【図７】選択システムを備えた図２のＴＶ受像機に適合されている遠隔制御装置の第２の
実施形態を示す。
【図８】選択システムを備えた図２のＴＶ受像機に適合されている遠隔制御装置の第３の
実施形態を示す。
【図９】図１の選択システム、ユーザインタフェースおよびスクリーンを包含している携
帯音楽機器を示す。
【図１０】音楽ピースの発見における第１のステップ、アーティストの選択に関して２つ
のスクロールテキストが表示されている図９のスクリーンを示す。
【図１１】音楽ピースの発見における第２のステップ、アルバムの選択に関して２つのス
クロールテキストが表示されている図９のスクリーンを示す。
【図１２】音楽ピースの発見における第３のステップ、トラックの選択に関して２つのス
クロールテキストが表示されている図９のスクリーンを示す。
【図１３】図１０から１２に示されているステップにおいて選択された音楽ピースに対応
する付加的な情報が表示されている図９のスクリーンを示す。
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