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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　音楽ライブラリのグラフィカルな表示を生成する方法であって、
　メディアアイテムのセットを記載したメタデータにアクセスするステップと、
　幾何学的な形状を含むスクリーンディスプレイを生成するステップと、
　前記スクリーンディスプレイに前記メディアアイテムのセットのそれぞれに対するマー
クを表示するステップと、
　前記幾何学的な形状内に前記マークを配置するステップと、
　現在再生されているメディアアイテムからプレイリスト内のその後に続くメディアアイ
テムへのパスが描かれるように前記プレイリスト内のメディアアイテム間の関係を前記幾
何学的な形状内に表示するステップとを含み、
　前記メタデータは、少なくとも各メディアアイテムのジャンル、アーティストおよび制
作年を含んでおり、
　前記幾何学的な形状は前記音楽ライブラリのジャンルを表す複数のセクタに分割されて
おり、各セクタは当該セクタに関連するメディアアイテムの数と前記音楽ライブラリ内の
メディアアイテムの合計数との比率を反映するサイズになっており、各セクタは当該セク
タに関連するアーティストを表す１以上のサブセクタに分割されており、各サブセクタは
当該サブセクタに関連するメディアアイテムの数と当該セクタ内のメディアアイテムの合
計数との比率を反映するサイズとなっており、
　前記幾何学的な形状内に前記マークを配置するステップにおいて、各マークは、対応す
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るメディアアイテムの制作年に従って前記幾何学的な形状内で選択された点から間隔をお
いて配置されるとともに、前記対応するメディアアイテムのジャンルに対応する前記セク
タ内に配置され、且つ前記対応するメディアアイテムのアーティストに対応する前記サブ
セクタ内に配置されることを特徴とする方法。
【請求項２】
　前記幾何学的な形状はディスクであり、
　前記ディスクの各セクタは、径方向に延びる対応するラインセグメントの対によって境
界づけされており、
　前記ディスクの各サブセクタは、径方向に延びる対応するラインセグメントの対によっ
て境界づけされており、
　前記選択された点は前記ディスクの中心に位置している請求項１に記載の方法。
【請求項３】
　前記幾何学的な形状は長方形であり、
　前記長方形の各セクタは、等しい長さの対応する平行な線の対によって境界づけされて
おり、
　前記長方形の各サブセクタは、等しい長さの対応する平行な線の対によって境界づけさ
れており、
　前記選択された点は前記長方形の２つの隣接する交点に位置している請求項１に記載の
方法。
【請求項４】
　前記マークを表示するステップは、前記対応するメディアアイテムの属性をビジュアル
に表示するようにそれらのマークのそれぞれの外観を選択するステップを含む請求項１乃
至３の何れか１項に記載の方法。
【請求項５】
　前記属性はプレイカウントである請求項４に記載の方法。
【請求項６】
　前記属性はレイティングである請求項４に記載の方法。
【請求項７】
　前記属性は最後に再生した日である請求項４に記載の方法。
【請求項８】
　前記属性は加えられた日付である請求項４に記載の方法。
【請求項９】
　所定のアルバムに関連するメディアアイテムに対応するマークが隣接して配置されるよ
うに前記マークを配置するステップをさらに含む請求項１乃至８の何れか１項に記載の方
法。
【請求項１０】
　対応するメディアアイテムの制作年を表す範囲内に前記マークを配置するステップをさ
らに含む請求項１乃至９の何れか１項に記載の方法。
【請求項１１】
　セクタ内に、当該セクタ内のすべてのメディアアイテムの属性の平均値を表す印を表示
するステップをさらに含む請求項４乃至８の何れか１項に記載の方法。
【請求項１２】
　前記プレイリストを定義するように複数のメディアアイテムを選択するステップと、前
記メディアアイテムを含む前記定義されたプレイリストの識別子で少なくてもひとつのマ
ークをオーバーレイするステップとをさらに含む請求項１乃至１１の何れか１項に記載の
方法。
【請求項１３】
　前記定義されたプレイリスト内のメディアアイテムに対応するマークを含む前記幾何学
的な形状の一部をハイライティングするステップをさらに含む請求項１２に記載の方法。
【請求項１４】
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　前記現在再生されているメディアアイテムの識別子で少なくてもひとつのマークをオー
バーレイするステップをさらに含む請求項１乃至１３の何れか１項に記載の方法。
【請求項１５】
　メディアアイテムを選択するユーザー入力を受信するステップと、
　前記選択されたメディアアイテムに対する前記メタデータの少なくとも一部を表示する
ステップと、
　前記メディアアイテムが位置する前記サブセクタをハイライティングするステップと、
　前記メディアアイテムの制作年を表す印を表示するステップと、をさらに含む請求項１
乃至１４の何れか１項に記載の方法。
【請求項１６】
　前記印は円である請求項１５に記載の方法。
【請求項１７】
　前記印は線である請求項１５に記載の方法。
【請求項１８】
　ジャンルに対応するセクタのうちのひとつを選択するユーザー入力を受信するステップ
と、
　前記ユーザー入力に応じて第２のスクリーンディスプレイを生成するステップと、をさ
らに含み、
　前記第２のスクリーンディスプレイは第２の幾何学的な形状を有しており、前記第２の
幾何学的な形状は前記選択されたセクタのアーティストを表す複数の第２のセクタに分割
されており、各第２のセクタは当該第２のセクタに関連するメディアアイテムの数と前記
選択されたセクタ内のメディアアイテムの合計数との比率を反映するサイズになっており
、各第２のセクタは当該第２のセクタのアーティストに関連するアルバムを表す１以上の
第２のサブセクタに分割されており、各第２のサブセクタは当該第２のサブセクタに関連
するメディアアイテムの数と前記第２のセクタ内のメディアアイテムの合計数との比率を
反映するサイズとなっており、
　前記第２のスクリーンディスプレイ内に、前記選択されたジャンルセクタ内のメディア
アイテムのセットのそれぞれに対して第２のマークを表示するステップと、
　前記第２の幾何学的な形状内に前記第２のマークを配置するステップと、をさらに含み
、
　前記第２のマークの配置において、各第２のマークは、前記対応するメディアアイテム
の制作年に従って前記第２の幾何学的な形状内で第２の選択された点から間隔をおいて配
置されるとともに、前記対応するメディアアイテムのアーティストに対応する前記第２の
セクタ内に配置され、且つ前記対応するメディアアイテムのアルバムに対応する前記第２
のサブセクタ内に配置される請求項１乃至１７の何れか１項に記載の方法。
【請求項１９】
　アーティストに対応する前記第２のセクタのうちのひとつを選択する第２のユーザー入
力を受信するステップと、
　前記第２のユーザー入力に応じて第３のスクリーンディスプレイを生成するステップと
、をさらに含み、
　前記第３のスクリーンディスプレイは第３の幾何学的な形状を有しており、前記第３の
幾何学的な形状は前記選択された第２のセクタのアルバムを表す複数の第３のセクタに分
割されており、各第３のセクタは当該第３のセクタに関連するメディアアイテムの数と前
記選択された第２のセクタ内のメディアアイテムの合計数との比率を反映するサイズとな
っており、
　前記第３のスクリーンディスプレイ内に前記選択されたアーティストセクタ内の前記メ
ディアアイテムのセットのそれぞれに対する第３のマークを表示するステップと、前記第
３の幾何学的な形状内に前記第３のマークを配置するステップと、をさらに含み、
　前記第３のマークの配置において、各第３のマークは、前記対応するメディアアイテム
の制作年に従って前記第３の幾何学的な形状内で第３の点から連続して配置されるととも
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に、前記対応するメディアアイテムのアルバムに対応する前記第３のセクタ内に配置され
る請求項１８に記載の方法。
【請求項２０】
　前記長方形の一部だけが表示されるようになっており、
　表示される前記長方形の異なる部分を要求するユーザー入力を受信するステップと、前
記ユーザー入力に応じて前記長方形の異なる部分を表示するステップと、をさらに含む請
求項３に記載の方法。
【請求項２１】
　メディアアイテムを選択するユーザー入力を受信するステップと、前記メディアアイテ
ムを前記プレイリストに加えるステップと、をさらに含む請求項１乃至２０の何れか１項
に記載の方法。
【請求項２２】
　検索基準を含むユーザー入力を受信するステップと、
　前記ユーザー入力に応じて前記メタデータを検索するステップと、
　前記検索基準にマッチングする複数のメディアアイテムに対応する前記幾何学的な形状
の一部をハイライティングするステップと、をさらに含む請求項１乃至２１の何れか１項
に記載の方法。
【請求項２３】
　検索基準を含むユーザー入力を受信するステップと、
　前記ユーザー入力に応じて前記メタデータを検索するステップと、
　前記検索基準にマッチングする１以上のメディアアイテムのマークを当該メディアアイ
テムがマッチングする検索の印でオーバーレイするステップと、をさらに含む請求項１乃
至２１の何れか１項に記載の方法。
【請求項２４】
　音楽ライブラリのグラフィカルな表示を生成するためのコンピュータプログラムであっ
て、
　メディアアイテムのセットを記載したメタデータにアクセスするためのコードと、
　幾何学的な形状を含むスクリーンディスプレイを生成するためのコードと、
　前記スクリーンディスプレイに前記メディアアイテムのセットのそれぞれに対するマー
クを表示するためのコードと、
　前記幾何学的な形状内に前記マークを配置するためのコードと、
　現在再生されているメディアアイテムからプレイリスト内のその後に続くメディアアイ
テムへのパスが描かれるように前記プレイリスト内のメディアアイテム間の関係を前記幾
何学的な形状内に表示するためのコードとを含み、
　前記メタデータは少なくとも各メディアアイテムのジャンル、アーティストおよび制作
年を含んでおり、
　前記幾何学的な形状は前記音楽ライブラリのジャンルを表す複数のセクタに分割されて
おり、各セクタは当該セクタに関連するメディアアイテムの数と前記音楽ライブラリ内の
メディアアイテムの合計数との比率を反映するサイズになっており、各セクタは当該セク
タに関連するアーティストを表す１以上のサブセクタに分割されており、各サブセクタは
当該サブセクタに関連するメディアアイテムの数と当該セクタ内のメディアアイテムの合
計数との比率を反映するサイズとなっており、
　前記マークの配置において、各マークは、対応するメディアアイテムの制作年に従って
前記幾何学的な形状内で選択された点から間隔をおいて配置されるとともに、前記対応す
るメディアアイテムのジャンルに対応する前記セクタ内に配置され、且つ前記対応するメ
ディアアイテムのアーティストに対応する前記サブセクタ内に配置されることを特徴とす
るコンピュータプログラム。
【請求項２５】
　前記幾何学的な形状はディスクであり、
　前記ディスクの各セクタは、径方向に延びる対応するラインセグメントの対によって境
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界づけされており、
　前記ディスクの各サブセクタは、径方向に延びる対応するラインセグメントの対によっ
て境界づけされており、
　前記マークを配置するための前記選択された点は前記ディスクの中心に位置している請
求項２４に記載のコンピュータプログラム。
【請求項２６】
　前記幾何学的な形状は長方形であり、
　前記長方形の各セクタは、等しい長さの対応する平行な線の対によって境界づけされて
おり、
　前記長方形の各サブセクタは、等しい長さの対応する平行な線の対によって境界づけさ
れており、
　前記マークを配置する点は前記長方形のいずれかの二つの辺の交点である請求項２４に
記載のコンピュータプログラム。
【請求項２７】
　前記マークを表示するステップは、前記対応するメディアアイテムの属性をビジュアル
に表示するようにそれらのマークのそれぞれの外観を選択するステップを含む請求項２４
乃至２６の何れか１項に記載のコンピュータプログラム。
【請求項２８】
　セクタ内に、当該セクタ内のすべてのメディアアイテムの属性の平均値を表す印を表示
するためのコードをさらに含む請求項２７に記載のコンピュータプログラム。
【請求項２９】
　前記プレイリストを定義するように複数のメディアアイテムを選択するとともに、前記
メディアアイテムを含む前記定義されたプレイリストの識別子で少なくてもひとつのマー
クをオーバーレイするためのコードをさらに含む請求項２４乃至２８の何れか１項に記載
のコンピュータプログラム。
【請求項３０】
　前記定義されたプレイリスト内のメディアアイテムに対応するマークを含む前記幾何学
的な形状の一部をハイライティングするためのコードをさらに含む請求項２９に記載のコ
ンピュータプログラム。
【請求項３１】
　メディアアイテムを選択するユーザー入力を受信するためのコードと、
　前記選択されたメディアアイテムに対する前記メタデータの少なくとも一部を表示する
ためのコードと、
　前記メディアアイテムが位置する前記サブセクタをハイライティングするためのコード
と、
　前記メディアアイテムの制作年を表す印を表示するためのコードと、をさらに含む請求
項２４乃至３０の何れか１項に記載のコンピュータプログラム。
【請求項３２】
　ジャンルに対応するセクタのうちのひとつを選択するユーザー入力を受信するためのコ
ードと、
　前記ユーザー入力に応じて第２のスクリーンディスプレイを生成するためのコードと、
をさらに含み、
　前記第２のスクリーンディスプレイは第２の幾何学的な形状を有しており、前記第２の
幾何学的な形状は前記選択されたセクタのアーティストを表す複数の第２のセクタに分割
されており、各第２のセクタは当該第２のセクタに関連するメディアアイテムの数と前記
選択されたセクタ内のメディアアイテムの合計数との比率を反映するサイズになっており
、各第２のセクタは当該第２のセクタのアーティストに関連するアルバムを表す１以上の
第２のサブセクタに分割されており、各第２のサブセクタは当該第２のサブセクタに関連
するメディアアイテムの数と前記第２のセクタ内のメディアアイテムの合計数との比率を
反映するサイズとなっており、
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　前記第２のスクリーンディスプレイ内に、前記選択されたジャンルセクタ内のメディア
アイテムのセットのそれぞれに対して第２のマークを表示するためのコードと、
　前記第２の幾何学的な形状内に前記第２のマークを配置するためのコードと、をさらに
含み、
　前記第２のマークの配置において、各第２のマークは、前記対応するメディアアイテム
の制作年に従って前記第２の幾何学的な形状内で第２の選択された点から間隔をおいて配
置されるとともに、前記対応するメディアアイテムのアーティストに対応する前記第２の
セクタ内に配置され、且つ前記対応するメディアアイテムのアルバムに対応する前記第２
のサブセクタ内に配置される請求項２４乃至３１の何れか１項に記載のコンピュータプロ
グラム。
【請求項３３】
　アーティストに対応する前記第２のセクタのうちのひとつを選択する第２のユーザー入
力を受信するためのコードと、
　前記第２のユーザー入力に応じて第３のスクリーンディスプレイを生成するためのコー
ドと、をさらに含み、
　前記第３のスクリーンディスプレイは第３の幾何学的な形状を有しており、前記第３の
幾何学的な形状は前記選択された第２のセクタのアルバムを表す複数の第３のセクタに分
割されており、各第３のセクタは当該第３のセクタに関連するメディアアイテムの数と前
記選択された第２のセクタ内のメディアアイテムの合計数との比率を反映するサイズとな
っており、
　前記第３のスクリーンディスプレイ内に前記選択されたアーティストセクタ内の前記メ
ディアアイテムのセットのそれぞれに対する第３のマークを表示するためのコードと、
　前記第３の幾何学的な形状内に前記第３のマークを配置するためのコードと、をさらに
含み、
　前記第３のマークの配置において、各第３のマークは、前記対応するメディアアイテム
の制作年に従って前記第３の幾何学的な形状内で第３の選択された点から間隔をおいて配
置されるとともに、前記対応するメディアアイテムのアルバムに対応する前記第３のセク
タ内に配置される請求項３２に記載のコンピュータプログラム。
【請求項３４】
　前記長方形の一部だけが表示されるようになっており、
　表示される前記長方形の異なる部分を要求するユーザー入力を受信するとともに、前記
ユーザー入力に応じて前記長方形の異なる部分を表示するためのコードをさらに含む請求
項２６に記載のコンピュータプログラム。
【請求項３５】
　デジタル音楽ライブラリのグラフィカルな表示を生成する方法であって、
　メディアアイテムのセットを記載したメタデータにアクセスするステップであって、前
記メタデータは少なくとも各メディアアイテムのジャンル、サブジャンルおよびアーティ
ストを含んでいるステップと、
　音楽ライブラリのジャンルを表す複数のセクタに分割された長方形を表示するステップ
であって、各セクタは当該セクタに関連するメディアアイテムの数と前記音楽ライブラリ
内のメディアアイテムの合計数との比率を反映するサイズとなっており、各セクタは当該
セクタに関連するサブジャンルを表す１以上の第１のサブセクタに分割されており、各第
１のサブセクタは当該第１のサブセクタに関連するメディアアイテムの数と前記セクタ内
のメディアアイテムの合計数との比率を反映するサイズとなっているステップと、
　各第１のサブセクタ内に当該第１のサブセクタ内のすべてのメディアアイテムの属性の
平均値を表す印を表示するステップと、
　現在再生されているメディアアイテムからプレイリスト内のその後に続くメディアアイ
テムへのパスが描かれるように前記プレイリスト内のメディアアイテム間の関係を前記長
方形内に表示するステップと、を含むことを特徴とする方法。
【請求項３６】
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　各第１のサブセクタは当該第１のサブセクタに関連するアーティストを表す１以上の第
２のサブセクタに分割されており、各第２のサブセクタは当該第２のサブセクタに関連す
るメディアアイテムの数と前記第１のサブセクタ内のメディアアイテムの合計数との比率
を反映するサイズとなっており、
　各第２のサブセクタ内に当該第２のサブセクタ内のすべてのメディアアイテムの属性の
平均値を表す印を表示するステップをさらに含む請求項３５に記載の方法。
【請求項３７】
　各第２のサブセクタは当該第２のサブセクタに関連するアルバムを表す１以上の第３の
サブセクタに分割されており、各第３のサブセクタは当該第３のサブセクタに関連するメ
ディアアイテムの数と前記第２のサブセクタ内のメディアアイテムの合計数との比率を反
映するサイズとなっており、
　各第３のサブセクタ内に当該第３のサブセクタ内のすべてのメディアアイテムの属性の
平均値を表す印を表示するステップをさらに含む請求項３６に記載の方法。
【請求項３８】
　前記属性はプレイカウントである請求項３５に記載の方法。
【請求項３９】
　前記属性はレイティングである請求項３５に記載の方法。
【請求項４０】
　前記属性は最後に再生した日である請求項３５に記載の方法。
【請求項４１】
　前記属性は加えられた日付である請求項３５に記載の方法。
【請求項４２】
　ジャンルに対応する前記セクタのうちのひとつを選択するユーザー入力を受信するステ
ップと、
　前記ユーザー入力に応じて第２の長方形を表示するステップと、をさらに含み、
　前記第２の長方形は音楽ライブラリのサブジャンルを表す複数の第２のセクタに分割さ
れており、各第２のセクタは当該第２のセクタに関連するメディアアイテムの数と前記第
２の長方形におけるメディアアイテムの合計数との比率を反映するサイズとなっており、
各第２のセクタは当該第２のセクタに関連する複数のアーティストを表す１以上の追加セ
クタに分割されており、各追加セクタは当該追加セクタに関連するメディアアイテムの数
と前記第２のセクタ内のメディアアイテムとの合計数との比率を反映するサイズとなって
おり、
　各追加セクタ内に当該追加セクタ内のすべてのメディアアイテムの属性の平均値を表す
印を表示するステップをさらに含む請求項３５乃至４１の何れか１項に記載の方法。
【請求項４３】
　サブジャンルに対応する前記第２のセクタのうちのひとつを選択するユーザー入力を受
信するステップと、
　前記第２のユーザー入力に応じて第３の長方形を表示するステップと、をさらに含み、
　前記第３の長方形は前記選択された第２のセクタのアーティストを表す複数の第３のセ
クタに分割されており、各第３のセクタは当該第３のセクタに関連するメディアアイテム
の数と前記第３の長方形におけるメディアアイテムの合計数との比率を反映するサイズと
なっており、
　各第３のセクタ内に当該第３のセクタ内のすべてのメディアアイテムの属性の平均値を
表す印を表示するステップをさらに含む請求項４２に記載の方法。
【請求項４４】
　デジタル音楽ライブラリのグラフィカルな表示を生成するためのコンピュータプログラ
ムであって、
　メディアアイテムのセットを記載したメタデータにアクセスするためのコードであって
、前記メタデータは少なくとも各メディアアイテムのジャンル、サブジャンルおよびアー
ティストを含んでいるコードと、
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　長方形を表示するためのコードであって、前記長方形は前記音楽ライブラリのジャンル
を表す複数のセクタに分割されており、各セクタは当該セクタに関連するメディアアイテ
ムの数と前記音楽ライブラリ内のメディアアイテムの合計数との比率を反映するサイズと
なっており、各セクタは当該セクタに関連するサブジャンルを表す１以上の第１のサブセ
クタに分割されており、各第１のサブセクタは当該第１のサブセクタに関連するメディア
アイテムの数と前記セクタ内のメディアアイテムの合計数との比率を反映するサイズとな
っており、各第１のサブセクタは当該第１のサブセクタに関連するアーティストを表す１
以上の第２のサブセクタに分割されており、各第２のサブセクタは当該第２のサブセクタ
に関連するメディアアイテムの数と前記第１のサブセクタ内のメディアアイテムの合計数
との比率を反映するサイズとなっているコードと、
　前記第２のサブセクタ内のすべてのメディアアイテムの属性の平均値を表す印を各第２
のサブセクタ内に表示するためのコードと、
　現在再生されているメディアアイテムからプレイリスト内のその後に続くメディアアイ
テムへのパスが描かれるように前記プレイリスト内のメディアアイテム間の関係を前記長
方形内に表示するためのコードと、を有することを特徴とするコンピュータプログラム。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、音楽ライブラリのグラフィカルな表示を提供するための方法および装置に関
する。
【背景技術】
【０００２】
　音楽ライブラリを効率的にオーガナイズすることは、ユーザーにライブラリに含まれて
いる音楽の意味を知り得ることを可能とするだけではなく、その音楽を選択し、再生する
ことを手助けする。しかしながら、インターネットを通じて音楽配信チャンネルと一緒に
コード化するデジタルオーディオの人気度は、ユーザーに数百または何千ものメディア件
数を収集することを可能にした。伝統的なアルバムから何千もの曲をアクセス可能とする
この変化は、何時でも聴きたい曲を選択することを可能とする。
【０００３】
　アメリカ合衆国カリフォルニア州クパーティノ所在のアップルコンピューターインコー
ポレイテッドによって導入された図１の符合１０で示すiTunesのようなデジタルメディア
プレーヤーは、ユーザーにデジタル音楽やビデオファイルをテクスチャルリストを用いて
再生や整理することを可能にする。リストの各アイテムは、トラックタイトル１２、トラ
ックレングス１４、アーティスト１６、アルバム１８、リリースされた年２０、ジャンル
２２、および作曲家２４によってカテゴリー分けされる。トラックリストは、例えばタイ
トル１２、アーティスト１６、アルバム１８およびジャンル２２のようなカテゴリーによ
って、アルファベット順に整列することができる。サーチバー２６は、アーティスト１６
、アルバム１８、およびトラックタイトル１２のようないくつかのカテゴリーによってキ
ーワードベースのサーチを実行するために用いられる。トラックは、ジャンルフィルター
２８、アーティストフィルタ３０、またはアルバムフィルター３２を用いて、フィルタを
かけることもできる。これらの３つのフィルタは、同時に用いてもよい。例えば、ユーザ
ーはすべてのトラックをジャンルフィルター２８を用いてジャズを、またはアーティスト
フィルタを用いてビリーホリデーやあるいはアルバムフィルター３２を用いてLady in Sa
tin によってフィルタすることができる。フィルタの結果は、結果ウィンドウ３４に表示
されかつアーティスト１６、アルバム１８またはトラックタイトル１２のようないくつか
のカテゴリーによってアルファベット順で整列される。
【０００４】
　プレイリストは、音楽ライブラリの整理や管理を手助けすることも知られている。プレ
イリストは、再生されるメディアアイテムの順番を決めるライブラリのサブセットであり
、通常は、プレイリストにひとつずつメディアアイテムを加えることによって作られる。
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スマートプレイリストは、過去６か月の間に再生された1970年以降のすべてのジャズのよ
うなロジカルなフィルタリングのセットを後に続けることができる。iTunes１０で以下の
（１）（２）のような異なる２つの方法を用いて作ることができる。（１）マニュアルで
ひとつずつメディアアイテムを加える方法、（２）アーティスト１６、アルバム１８また
はトラックタイトル１２のようなフィルタリング目的を決め、スマートプレイリスト３６
を作り出す方法。このスマートプレイリストは、新しいメディアアイテムがライブラリに
加えられた時、自動的にアップデートしてもよい。
【０００５】
　プレイリストは、自動的に生成することもできる。 Paus et. al.の Realization and 
User Evaluation of an Automatic Playlist Generatorは、Personalized Automatic Tra
ck Selection (PATS)に関係しており、ダイナミッククラスタリング方法を用いてプレイ
リストを作り出す。曲は、類似性判定に基づいてグループ分けされる。その場合、トラッ
クタイトル、リリースされた年、アルバム、スタイル、テンポ、用いられる楽器、レコー
ディングされた場所、レコード会社およびリズミックファンデーションのような曲のカテ
ゴリーごとの価値に選択的に重み付けする。この類似性の判定は、あるカテゴライズされ
た値が他の値よりも重要であるとすることができるという意味で選択的なものである。ユ
ーザーが曲を選択すると、その曲が含まれるクラスタがプレイリストとして表示される。
インダクティブラーニングアルゴリズムがユーザーの入力に基づいて、将来のプレイリス
トからトラックを取り除くために用いられる。
【０００６】
　さらに、信号処理技術に基づいてメディアアイテムを分析することも知られており、ユ
ーザーに音楽ライブラリをオーガナイズするとともにビジュアル化することを可能にする
。しかしながら、これらの方法は、ジャンルやアーティストや制作年度に基づいたカテゴ
リー化を要求することなく、信号処理技術を用いて各メディアアイテムを分析する。
【０００７】
　また、ビジュアル化された検索結果は、ユーザーにとってデジタル化された音楽を閲覧
する助けとなることも知られている。 Notess et. al.のVariations2；“Toward Visual 
Interfaces for Digital Music Libraries”は、音楽学校の学生や教授たちがデジタル化
された音楽を閲覧したり検索するのを助けるために、音楽のビブリオグラフィックデータ
をビジュアル化することに言及している。一例として、学生は作曲家や用いられてる楽器
によって作品を検索することができる。この検索結果は、グリットを用いてビジュアル化
された状態で表示される。このグリットにおいて、アイコンの形状は、オーディオやスコ
アやまたはビデオのようなメディアタイプを表すために使用されている。また、グリット
内の色は、演奏者を表すために使用されている。さらに、グリット内における位置は、作
品ジャンル（X軸）および作曲家または作品（Y軸）の両方を表すために使用されている。
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００８】
　しかしながら、これらの参照方法のそれぞれは、以下のような１または複数の不都合な
点を伴っている。（１）ユーザーは、その音楽ライブラリ内にどのくらい多くのメディア
アイテムがあるのかを全体的に感じ取ることができない。（２）ユーザーは、当該音楽ラ
イブラリのどの位置がロックジャンルの曲とイージーリスニングジャンルの曲との比率を
表しているか直観的に知ることができない。（３）ユーザーは、当該音楽ライブラリ全体
に対して各メディアアイテムについての望ましい属性を容易に知ることはできない。例え
ば、どのメディアアイテムを最も頻繁に聞いているかどうかということである。（４）ユ
ーザーは、プレイリストを容易にビジュアル化したり、管理したり、あるいはオーガナイ
ズすることはできない。（５）ユーザーは、当該音楽ライブラリ内において、一度使った
メディアアイテムを再度見つけることが容易にできず、また当該音楽ライブラリのどの部
分が拡張することが必要かどうかを容易に知ることができない。
【課題を解決するための手段】
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【０００９】
　本発明は、音楽ライブラリのグラフィカルな表示を提供するための改良された装置およ
び方法が必要だということに鑑みなされたものである。
【発明を実施するための最良の形態】
【００１０】
　本件明細書全体を通じて、１の実施形態、ある実施形態またはいくるかの実施形態とい
う用語は、特に記載された特徴、構成または特性が少なくともひとつの実施形態に含まれ
ているということを意味している。従って、この明細書全体を通じていろいろな箇所に「
１の実施形態では」、「ある実施形態では」、または「いくつかの実施形態では」という
用語が用いられているが、それらは必ずしも同じ実施形態に言及しているわけではないこ
とに留意されたし。
【００１１】
　さらに、ここに記載された特徴や構成や特性は、１または複数の実施形態において適し
たやり方で組み合わせることができる。当業者であれば、本発明は特別な詳細の部分の１
または複数のものがなくても実施することができ、また他の方法や構成要素や材料などを
用いても実施することができることを理解するであろう。いくつかの箇所においてはこれ
らの実施形態の特徴が曖昧になることを避けるために、よく知られた構造や材料や動作は
省略されており、あるいは詳細に記載されていない。
【００１２】
　図２は、第１実施形態に係る音楽ライブラリのディスク状のビジュアル化された表示４
０を示している。ビジュアル化された表示４０は、当該音楽ライブラリのジャンルを表す
複数のセクタ５０と、当該ジャンルに関係するアーティストを表す１または複数のサブセ
クタ６０と、時間軸を表す複数の半径方向の線７０と、当該音楽ライブラリの各メディア
アイテムに対応する複数のマーク１００とを含んでいる。ディスク状のビジュアル化され
た表示４０は、当該音楽ライブラリ内のメディアアイテムの合計数の全体を見渡せるよう
にする必要はないが、全体のパーセンテージや割合を提供するようにしてもよい。さらに
、ディスク状のビジュアル化された表示４０は、１または複数のプレイリスト１１０をビ
ジュアル化し、管理し、かつオーガナイズ可能にすることもできる。またディスク状のビ
ジュアル化された表示４０は、それを単に拡大する代わりに、音楽ライブラリ内における
メディアアイテムの再発見を用意にすることもできる。従って、当該音楽ライブラリ内を
拡げることが必要になった時は、ディスク状のビジュアル化された表示４０は、次に何を
取得し、または聞くべきかを決めるにあたって役に立つ。
【００１３】
　図２に示すように、ディスク状のビジュアル化された表示４０は、当該音楽ライブラリ
の各ジャンルを表す異なるセクタ１０に分けられている。例えば、図２の実施形態におい
て示されている音楽ライブラリは、以下の９個のジャンルに分類されている。（１）ロッ
クジャンル１１２、（２）サウンドトラックジャンル１１４、（３）イージーリスニング
ジャンル１１６、（４）電子的ダンス音楽ジャンル１１８、（５）ジャズジャンル１２０
（６）ラテンジャンル１２２、（７）ポップジャンル１２４、（８）オルタナティブ・パ
ンクジャンル１２６、（９）リズム&ブルースジャンル１２８。また、この音楽ライブラ
リはその他のジャンルにクラス分けすることもできる。そのようなジャンルには、ゴスペ
ル、ブルース、リズム＆ブルース、パンク、メタル、カントリーミュージック、電子音楽
、メロディックミュージック、スカ（Ska）、レゲエ、ダブ（Dub）、ヒップホップ、およ
び現代アフリカ音楽などが含まれる。
【００１４】
　各セクタ５０のサイズは、音楽ライブラリ全体に対する関連するジャンルのメディアア
イテムの数に比例している。従って、各セクタ５０のサイズは、当該音楽ライブラリ内に
おいて対応するジャンルの重要性に直接比例している。同時にこれらのセクタ５０は、関
連するジャンルのアーティストを表すサブセクタ６０に分けることもできる。このサブセ
クタ６０のサイズは、当該アーティストのメディアアイテムの数に比例している。ディス
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ク状のビジュアル化された表示４０において、中心８０から周囲９０まで伸びる半径方向
の線７０は、時間軸を表している。さらに中心８０は、当該音楽ライブラリの最も古い可
能性のあるメディアアイテムの制作年を表すようにすることもできる。また、周囲９０は
、当該音楽ライブラリにおいて、最も新しいメディアアイテムを表すようにすることもで
きる。製作年度は、原則的にアルバムがリリースされた年との関係で記述されているが、
その年には例えば、メディアアイテムがリリースされた年を含むものとして理解すること
もできる。
【００１５】
　以上に加え、メディアアイテムは、主として歌や音楽トラックとの関係で記述すること
もできる。この場合、それらのメディアアイテムは、必ずしも限定されるわけではないが
、歌、トラック、音楽CD、映画、音楽ビデオ、書類、書籍、あるいは画像（例えば写真）
を含むものとして理解することができる。これらのメディアアイテムは、マーク１００と
して表示され、当該メディアアイテムのカテゴリーに従って、ディスク状のビジュアル化
された表示４０の中で配置することができる。例えば、この音楽ライブラリのこれらのメ
ディアアイテムは、ジャンル、アーティストおよびリリースされた年度に従ってカテゴリ
ー分けすることもできる。また、そのようなカテゴリー分けには、当該メディアアイテム
のタイトル、アルバム、スタイルや時代、テンポ、当該メディアアイテムで特徴のあるミ
ュージシャン、当該メディアアイテムで用いられるミュージシャン、当該メディアアイテ
ムで用いられている楽器、ミュージシャンの合計数、ソロミュージシャン、当該メディア
アイテムの作曲家、当該メディアアイテムのプロデューサーなどを含むことができる。ま
た、そのメディアアイテムが録音された場所、そのメディアアイテムがライブパフォーマ
ンスであったかどうか、そのメディアアイテムのレコード会社、基礎となるリズム、およ
びメロディーやハーモニーの展開などを含むことができる。ある実施形態では、同じアル
バムに属するメディアアイテムを隣同士に配置し、それによって各アルバムを表す円弧状
の点１３０を生成する効果を有することができる。また、複数のアルバムはアルファベッ
ト順で表示することもでき、特定の同じアルバムのメディアアイテムはそのアルバムのオ
リジナルの順番で並べることもできる。
【００１６】
　数量的な属性１３２は、ユーザーによって選択されるようにすることもできる。例えば
、数量的な属性１３２は、プレイカウント１３４、レイティング１３６、最後に再生した
日１３８、および加えられた日１４０を含むことができる。また、その他の数量的な属性
１３２としては、評論家によるレイティングや見解、アーティストまたは近々発行される
新しいメディアアイテムを有するアーティストなどが挙げられる。これらの数量的な属性
１３２は、マーク１００によって表示することができ、また関連したマーク１００におけ
る１のメディアアイテムに対して特別な評価を表すために色を用いてもよい。例えば各マ
ーク１００は、異なる色を有していてもよく、また数量的な表示１３２を表すグレースケ
ールの色調を有していてもよい。ひとつの例では、この数量的な属性１３２がプレイカウ
ント１３４である場合には、ライトブルーから黒までのスペクトラムを用いることもでき
る。例えば、ライトブルーで色づけされたマーク１００は最も多く再生されたメディアア
イテムを表すことができ、黒で色づけされたマーク１００は最も少ない再生回数のメディ
アアイテムを表すことができ、またスペクトラムの他の部分の色づけされたマークは、最
も多く再生されたメディアアイテムと最も少ない再生回数のメディアアイテムの中間のプ
レイカウントを有するメディアアイテムとすることができる。また、各マーク１００は、
例えば、A、B、C、のような独特な識別コード１４２を有することもできる。例えば、こ
の数量的な属性１３２がプレイカウント１３４である場合には、Aは最も多く再生された
メディアアイテムを表し、Cは最も少ない再生回数のメディアアイテムを表し、Bは最も多
く再生されたメディアアイテムと最も少ない再生回数のメディアアイテムの中間のプレイ
カウントを有するメディアアイテムを表すことができる。
【００１７】
　図３に示すように、あるひとつのジャンルに対するすべてのメディアアイテムの中間値
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は、対応するセクタ５０を色づけするために用いられる。例えば、各セクタ５０は、異な
る色を有していてもよいし、あるいは当該セクタ内のすべてのメディアアイテムのプレイ
カウント１３４の中間値を示すグレースケールの色調を有していてもよい。以上の例では
ライトブルーから黒までのスペクトラムを使用しているが、他の色を用いることもできる
。ライトブルーで色づけされたセクタ５０は、最も多く再生されたメディアアイテムを含
むセクタ５０を表し、黒で色づけされたセクタ５０は最も少ない再生回数のメディアアイ
テムを含むセクタ５０を表し、また、前記スペクトラムの他の部分の色に従って色づけさ
れたセクタ５０は、最も多く再生されたメディアアイテムと最も少ない再生回数のメディ
アアイテムの中間のプレイカウントを有するメディアアイテムを含むセクタ５０を表すこ
とができる。例えば、第１の独特なパターン１４６によって表示された複数のセクタ５０
は、最も多く再生されたメディアアイテムを含むセクタ５０を表すものとすることができ
る。同様に、第２の独特なパターン１４８によって表示された複数のセクタ５０は最も多
く再生されたメディアアイテムと最も少ない再生回数のメディアアイテムの中間のプレイ
カウントを有するメディアアイテムを含むセクタ５０を表すものとすることができる。最
後に、第３の独特なパターン１５０によって表示されたセクタ５０は、最も少ない再生回
数のメディアアイテムを含むセクタ５０を表すものとすることができる。
【００１８】
　図４に示すように、複数のプレイリスト１１０は、ディスク状のビジュアル化された表
示４０を用いるものとして示されている。プレイリスト１１０は、複数のメディアアイテ
ムをひとつずつ加えることによって作成してもよく、またそれらのプレイリスト１１０は
、ロジカルフィルタリングの基準に従ったスマートなプレイリストであってもよい。何ら
かのグルーピングロジックを有さないプレイリスト１１０のメディアアイテムは、プレイ
リスト１１０とは異なる幾何学的形態を用いて描いてもよく、これらの幾何学的形態は一
般にメディアアイテムの残りのものに対して用いられる。例えば、ジョギングプレイリス
ト１５２は、ダイヤモンド形状１５４を用いて表示することができる。ダイヤモンド形状
１５４は黒に色づけされているが、他の形状やサイズや色やシェイディングを用いること
もできる。同様に、２５個の最後に再生したプレイリスト１５６は、黒の×印で表示する
ことができる。この場合も、他の形状やサイズや色やシェイディングを用いることもでき
る。他のプレイリスト１１０は、６０年代および７０年代音楽プレイリスト１６０、ブル
ース・スプリングスティーン(Bruce Springsteen)プレイリスト１６、および１９９０年
以降のＲ．Ｅ．Ｍ．プレイリスト１６４を含んでいる。それらのプレイリストは、通常の
幾何学的形態の次に位置するので、図示されているように斜線で表すことができる。１実
施形態においては、赤の斜線が用いられているが、他の色やシェイディングパターンや他
の表示を用いることもできる。図４の実施形態では、ローリングストーンズ・ビートルズ
プレイリスト１６６および８０年代ポップミュージックプレイリスト１６８は、ユーザー
が対応するチェックボックス１７０を稼動させていないので、ハイライト表示させられて
いない。
【００１９】
　ディスク状のビジュアル化された表示４０は、現在再生中のメディアアイテム１７２を
表示することもできる。例えば、現在再生中のメディアアイテム１７２は、丸印を用いて
表示することができる。現在再生中のメディアアイテム１７２を示す丸印は黒で色づけさ
れているが、他の形状やサイズや色やシェイディングを用いることもできる。また、次に
再生するメディアアイテムをグループ化するパス１７４を表示することもできる。このよ
うな方法で、ユーザーは、例えばプレイリスト１１０のように、現在の音楽シーケンスで
使用されようとしている領域がライブラリのどの領域であるかを知ることができる。
【００２０】
　ユーザーは、多数の方法でディスク状のビジュアル化された表示４０とインターアクト
することができる。それらの方法には、メディアアイテムをナビゲーティングしたり、１
または複数のセクタ５０をズーミングしたり、プレイリスト１１０を管理したり、メディ
アアイテムを検索したりすることが含まれる。例えば、当該ライブラリ内における何らか
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のメディアアイテムについての付加情報を当該メディアアイテムを表すマーク１００の上
にカーソル１７６位置せしめることによってビジュアル化してもよい。図２に示すように
、カーソル１７６をメディアアイテムであるTexasの“I don't want a lover”の上に移
動させる。メディアアイテム属性のようなメタデータデータをメディアアイテムタイトル
フィールド１７８、アーティストネームフィールド１８０、アルバムネームフィールド１
８２およびリリース年度フィールド１８４に表示することができる。それに加え、アルバ
ムカバーフィールド１８６は、アルバムネームフィールド１８２に表示されているアルバ
ムに関連するカバーアートのビジュアル表示を提供するようにしてもよい。
【００２１】
　カーソル１７６を複数のセクタ５０の内のひとつのセクタ上に移動させると、サブセク
タ６０に対応するアーティストがハイライト表示される。例えば、図２に示すように、カ
ーソル１７６をポップジャンル１２４を表すセクタ５０およびグループがTexasであるこ
とを表すサブセクタ６０上に移動させると、図２に示すように、アーティストの名前がサ
ブセクタネームフィールド１８８に表示されるようにしてもよい。同様に、リリース年度
を点線の円１９０でハイライト表示し、実際の年度がイヤーフィールド１９２に表示され
るようにしてもよい。このような方法で、ユーザーは、同じ年にリリースされた他のメデ
ィアアイテムを見ることができる。
【００２２】
　また、ユーザーは、ディスク状のビジュアル化された表示４０のいずれかのセクタ５０
をズームアップし、ライブラリのより詳しい内容を見れるようにしてもよい。このズーム
機能が作動すると、第２のディスク状のビジュアル化された表示（図示せず）が同様のビ
ジュアル化およびインターアクションの原理で生成されるようにすることもできるが、そ
れは選択されたセクタ５０のジャンルに適用されない。この第２のディスク状のビジュア
ル化された表示は、ディスク状のビジュアル化された表示４０と似たやり方で表示されて
もよく、またディスク状のビジュアル化された表示４０を新しい情報で単にアップデート
したものであってもよい。一例として、ユーザーがポップジャンル１２４を表すセクタ５
０をズームアップすると、複数のジャンルを表すディスク状のビジュアル化された表示４
０の複数のセクタ５０がアーティストを表すセクタ（図示せず）になるようにしてもよい
。同様に、アーティストを表すディスク状のビジュアル化された表示４０のサブセクタ６
０がアルバムを表すサブセクタ（図示せず）になるようにしてもよい。その他の寸法や一
般的な原理はすべて同じであってもよい。
【００２３】
　また、ユーザーは、第２のディスク状のビジュアル化された表示の他のセクタを選択す
ることによってズームアップのレベルを変えることができる。これにより第３のディスク
状のビジュアル化された表示（図示せず）が同様のビジュアル化およびインターアクショ
ンの原理で生成されるようにすることもできるが、それは選択されたセクタのアーティス
トには適用されない。この第３のディスク状のビジュアル化された表示は、第２のディス
ク状のビジュアル化された表示と似たやり方で表示されてもよく、また第２のディスク状
のビジュアル化された表示を新しい情報で単にアップデートしたものであってもよい。一
例として、ユーザーがグループがTexasであることを表すセクタをズームアップすると、
複数のアーティストを表す第２のディスク状のビジュアル化された表示の複数のセクタが
アルバムを表すセクタ（図示せず）になるようにしてもよい。この第３のディスク状のビ
ジュアル化された表示では、サブセクタはなくてもよいが、ユーザーは、所定のアーティ
ストに対するメディアアイテムのグラフィカルな表示を得ることができる。
【００２４】
　図４に示すように、ディスク状のビジュアル化された表示４０は、プレイリスト１１０
をグラフィカルに表示するためだけに用いることができるものではなく、グラフィカルな
表示を用いて新しいプレイリスト１１０を編集または作成するのにも用いることができる
。例えば、複数のプレイリスト１１０は複数のセットとみなしてもよく、また新しいプレ
イリスト１１０をセットオペレーションを用いて作ってもよい。一例として、ユーザーは
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、６０年代および７０年代音楽プレイリスト１６０、ブルース・スプリングスティーン(B
ruce Springsteen)プレイリスト１６２のような複数のプレイリスト１１０を選択するこ
ともでき、統合、交差、差分または補完といったセットオペレーションを適用できる。残
ったプレイリスト１１０はグラフィカルに表示することができる。
【００２５】
　それに加えて、メディアアイテムを直接選択することによってあるいはスマートプレイ
リスト１１０に対するロジックルールのセットを構築することによってプレイリスト１１
０編集または作成する際に、ディスク状のビジュアル化された表示４０は、製作中のプレ
イリスト１１０を段階的に示すことができ、役に立つ。これは、ユーザーにその新たなプ
レイリスト１１０を具体的に直ぐに見れるようにするだけでなく、リアルタイムでその新
たなプレイリスト１１０に対する変更を見ることも可能にする。また、ユーザーは、その
新たなプレイリスト１１０のサイズとトポロジのおおよその内容を知ることができ、それ
によりライブラリのゾーンの過度の使用や不十分な使用についてあるいは各プレイリスト
１１０において黙示的に示されているゾーンについて、より良いアイデアを提供すること
ができる。
【００２６】
　さらに、ユーザーは、検索バー１９４を用いてメディアアイテムを検索することもでき
る。この検索に応答して、検索結果がディスク状のビジュアル化された表示４０上で動的
にフィルタされかつハイライト表示される。
【００２７】
　図５－図７は、本発明の第２実施形態に係る音楽ライブラリの長方形のビジュアル化さ
れた表示２００を示している（図５－図７において、例えば５０´のようにダッシュ記号
が付された参照符号は、例えば第１実施形態におけるセクタ５０のように、第１実施形態
における同じ名前のエレメントと似たエレメントを表している）。長方形のビジュアル化
された表示２００は、音楽ライブラリのジャンルを表す複数のセクタ５０´と、当該ジャ
ンルに関係するアーティストを表す１または複数のサブセクタ６０´と、時間軸を表す複
数の線２０２と、当該音楽ライブラリの各メディアアイテムに対応する複数のマーク１０
０´を含んでいる。
【００２８】
　セクタは２本の半径方向の線と円の一部をなす円弧で囲まれた平面の図形として記載さ
れるが、この第２実施形態では、「セクタ」の語は、例えば複数のセクタや複数の部分や
複数の連続したサブの部分に分割されたものとして理解すべきである。図５に示すように
、長方形のビジュアル化された表示２００は、当該音楽ライブラリの各ジャンルを表す異
なる複数のセクタ５０´に分割されている。例えば、図５の実施形態における図示された
音楽ライブラリは、以下の９個のジャンルに分類されている。（１）ロックジャンル１１
２´、（２）サウンドトラック１１４´、（３）イージーリスニングジャンル１１６´、
（４）電子的なダンス音楽ジャンル１１８´、（５）ジャズジャンル１２０´、（６）ラ
テンジャンル１２２´、（７）ポップジャンル１２４´、（８）オルタナティブ・パンク
ジャンル１２６´、および（９）リズム&ブルースジャンル１２８´。
【００２９】
　各セクタ音楽５０´のサイズは、音楽ライブラリ全体に対する関連するジャンルのメデ
ィアアイテムの数に比例している。従って、各セクタ５０´のサイズは、当該音楽ライブ
ラリ内において対応するジャンルの重要性に直接比例している。同時にこれらのセクタ５
０´は、関連するジャンルのアーティストを表すサブセクタ６０´に分けることもできる
。このサブセクタ６０´のサイズは、当該アーティストのメディアアイテムの数に比例し
ている。長方形のビジュアル化された表示２００において、線２０２は、各セクタ５０´
を規定する等しい長さの平行な線（ライン）として描かれている。下側２０４および上側
２０６は時間軸を表している。例えば、下側２０４は１９５６年を表し、上側２０６は２
００４年を表すことができる。このようなやり方で、下側２０４は当該音楽ライブラリに
おいて最も古い可能性のあるメディアアイテムの製作年を表し、一方上側２０６は当該音
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楽ライブラリにおける最も新しいメディアアイテムを表すようにすることもできる。
【００３０】
　また、メディアアイテムは、マーク１００´として表示され、当該メディアアイテムの
カテゴリーに従って、長方形のビジュアル化された表示２００の中で配置することができ
る。例えば、この音楽ライブラリのこれらのメディアアイテムは、ジャンル、アーティス
トおよびリリースされた年度に従って、カテゴリー分けすることもできる。また、そのよ
うなカテゴリー分けには、当該メディアアイテムのタイトル、アルバム、スタイルや時代
、テンポ、当該メディアアイテムで特徴のあるミュージシャン、当該メディアアイテムで
用いられるミュージシャン、当該メディアアイテムで用いられている楽器、ミュージシャ
ンの合計数、ソロミュージシャン、当該メディアアイテムの作曲家、当該メディアアイテ
ムのプロデューサーなどを含むことができる。また、そのメディアアイテムが録音された
場所、そのメディアアイテムがライブパフォーマンスであったかどうか、そのメディアア
イテムのレコード会社、基礎となるリズム、およびメロディーやハーモニーの展開などを
含むことができる。ある実施形態では、同じアルバムに属するメディアアイテムを隣同士
に配置し、それによって各アルバムを表す複数の点２１０からなるライン２１０を生成す
る効果を有することができる。また、複数のアルバムは、アルファベット順で表示するこ
ともでき、特定の同じアルバムのメディアアイテムはそのアルバムのオリジナルの順番で
並べることもできる。
【００３１】
　数量的な属性１３２´は、ユーザーによって選択されるようにすることもできる。例え
ば、数量的な属性１３２´はプレイカウント１３４´イティング１３６´最後に再生した
日１３８´および加えられた日１４０´を含むことができる。また、その他の数量的な属
性１３２´としては、評論家によるレイティングや見解、アーティストまたは近々発行さ
れる新しいメディアアイテムを有するアーティストなどが含まれる。これらの数量的な属
性１３２´は、マーク１００´によって表示することができ、また関連したマーク１００
´における１のメディアアイテムに対して特別な評価を表すために色を用いてもよい。例
えば各マーク１００´は、異なる色を有していてもよく、また数量的な表示１３２´を表
すグレースケールの色調を有していてもよい。ある例では、この数量的な属性１３２´が
プレイカウント１３４´である場合にはライトブルーから黒までのスペクトラムを用いる
こともできる。例えば、ライトブルーで色づけされたマーク１００´は最も多く再生され
たメディアアイテムを表すことができ、黒で色づけされたマーク１００´は最も少ない再
生回数のメディアアイテムを表すことができ、またスペクトラムの他の部分の色づけされ
たマークは、最も多く再生されたメディアアイテムと最も少ない再生回数のメディアアイ
テムの中間のプレイカウントを有するメディアアイテムを表すことができる。また、各マ
ーク１００´は例えば、A、B、C、のような独特な識別コード１４２´を有することもで
きる。例えば、この数量的な属性１３２´がプレイカウント１３４´である場合にはAは
最も多く再生されたメディアアイテムを表し、Cは最も少ない再生回数のメディアアイテ
ムを表し、Bは最も多く再生されたメディアアイテムと最も少ない再生回数のメディアア
イテムの中間のプレイカウントを有するメディアアイテムを表すものとすることができる
。
【００３２】
　図６に示すように、あるひとつのジャンルに対するすべてのメディアアイテムの中間値
は対応するセクタ５０´を色づけするために用いられる。例えば、各セクタ５０´は、異
なる色を有していてもよいし、あるいは当該セクタ内のすべてのメディアアイテムのプレ
イカウント１３４´の中間値を示すグレースケールの色調を有していてもよい。以上の例
では、ライトブルーから黒までのスペクトラムを使用しているが、他の色を用いることも
できる。ライトブルーで色づけされたセクタ５０´は、最も多く再生されたメディアアイ
テムを含むセクタ５０´を表し、黒で色づけされたセクタ５０´は最も少ない再生回数の
メディアアイテムを含むセクタ５０´を表し、また前記スペクトラムの他の部分の色に従
って色づけされたセクタ５０´は、最も多く再生されたメディアアイテムと最も少ない再
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生回数のメディアアイテムの中間のプレイカウントを有するメディアアイテムを含むセク
タを表すことができる。例えば、第１の独特なパターン１４６´によって表示されたセク
タ５０´は、最も多く再生されたメディアアイテムを含むセクタ５０を表すものとするこ
とができる。同様に、第２の独特なパターン１４８´によって表示されたセクタ５０´は
最も多く再生されたメディアアイテムと最も少ない再生回数のメディアアイテムの中間の
プレイカウントを有するメディアアイテムを含むセクタ５０´を表すものとすることがで
きる。最後に、第３の独特なパターン１５０´によって表示されたセクタ５０´は、最も
少ない再生回数のメディアアイテムを含むセクタ５０´を表すものとすることができる。
【００３３】
　図７に示すように、複数のプレイリスト１１０´は、長方形のビジュアル化された表示
２００を用いるものとして示されている。プレイリスト１１０´は、複数のメディアアイ
テムをひとつずつ加えることによって作成してもよく、またそれらのプレイリスト１１０
´は、ロジカルフィルタリングの基準に従ったスマートなプレイリストであってもよい。
何らかのグルーピングロジックを有さないプレイリスト１１０´のメディアアイテムは、
プレイリスト１１０´とは異なる幾何学的形態を用いて描いてもよく、これらの幾何学的
形態は一般にメディアアイテムの残りのものに対して用いられる。例えば、ジョギングプ
レイリスト１５２´は、ダイヤモンド形状１５４´を用いて表示することができる。ダイ
ヤモンド形状１５４´は黒に色づけされているが、他の形状やサイズや色やシェイディン
グを用いることもできる。同様に、２５個の最後に再生したプレイリスト１５６´は、黒
の×印で表示することができる。この場合も、他の形状やサイズや色やシェイディングを
用いることもできる。他のプレイリスト１１０´は、６０年代および７０年代音楽プレイ
リスト１６０´、ブルース・スプリングスティーン(Bruce Springsteen)プレイリスト１
６２´および１９９０年以降のＲ．Ｅ．Ｍ．プレイリスト１６４´を含んでいる。それら
のプレイリストは、通常の幾何学的形態の次に位置するので、図示されているように斜線
で表すことができる。１実施形態においては、赤の斜線が用いられているが、他の色やシ
ェイディングパターンや他の表示を用いることもできる。図４の実施形態では、ローリン
グストーンズ・ビートルズプレイリスト１６６´および８０年代ポップミュージックプレ
イリスト１６８´は、ユーザーが対応するチェックボックス１７０´を稼動させていない
ので、ハイライト表示させられていない。
【００３４】
　長方形のビジュアル化された表示２００は、現在再生中のメディアアイテム１７２´を
表示することもできる。例えば、現在再生中のメディアアイテム１７２´は、丸印を用い
て表示することができる。現在再生中のメディアアイテム１７２´を示す丸印は黒で色づ
けされているが、他の形状やサイズや色やシェイディングを用いることもできる。また、
次に再生するメディアアイテムをグループ化するパス１７４´を表示することもできる。
このような方法で、ユーザーは、例えばプレイリスト１１０´のような現在の音楽シーケ
ンスで使用されようとしている領域がライブラリのどの領域であるか知ることができる。
【００３５】
　ユーザーは、多数の方法でディスク状のビジュアル化された表示２００とインターアク
トすることができる。それらの方法には、前述したディスク状のビジュアル化された表示
４０の場合と同様に、メディアアイテムをナビゲーティングしたり、１または複数のセク
タ５０´をズーミングしたり、プレイリスト１１０´を管理したり、メディアアイテムを
検索したりすることが含まれる。また、前述したディスク状のビジュアル化された表示４
０の場合と同様に、カーソルをセクタ５０´の上に移動させると、対応するサブセクタ６
０´のアーティストがハイライト表示されるようにしてもよい。ただし、リリース年度は
、点線（図示せず）でハイライト表示される。
【００３６】
　また、ユーザーは、前述したディスク状のビジュアル化された表示４０の場合と同様に
、いずれかのセクタ５０´をズームアップし、ライブラリのより詳しい内容を見れるよう
にしてもよい。このズーム機能が作動すると、第２の長方形のビジュアル化された表示（
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図示せず）が同様のビジュアル化およびインターアクションの原理で生成されるようにす
ることもできるが、それは選択されたセクタ５０´のジャンルに適用されない。この第２
の長方形のビジュアル化された表示は、長方形のビジュアル化された表示２００と似たや
り方で表示されてもよく、また長方形のビジュアル化された表示２００を新しい情報で単
にアップデートしたものであってもよい。一例として、ユーザーがポップジャンル１２４
´を表すセクタ５０´をズームアップすると、複数のジャンルを表す長方形のビジュアル
化された表示２００の複数のセクタ５０´がアーティストを表すセクタ（図示せず）にな
るようにしてもよい。同様に、アーティストを表す長方形のビジュアル化された表示２０
０のサブセクタ６０´がアルバムを表すサブセクタ（図示せず）になるようにしてもよい
。その他の寸法や一般的な原理はすべて同じであってもよい。
【００３７】
　また、ユーザーは、第２の長方形のビジュアル化された表示の他のセクタを選択するこ
とによってズームアップのレベルを変えることができる。これにより第３の長方形のビジ
ュアル化された表示（図示せず）が同様のビジュアル化およびインターアクションの原理
で生成されるようにすることもできるが、それは選択されたセクタのアーティストには適
用されない。この第３の長方形のビジュアル化された表示は、第２の長方形のビジュアル
化された表示と似たやり方で表示されてもよく、また第２の長方形のビジュアル化された
表示を新しい情報で単にアップデートしたものであってもよい。一例として、ユーザーが
グループがBruce Springsteenであることを表す第２の長方形のビジュアル化された表示
のセクタをズームアップすると、複数のアーティストを表す第２の長方形のビジュアル化
された表示の複数のセクタがアルバムを表すセクタ（図示せず）になるようにしてもよい
。この第３の長方形のビジュアル化された表示では、サブセクタはなくてもよいが、ユー
ザーは、所定のアーティストに対するメディアアイテムのグラフィカルな表示を得ること
ができる。
【００３８】
　長方形のビジュアル化された表示２００にズーム機能を適用する他の方法としては、当
該ライブライ内のメディアアイテムが必ず示されるようすることが考えられる（この場合
、水平軸２１０または垂直軸２１２は変化する）。例えば、ユーザーは、特別なゾーンに
わたって良いメディアアイテムをピックアップするためにスクロールバー（図示せず）を
用いて当該ライブラリ全体を検索することができる。この方法では、水平軸２１０は依然
としてジャンルと各ジャンルのアーティストを表している。前述したように、異なるズー
ムのレベルを用いることもでき、その場合には、水平軸２１０は各アーティストのアルバ
ムも表すようにすることもできる。従って、水平軸２１０およびスクロールバーは、ズー
ムレベルに応じて適用することができる。
【００３９】
　図７に示すように、長方形のビジュアル化された表示２００は、前述したディスク状の
ビジュアル化された表示４０の場合と同様に、プレイリスト１１０´をグラフィカルに表
示するために用いることができ、またグラフィカルな表示を用いて新しいプレイリスト１
１０´を編集または作成するのにも用いることができる。また、ユーザーは、検索バー１
９４´を用いてメディアアイテムを検索することもできる。この検索に応答して、検索結
果が長方形のビジュアル化された表示２００上で動的にフィルタされかつハイライト表示
される。
【００４０】
　図８Ａ－図８Ｃは、本発明の第３実施形態にかかる音楽ライブラリのスリーマップビジ
ュアル化された表示３００を示している（図８Ａ－図８Ｃにおいて、例えば５０"のよう
にダッシュ記号が付された参照符号は、例えば第１実施形態におけるセクタ５０のように
、第１実施形態における同じ名前のエレメントと似たエレメントを表している）。スリー
マップビジュアル化された表示３００、音楽ライブラリのジャンルを表す複数のセクタ５
０"と、当該ジャンルに関係するサブジャンルを表す１または複数の第１のサブセクタ３
０２と、当該サブジャンルに関係するアーティストを表す１または複数の第２のサブセク
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タ６０´と、あるひとつの第２のサブセクタ内のすべてのメディアアイテムの属性の平均
値をあらわす指標印を含んでいる。このスリーマップビジュアル化された表示３００は、
ユーザーは、個々の長方形のサイズによって表されるように、各ジャンル、サブジャンル
およびアーティストに属するメディアアイテムの数全体をよく見わたすことができる。し
かしながら、ある実施形態では、このスリーマップビジュアル化された表示３００は、個
々のメディアアイテムやプレイリストについての情報を表示しなくてもよい。
【００４１】
　図８Ａに示すように、このスリーマップビジュアル化された表示３００は、異なる複数
のセクタ５０"に分割されており、それらのセクタは当該ライブラリ内の各ジャンルを表
している。例えば、図８Ａの実施形態における図示された音楽ライブラリは、以下の７個
のジャンルに分類されている。（１）ジャズジャンル３０６、（２）ポップジャンル３０
８、（３）クラシックジャンル３１０、（４）テクノジャンル３１２、（５）カントリー
ジャンル３１４、（６）ロックジャンル３１６、（７）サウンドトラックジャンル３１８
。
【００４２】
　各セクタ音楽５０"のサイズは、音楽ライブラリ全体に対する関連するジャンルのメデ
ィアアイテムの数に比例している。同時にこれらのセクタ５０"は、当該セクタ５０"に関
連するサブジャンルを表す１または複数の第１のサブセクタ３０２に分割することができ
る。例えば、ロックジャンル３１６のサブジャンルは、ロック＆ロールサブジャンル３２
２、オルタナティブサブジャンル３２４、サイケデリックサブジャンル３２６、フォーク
サブジャンル３２８、インストラメンタルサブジャンル３３０、ハードロックサブジャン
ル３３２、およびパンクサブジャンル３３４を含むことができる。もちろん、他のジャン
ルに対してもサブジャンルを利用できる。各第１のサブセクタ３０２は、当該第１のサブ
セクタ３０２に関連するジャンルのメディアアイテムの数と当該セクタ５０"のすべての
メディアアイテムの数との比率を反映するサイズにしてもよい。また、各第１のサブセク
タ３０２は、当該第１のサブセクタ３０２に関連するアーティストを表す１または複数の
第２のサブセクタ３０４に分割することができる。各第２のサブセクタ３０４は、当該第
２のサブセクタ３０４に関連するメディアアイテムの数と当該第１のサブセクタ３０２の
すべてのメディアアイテムの数との比率を反映するサイズにしてもよい。さらに、各第２
のサブセクタ３０４は、当該第２のサブセクタ３０４に関連するアルバムを表す１または
複数の第３のサブセクタ３２０に分割することができる。各第３のサブセクタ３２０は、
当該第３のサブセクタ３２０に関連するメディアアイテムの数と、当該第２のサブセクタ
３０４のすべてのメディアアイテムの数との比率を反映するサイズにしてもよい。
【００４３】
　前述したディスク状のビジュアル化された表示４０および長方形のビジュアル化された
表示２００の場合と同様に、量的な属性がユーザーによって選べるようにしてもよい。例
えば、数量的な属性は、プレイカウント、レイティング、最後に再生した日、および加え
られた日を含むことができる。また、その他の数量的な属性としては、評論家によるレイ
ティングや見解、アーティストまたは近々発行される新しい作品を有するアーティストな
どが含まれる。各第２のサブセクタ３０４内のすべてのメディアアイテムの平均値は、対
応する第２のサブセクタ３０４をカラー化するのに用いることができる。例えば、各第２
のサブセクタ３０４は、異なる色を有していてもよく、また当該第２のサブセクタ３０４
内のすべてのメディアアイテムのプレイカウントの平均値を表すグレースケールの色調を
有していてもよい。この場合、ライトブルーから黒までのスペクトラムを用いることもで
きるが、他の色でも適している。例えばライトブルーで色づけされた第２のサブセクタ３
０４は多く再生されたメディアアイテムを含む第２のサブセクタ３０４を表し、黒で色づ
けされた第２のサブセクタ３０４は最も少ない再生回数のメディアアイテムを含む第２の
サブセクタ３０４を表し、さらにスペクトラムの他の部分の色づけされた第２のサブセク
タ３０４は、最も多く再生されたメディアアイテムと最も少ない再生回数のメディアアイ
テムの中間のプレイカウントを有するメディアアイテムを含む第２のサブセクタ３０４を
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表すようにすることができる。また、各第２のサブセクタ３０４は、図３および図６に関
して前述したような独特なパターンでシェイディングすることもできる。さらに、各第３
のサブセクタ３２０内のすべてのメディアアイテムの平均値は、対応する第３のサブセク
タ３２０をカラー化するのに用いることができる。
【００４４】
　また、ユーザーは、前述したディスク状のビジュアル化された表示４０および長方形の
ビジュアル化された表示２００の場合と同様に、いずれかのセクタ５０"をズームアップ
し、当該ライブラリのより詳しい内容を見れるようにしてもよい。例えば、このズーム機
能が作動すると、第２のスリーマップビジュアル化された表示３３６が同様のビジュアル
化およびインターアクションの原理で生成されるようにすることもできるが、それは選択
されたセクタ５０"のジャンルに適用されない。この第２のスリーマップビジュアル化さ
れた表示３３６は、スリーマップビジュアル化された表示３００と似たやり方で表示され
てもよく、またスリーマップビジュアル化された表示３００を新しい情報で単にアップデ
ートしたものであってもよい。一例として、ユーザーがロックジャンル３１６を表すセク
タ５０"をズームアップすると、複数のジャンルを表すスリーマップビジュアル化された
表示３００の複数のセクタ５０"が複数のサブジャンルを表すセクタ（図示せず）になる
ようにしてもよい。この複数のサブジャンルとして、ロック＆ロールサブジャンル３２２
、オルタナティブサブジャンル３２４、サイケデリックサブジャンル３２６、フォークサ
ブジャンル３２８、インストラメンタルサブジャンル３３０、ハードロックサブジャンル
３３２、およびパンクサブジャンル３３４を含むことができる。同様に、サブジャンルを
表すスリーマップビジュアル化された表示３００の第１の複数のサブセクタ３２０がアー
ティストを表すサブセクタ（図示せず）になるようにしてもよい。その他の寸法や一般的
な原理はすべて同じであってもよい。
【００４５】
　また、ユーザーは、あるジャンルに対応する第２のスリーマップビジュアル化された表
示３３６のいずれかの第２のセクタを選択することによってズームアップのレベルを変え
ることができる。これにより第３のスリーマップビジュアル化された表示３３８が同様の
ビジュアル化およびインターアクションの原理で生成されるようにすることもできるが、
それは選択された第２のサブジャンルには適用されない。この第３のスリーマップビジュ
アル化された表示３３８は、第２のスリーマップビジュアル化された表示３３６と似たや
り方で表示されてもよく、また第２のスリーマップビジュアル化された表示３３６を新し
い情報で単にアップデートしたものであってもよい。一例として、ユーザーがロック＆ロ
ールサブジャンル３２２を表す第２のセクタをズームアップすると、サブジャンルを表す
第２のスリーマップビジュアル化された表示３３６の複数のセクタが複数のアーティスト
を表すセクタ（図示せず）になるようにしてもよい。
【００４６】
　本発明の基本原理を逸脱しない範囲で上記の実施形態の詳細に対して多くの変更が可能
であることは当業者にとっては言うまでもない。従って、本発明の範囲は添付の請求の範
囲によってのみ決定される。
【図面の簡単な説明】
【００４７】
【図１】従来例のiTune用のユーザーインターフェイスを示している。
【図２】本発明の第１実施形態にかかる音楽ライブラリのディスク状のビジュアル化した
ものを示している。
【図３】図示されているセクタ内におけるすべてのメディアアイテムのプレイカウントの
平均値を示した図２のディスク状のビジュアル化された表示を示している。
【図４】図２のディスク状のビジュアル化された表示であってプレイリストのグラフィカ
ルな表示が上書きされたものを示している。
【図５】本発明の第２実施形態にかかる音楽ライブラリのビジュアル化された長方形の表
示を示している。



(20) JP 4955690 B2 2012.6.20

【図６】図示されているセクタ内におけるメディアアイテムのプレイカウントの平均値を
示した図５のビジュアル化された長方形の表示を示している。
【図７】図５のビジュアル化された長方形の表示であってプレイリストのグラフィカルな
表示が上書きされたものを示している。
【図８Ａ】本発明の第３実施形態にかかる音楽ライブラリのスリーマップビジュアル化さ
れた表示を示している。
【図８Ｂ】図８Aのジャンル用のスリーマップビジュアル化された表示を示している。
【図８Ｃ】図８Bのロック＆ロールサブジャンル用のスリーマップビジュアル化された表
示を示している。

【図１】 【図２】
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【図３】 【図４】

【図５】 【図６】
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【図７】 【図８（ａ）】

【図８（ｂ）】

【図８（ｃ）】
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