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(57)【要約】
ディスプレイとプロセッサを備える装置であって、前記
プロセッサは、第１の表示オブジェクトセットの表示オ
ブジェクトを有効化するユーザ入力が、第２の表示オブ
ジェクトセットを前記ディスプレイに出現させるように
して、該第１の表示オブジェクトセット及び該第２の表
示オブジェクトセットを表示させるように構成される、
装置が提供される。第２の表示オブジェクトセットは、
前記ユーザ入力に対応する向きに、かつ該ユーザ入力に
同期して出現する。
【選択図】図２
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　ディスプレイ（１１０）及びプロセッサを備える装置（１００）であって、前記プロセ
ッサは、前記装置に、
　第１の表示オブジェクトセット（１０１－１０３）を表示させることと；
　前記第１の表示オブジェクトセット（１０１－１０３）の表示オブジェクトを有効化す
るユーザ入力が、第２の表示オブジェクトセット（１１－１７）を前記ディスプレイ（１
１０）に出現させるようにして、該第２の表示オブジェクトセット（１１－１７）を表示
させることと；
を実行させるように構成され、前記第２の表示オブジェクトセット（１１－１７）は、前
記ユーザ入力に対応する向きに、かつ該ユーザ入力に同期して出現する、装置（１００）
。
【請求項２】
　前記プロセッサは更に、表示オブジェクトセットの表示オブジェクトを有効化するユー
ザ入力が、追加表示オブジェクトセット（２１－２５、３１－３６）を前記ディスプレイ
に出現させるようにして、該追加表示オブジェクトセットを表示させるように構成され、
前記追加表示オブジェクトセットは、前記ユーザ入力に対応する向きに、かつ該ユーザ入
力に同期して出現する、
請求項１に記載の装置。
【請求項３】
　前記プロセッサは更に、ユーザ入力に応答して、表示オブジェクトセットの表示オブジ
ェクトを再配置させるように構成される、請求項１又は２に記載の装置。
【請求項４】
　前記プロセッサは更に、ユーザ入力に応答して、表示オブジェクトセットの表示オブジ
ェクトを隠すことを実行させるように構成される、請求項１から３の何れかに記載の装置
。
【請求項５】
　前記ディスプレイ（１１０）はタッチセンシティブディスプレイである、請求項１から
４の何れかに記載の装置。
【請求項６】
　前記ユーザ入力は、前記タッチセンシティブディスプレイでのジェスチャ、又は該ディ
スプレイの上方でのジェスチャを含む、請求項５に記載の装置。
【請求項７】
　前記ユーザ入力は、前記タッチセンシティブディスプレイでのスライドジェスチャ、又
は該ディスプレイの上方でのスライドジェスチャを含む、請求項５又は６に記載の装置。
【請求項８】
　前記プロセッサは更に、ユーザ入力に応答して、前記第１の表示オブジェクトセット（
１０１－１０３）を表示させるように構成される、請求項１から７の何れかに記載の装置
。
【請求項９】
　第１の表示オブジェクトセット（１０１－１０３）をディスプレイ（１１０）に表示す
ることと；
　前記第１の表示オブジェクトセット（１０１１０３）の表示オブジェクトを有効化する
ユーザ入力が、第２の表示オブジェクトセット（１１－１７）を前記ディスプレイ（１１
０）に出現させるようにして、該第２の表示オブジェクトセット（１１－１７）を表示す
ることと；
を含み、前記第２の表示オブジェクトセット（１１－１７）は、前記ユーザ入力に対応す
る向きに、かつ該ユーザ入力に同期して出現する、方法。
【請求項１０】
　表示オブジェクトセットの表示オブジェクトを有効化するユーザ入力が、追加表示オブ
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ジェクトセット（２１－２５、３１－３６）を前記ディスプレイ（１１０）に出現させる
ようにして、該追加表示オブジェクトセットを表示することを更に含み、　
　前記追加表示オブジェクトセットは、前記ユーザ入力に対応する向きに、かつ該ユーザ
入力に同期して出現する、
請求項９に記載の方法。
【請求項１１】
　ユーザ入力に応答して、表示オブジェクトセットの表示オブジェクトを再配置すること
を更に含む、請求項９又は１０に記載の方法。
【請求項１２】
　ユーザ入力に応答して、表示オブジェクトセットの表示オブジェクトを隠すことを更に
含む、請求項９から１１の何れかに記載の方法。
【請求項１３】
　前記表示オブジェクトはタッチセンシティブディスプレイに表示される、請求項９から
１２の何れかに記載の方法。
【請求項１４】
　前記ユーザ入力は、前記タッチセンシティブディスプレイでのジェスチャ、又は該ディ
スプレイの上方でのジェスチャを含む、請求項１３に記載の方法。
【請求項１５】
　前記ユーザ入力は、前記タッチセンシティブディスプレイでのスライドジェスチャ、又
は該ディスプレイの上方でのスライドジェスチャを含む、請求項１３又は１４に記載の方
法。
【請求項１６】
　ユーザ入力に応答して、前記第１の表示オブジェクトセットを表示することを更に含む
、請求項９から１５の何れかに記載の方法。
【請求項１７】
　装置の処理手段で実行されると、前記装置に、請求項９から１６の何れかに記載の方法
を遂行させるように構成されるコンピュータコードを含む、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、概して電子デバイスの制御に関し、具体的には、排他的ではないが、タッチ
センシティブディスプレイを用いた電子デバイスの制御に関する。
【背景技術】
【０００２】
　テレビやコンピュータ、スマートフォン、タブレットコンピュータ等の電子デバイスは
、ユーザインタフェースによって制御される。ここで提供される機能は複雑さが増し、数
も増えているため、直感的な制御機能を提供することによって、ユーザインタフェースを
簡素化し、ユーザ体験を改善することが求められている。
【０００３】
　電子デバイスはディスプレイでのユーザインタフェースを用いて制御されることが多く
、その制御機能は、表示オブジェクトを例えばポインタデバイスを使ったりユーザがタッ
チしたりして操作することによって実行される。タッチセンシティブディスプレイは、こ
うした表示オブジェクトの操作のためにタッチセンシティブディスプレイでユーザのジェ
スチャを使って直感的なユーザインタフェースを提供する。
【０００４】
　表示オブジェクト、即ち、ディスプレイに表示されるボタンやアイコン、メニューアイ
テム、スライダのような仮想オブジェクトは、表示スペースを必要とする。したがって、
表示される表示オブジェクトの数やそれらのグループ化、オブジェクトを操作する際の機
能には柔軟性が求められる。
【０００５】
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　先行技術による解決方法では、表示オブジェクトがメニューやウィンドウにグループ化
され、そこから様々な機能が提供されることが多い。プルダウンメニューやタブ、メニュ
ーパレット等のメニューは場所を占有し、ユーザインタフェースを混乱させ、その結果、
電子デバイスで実行中のアプリケーションやプログラムの利用も妨げられる。特に、あま
り重要でない表示オブジェクトが重要な表示オブジェクトと共に表示されることも多い。
先行技術による解決方法の中には、メニューの構造を退屈な構成から変更することができ
るものもある。
【０００６】
　本発明の目的は、このような混乱した状況を作らずに様々な機能にアクセスしたり、既
存のものを変更する新規技術を少なくとも提供したりすることに関連する問題を回避又は
緩和することである。
【摘要】
【０００７】
　本発明の第１の例示的態様によれば、次の装置が提供される。この装置は、ディスプレ
イとプロセッサとを備え、前記プロセッサは、
　第１の表示オブジェクトセットを表示させることと；
　前記第１の表示オブジェクトセットの表示オブジェクトを有効化するユーザ入力が、第
２の表示オブジェクトセットを前記ディスプレイに出現させるようにして、該第２の表示
オブジェクトセットを表示させることと；
を前記装置に実行させるように構成され、前記第２の表示オブジェクトセットは、前記ユ
ーザ入力に対応する向きに、かつ該ユーザ入力に同期して出現する、装置が提供である。
【０００８】
　前記プロセッサは更に、表示オブジェクトセットの表示オブジェクトを有効化するユー
ザ入力が、追加表示オブジェクトセットを前記ディスプレイに出現させるようにして、該
追加表示オブジェクトセットを表示させるように構成され、前記追加表示オブジェクトセ
ットは、前記ユーザ入力に対応する向きに、かつ該ユーザ入力に同期して出現するもので
もよい。
【０００９】
　前記プロセッサは更に、ユーザ入力に応答して、表示オブジェクトセットの表示オブジ
ェクトを再配置させるように構成されてもよい。
【００１０】
　前記プロセッサは更に、ユーザ入力に応答して、表示オブジェクトセットの表示オブジ
ェクトを隠すことを実行させるように構成されてもよい。
【００１１】
　前記ディスプレイはタッチセンシティブディスプレイでもよい。
【００１２】
　前記ユーザ入力は、前記タッチセンシティブディスプレイでのジェスチャ、又は該ディ
スプレイの上方でのジェスチャを含んでもよい。
【００１３】
　前記ユーザ入力は、前記タッチセンシティブディスプレイでのスライドジェスチャ、又
は該ディスプレイの上方でのスライドジェスチャを含んでもよい。
【００１４】
　前記プロセッサは更に、ユーザ入力に応答して、前記第１の表示オブジェクトセットを
表示させるように構成されてもよい。
【００１５】
　本発明の第２の例示的態様によれば、次の方法が提供される。この方法は、
　第１の表示オブジェクトセットをディスプレイに表示することと；
　前記第１の表示オブジェクトセットの表示オブジェクトを有効化するユーザ入力が、第
２の表示オブジェクトセットを前記ディスプレイに出現させるようにして、該第２の表示
オブジェクトセットを表示することと；
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を含み、前記第２の表示オブジェクトセットは、前記ユーザ入力に対応する向きに、かつ
該ユーザ入力に同期して出現する、方法である。
【００１６】
　前記方法は、
　表示オブジェクトセットの表示オブジェクトを有効化するユーザ入力が、追加表示オブ
ジェクトセットを前記ディスプレイに出現させるようにして、該追加表示オブジェクトセ
ットを表示することを更に含み、
　前記追加表示オブジェクトセットは、前記ユーザ入力に対応する向きに、かつ該ユーザ
入力に同期して出現するものでもよい。
【００１７】
　前記方法は、ユーザ入力に応答して、表示オブジェクトセットの表示オブジェクトを再
配置することを更に含んでもよい。
【００１８】
　前記方法は、ユーザ入力に応答して、表示オブジェクトセットの表示オブジェクトを隠
すことを更に含んでもよい。
【００１９】
　前記表示オブジェクトはタッチセンシティブディスプレイに表示されてもよい。
【００２０】
　前記ユーザ入力は、前記タッチセンシティブディスプレイでのジェスチャ、又は該ディ
スプレイの上方でのジェスチャを含んでもよい。
【００２１】
　前記ユーザ入力は、前記タッチセンシティブディスプレイでのスライドジェスチャ、又
は該ディスプレイの上方でのスライドジェスチャを含んでもよい。
【００２２】
　前記方法は、ユーザ入力に応答して、前記第１の表示オブジェクトセットを表示するこ
とを更に含んでもよい。
【００２３】
　本発明の第３の例示的態様によれば、次のコンピュータプログラム製品、即ち、装置で
実行されると、第２の例示的態様に記載の方法を実行させるように構成されるコンピュー
タコードを含む、コンピュータプログラム製品が提供される。
【００２４】
　本発明の第４の例示的態様によれば、第３の例示的態様のコンピュータプログラムを含
む記憶媒体が提供される。
【００２５】
　本発明の様々な態様及び実施形態を示したが、これらは発明の範囲を限定するために提
示されたものではない。これらの例は、本発明の実施において利用される可能性のある特
徴やステップを、いくつか選択して説明したものに過ぎない。いくつかの実施形態は、本
発明の特定の例示的側面を使ってのみ説明されるかもしれない。いくつかの実施形態は他
の実施形態にも適用可能であることが理解されるべきである。
【図面の簡単な説明】
【００２６】
　以下、本発明のいくつかの実施形態を、添付の図面を参照して説明する。
【図１】本発明の例示的実施形態に従う装置の概略図を示す。
【図２】例示的実施形態に従う装置の概略図を示す。
【図３ａ－３ｃ】本発明の例示的実施形態に従うダイナミックドロワー構造の一連の動作
を概略的に示す。
【図４ａ－４ｆ】本発明の例示的実施形態に従うダイナミックドロワー構造の一連の動作
を概略的に示す。
【図５ａ－５ｃ】本発明の例示的実施形態に従うダイナミックドロワー構造の一連の動作
を概略的に示す。
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【図６ａ－６ｃ】本発明の例示的実施形態に従うダイナミックドロワー構造の一連の動作
を概略的に示す。
【図７ａ－７ｃ】本発明の例示的実施形態に従うダイナミックドロワー構造の一連の動作
を概略的に示す。
【図８ａ－８ｃ】本発明の例示的実施形態に従うダイナミックドロワー構造の一連の動作
を概略的に示す。
【図９ａ－９ｆ】本発明の例示的実施形態に従うダイナミックドロワー構造の一連の動作
を概略的に示す。
【詳細説明】
【００２７】
　以下の説明において、似たような符号は似たような要素を表す。
【００２８】
　図１は、本発明の例示的実施形態に従う装置の概略図を示している。この装置は、例え
ばコンピュータやテレビ、タブレットコンピュータ、電子書籍リーダー、メディアプレー
ヤーのようなユーザインタフェースを備える電子デバイスである。装置１００は、メディ
ア等の様々なタイプのコンテンツと、ユーザインタフェース要素、即ち表示オブジェクト
を表示するディスプレイ１１０を備える。図１では、装置１００はユーザインタフェース
を介して制御され、その要素がディスプレイ１１０に表示されている。
【００２９】
　当業者には当然であるが、装置１００は図１に示されていない要素も具備することがで
きる。このような要素には、装置１００の機能を提供及び／又は制御するように構成され
るプロセッサや、プロセッサによって実行可能なデータ及びソフトウェアを格納するメモ
リなどがある。さらなる例示的実施形態では、装置１００は、センサや検出器、通信ユニ
ットのような追加要素（図示せず）や、キーボードやハードウェア／ソフトウェアボタン
、タッチセンシティブディスプレイ／画面、スライダ制御、スイッチのような追加ユーザ
インタフェースを備える。また更なる例示的実施形態では、装置は、追加ユーザインタフ
ェース要素やマイクロフォン、スピーカー、センサ、検出器、及び／又はカメラユニット
のような追加要素（図示せず）を備える。
【００３０】
　ある実施形態において、図１のディスプレイ１１０はタッチセンシティブディスプレイ
である。タッチセンシティブディスプレイ１１０は、例えばユーザのタッチ及び／又はジ
ェスチャを検出するタッチセンサを備える。タッチ及び／又はジェスチャは、指１２０や
スタイラス等でディスプレイに又はそれに近接して行われる。タッチセンサは、例えば、
電気抵抗や表面波、静電容量、赤外線、光、分散信号、及び／又は音響パルスの何れかを
利用する認識タッチセンサとして、単独で又は複数のアレイで実装される。静電容量には
、表面容量や投影容量、相互容量、自己容量などがある。あるいは、又はユーザのタッチ
に加えて、マウスやキーボード、タッチパッドのようなポインティングデバイスで表示オ
ブジェクトを操作することもできる。
【００３１】
　図２は、本発明の例示的実施形態に従う装置１００及びダイナミックドロワー構造の概
略図を示している。ディスプレイ１１０の右側に表示オブジェクト１０１－１０３のカラ
ム（column）２００、即ちメニューカラムが表示されている。表示オブジェクトの表示は
、例えば、装置１００のメモリに格納されたソフトウェアで制御され、プロセッサで実行
される。すなわち、プロセッサは、表示オブジェクト１０１－１０３を表示させるように
構成される。この実施例では、カラム２００はディスプレイがオンである間常に見えてい
るが、プロセッサは、ユーザのジェスチャやタッチのような所定の入力に応答してカラム
２００を出現させるように構成されてもよい。これらは何れか一方でもよく、両方でもよ
い。別の実施形態では、カラム２００は別の位置、例えばディスプレイの左側や中央に表
示される。また別の実施形態では、表示オブジェクト１０１－１０３は、カラム２００に
加えて又はその代わりとして横に配置される。あるいは、別々の表示オブジェクトとして
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ディスプレイの複数位置に散在してもよい。実施形態によっては、後で利用できるように
表示オブジェクトの出現と表示に関するユーザプリファレンスが、例えば装置１００のメ
モリに格納される。
【００３２】
　図３ａから３ｃは、本発明の例示的実施形態に従うダイナミックドロワー構造の一連の
動作を概略的に示している。装置１００のプロセッサは表示オブジェクトを表示させるよ
うに構成される。さらにプロセッサは、ユーザの表示オブジェクトへの操作に応答して、
即ち、タッチセンシティブディスプレイの使用等で入力を与えることによってユーザが表
示オブジェクトを有効にする事に応答して、動作を制御し、実行するように構成される。
この動作は、図３ａから９ｆを参照しながら以下で記述する。当業者には当然であるが、
図３ａから９ｆが縦のメニューカラムを用いて描かれていても、メニューを横に配置した
ものやその他の配置も使用することができる。
【００３３】
　図３ａは、カラムに配置された表示オブジェクト１０１－１０３を示している。ユーザ
は、例えば追加表示オブジェクト１１－１７のリストやセット、又はメニューを開くため
に、表示オブジェクト１０１を有効にする。図３ｂ及び３ｃで、ユーザは、タッチやマウ
スを使う等して、表示オブジェクト１０１をスライドする。このスライドによって、表示
オブジェクト１０１－１０３の追加カラムが作成される。あるいは、有効化された表示オ
ブジェクトのコピーが作成され、このコピーが新たな場所にスライドされてもよい。ある
いは又、元のカラムが新しい場所にドラッグされてもよい。追加カラムは基本的には最初
のカラムのコピーであり、カラムが更にスライドすると、これらのカラムの間のスペース
に、又は単一のカラムの隣に表示オブジェクト１１－１７が現れる。スライドによる表示
オブジェクトの出現はドロワーが開かれるのに類似している。これまでドロワー（Drawer
）と呼んでいたものは、表示オブジェクト１０１－１０３から引き出されたこのオブジェ
クトセットを言及しており、以降ではこのセットをドロワーと呼ぶことに留意されたい。
ドロワーを開けるときの大きさは、例えばスライドジェスチャの長さに依存する。あるい
は、スライドジェスチャの持続時間に依存してもよい。
【００３４】
　スライド動作の向きと追加表示オブジェクトが出現するときの向きは、図３ａから９ｆ
に示されているが、この代替または追加として、反対向きのスライド動作や縦方向、斜め
方法のスライド動作、更には弧状のスライド動作も想定することができる。当業者には当
然であるが、図３ａから９ｆにおいて、スライド動作の代わりにクリックやタップ、ダブ
ルクリック等の各動作によって、即ち、スライド動作を行わずに、表示オブジェクトセッ
ト１１－１７の出現に同期してドロワーを所定のサイズまで素早く開けることができる。
【００３５】
　また、ドロワーは表示オブジェクトの数が異なって描かれているが、実施形態によって
は各ドロワーが同数の表示オブジェクトを見せてもよい。さらにまた、複数の表示オブジ
ェクトの代わりに１個だけの表示オブジェクト及び／又は画像や動画等がドロワーにあり
、それが引き出されてもよい。
【００３６】
　さらにまた、図３ａから９ｆに示した一連の動作を逆に行ってドロワーを閉じてもよい
。すなわち、出現した表示オブジェクトが隠され、ダイナミックドロワー構造が前の状態
に戻される。当業者には当然であるが、図３ａから９ｆにおいて、スライド動作の代わり
にクリックやタップ、ダブルクリック等の各動作によって、即ち、スライド動作を行わず
に、ドロワーを素早く閉じることができる。また実施形態によっては、ドロワーのスライ
ド動作がさらに別の機能、例えば音声及び／又は画像の再生と同期していてもよい。
【００３７】
　図４ａ－４ｆは、本発明の例示的実施形態に従う、図３ｃの状態から始まるまた別の一
連の動作を概略的に示している。ユーザは、例えば追加表示オブジェクト２１－２６の更
なるリストやセット、又はメニューを開くために、さらなる表示オブジェクト１０２を有



(8) JP 2016-514878 A 2016.5.23

10

20

30

40

50

効にする。図４ｂ及び４ｃで、ユーザは、タッチやマウスを使う等して、表示オブジェク
ト１０２をスライドしてそのコピーを作成する。あるいは、前述のようにカラム全体のコ
ピーを作成してもよい。追加ドロワーを開くと、前述の表示オブジェクト１１－１７と同
様に表示オブジェクト２１－２６が出現する。先に開いていたドロワーは、新たなドロワ
ーを開く場所を作るために更にスライドする。
【００３８】
　図４ｃ及び４ｄは、ドロワーを閉じようとユーザが表示オブジェクト１０２を有効にし
たときの、図４ａ及び４ｂの一連の動作を逆にした動作を示している。ユーザは、タッチ
やマウスを使う等して、元のメニューカラムの向きに表示オブジェクト１０２をスライド
してドロワーを閉じ、表示オブジェクト２１－２６は再び隠される。図４ｅ及び４ｆは、
例示的実施形態に従う、図４ｃの状態から始まるまた別の一連の動作を示している。ユー
ザはドロワーを閉じようと表示オブジェクト１０１を有効にする。ユーザは、タッチやマ
ウスを使う等して、元のメニューカラムの向きに表示オブジェクト１０１をスライドして
ドロワーを閉じ、表示オブジェクト１１－１７は隠される。
【００３９】
　図５ａは、本発明の例示的実施形態に従うまた別の一連の動作を示している。図５ａは
、図３ａと同様に、カラムに配置された表示オブジェクト１０１－１０３を再掲している
。ユーザは、例えば追加表示オブジェクト１１－１７のリストやセット、又はメニューを
開くために、表示オブジェクト１０１を有効にする。図５ｂ及び５ｃで、ユーザは、タッ
チやマウスを使う等して、表示オブジェクト１０１をスライドする。このスライドによっ
て、表示オブジェクト１０１－１０３の追加カラムが作成される。あるいは、有効化され
た表示オブジェクトのコピーが作成され、このコピーが新たな場所にスライドされてもよ
い。あるいは又、元のカラムが新しい場所にドラッグされてもよい。追加カラムは基本的
には最初のカラムのコピーであり、カラムが更にスライドすると表示オブジェクト１１－
１７が現れる。出現した表示オブジェクト１１－１７はメニューカラムの間のスペースの
一部だけを占める。これは例えば、表示オブジェクト数や、例えばユーザが指定した所定
のデフォルトサイズ設定によって決められてもよい。
【００４０】
　図６ａから６ｃは、本発明の例示的実施形態に従い、図３ｃの状態から始まる、又は図
５ｃの状態から始まる（但し、示していない）また別の一連の動作を概略的に示している
。ユーザは、例えば追加表示オブジェクト２１－２６の更なるリストやセット、又はメニ
ューを開くために、さらなる表示オブジェクト１０２を有効にする。図６ｂ及び６ｃで、
ユーザは、タッチやマウスを使う等して、表示オブジェクト１０２をスライドしてそのコ
ピーを作成する。あるいは、前述のようにカラム全体のコピーを作成してもよい。追加ド
ロワーを開くと、表示オブジェクト２１－２６が出現する。
【００４１】
　前に開いたドロワーがメニューカラムの間のスペースを全部占有していない場合、表示
オブジェクト２１－２６は、ディスプレイの中で前に開いたドロワーによる表示オブジェ
クトが表示されていない場所を占有する。メニューカラムの間に利用可能なスペースが無
い場合、表示オブジェクト１１－１７及び／又は２１－２６は、図６ｂから７ｃに示すよ
うに、小さくされたり、及び／又は一部が隠されたりする。
【００４２】
　図７ａから７ｃは、本発明の例示的実施形態に従う、図６ｃの状態から始まるまた別の
一連の動作を概略的に示している。ユーザは、例えば追加表示オブジェクト３１－３６の
更なるリストやセット、又はメニューを開くために、さらなる表示オブジェクト１０３を
有効にする。追加ドロワーを開く一連の動作は、前述の図６ａから６ｃを参照して説明し
た通りである。
【００４３】
　図８ａから８ｃは、本発明の実施形態に従う、図６ｃの状態から始まるまた別の一連の
動作を概略的に示している。あるいは、図８ａから８ｃの一連の動作は、例えば図３ｃ又
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は７ａの状態から始まる。ユーザは、例えば追加表示オブジェクト３１－３７のリストや
セット、又はメニューを開くために、さらなる表示オブジェクト１０３を有効にする。図
８ｂ及び８ｃで、ユーザは、タッチやマウスを使う等して、メニューカラムの表示オブジ
ェクト１０３を、出現した表示オブジェクト１１－１７・２１－２６とは反対の向きにス
ライドし、表示オブジェクト１０１－１０３の追加カラムを作成する。あるいは、有効化
されている表示オブジェクトのコピーを作成してもよく、元のカラムが新しい場所にドラ
ッグされてもよい。追加カラムは基本的には第１及び第２のカラムのコピーであり、カラ
ムが更にスライドすると、これらのカラムの間のスペースに表示オブジェクト３１－３７
が現れる。すなわち、新しいドロワーが引き出される。さらなる実施形態では、前述の図
３ａから３ｃを参照して説明した通り、表示オブジェクト３１－３７がカラム間の全スペ
ースを占めてもよい。
【００４４】
　図９ａから９ｆは、本発明の例示的実施形態に従うまた別の一連の動作を示している。
ユーザは表示オブジェクト１０１－１０３の順番を変更する。換言すれば、これは再配置
を行い、表示オブジェクト１０１－１０３から引き出されるドロワーが並べられる順番を
変更することである。この例では、例えば、ユーザが表示オブジェクト１０１を中段に配
置したいとする。表示オブジェクト１０１は、スライド操作によってカラムの中の新しい
位置に移動される。次に、図９ｂ及び９ｃで、ユーザは、タッチやマウスを使う等して、
表示オブジェクト１０２をスライドして表示オブジェクト１０１－１０３の追加カラムを
作成する。そして、前述の図３ａから３ｃあるいは図５ａから５ｃを参照した説明に対応
する一連の動作で、表示オブジェクト２１－２７が、カラムの中の上段の表示オブジェク
トから、即ちメニューカラムの上から出現する。 図９ｅで、ユーザは、ドロワーの中の
所望する位置に表示オブジェクトを移動させるためにその表示オブジェクトをスライドす
ることによって、表示オブジェクト２１－２７の順番を変更する。
【００４５】
　さらなる実施形態では、表示オブジェクト２１－２７や、表示オブジェクト１１－１７
又は３１－３７についても、表示オブジェクト１０１－１０３が追加ドロワーを開く場合
と同様の方法で有効化される。
【００４６】
　また、前述した例示的実施形態の何れかに関する一連の動作又はその一部は、前述した
他の何れかの例示的実施形態と組み合わせることができる。
【００４７】
　以上の説明により、本発明の特定の実装および実施形態の非限定例を用いて、発明者に
よって現在考案されている、本発明を実施するための最良の形態の完全かつ有益な説明を
提供した。しかし、当業者には明らかであるように、本発明の実施形態は本明細書で紹介
された具体的な実施形態に限定されるものではない。本発明の実施形態は、本発明の特徴
を逸脱せずに、同様の手段や様々な組み合わせを用いて具現化されることができる。
【００４８】
　様々な実施形態が紹介されてきた。本明細書において、「備える」や「有する」「含む
」等は、その他の要素が更に含まれることを排除しない意図で用いられており、記載され
ていないものしか備えられないという意味では使われていない。
【００４９】
　さらに、本発明の上述の実施形態は、その他の特徴の対応する使用なしに、利益をもた
らすために使用されうる。従って、上述の説明は、本発明の原理の説明に過ぎないと考え
るべきであり、これらを限定するものであると考えてはならない。従って、本発明の範囲
は添付の特許請求の範囲によってのみ制限される。
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