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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　あるアプリケーション群に関連するあるタイル群を、コンピューティング装置のインタ
フェースの可視領域に提示する工程と、
　前記タイル群のうちのサブセットを決定する工程であって、前記サブセットは少なくと
も２つのタイルを含み、前記サブセットのタイルの各々はアプリケーションに関連しかつ
提示に利用可能な新規コンテンツを有する、工程と、
　前記タイルについての決定されたサブセットは所定の閾値を超える量のタイルを含むこ
とを、前記コンピューティング装置において確認する工程であって、前記閾値はタイルの
数または前記タイル群のうちのタイルの割合を成す、工程と、
　前記可視領域内のタイルの前記サブセットのうちの第１タイルにおいて、当該第１タイ
ルについて新規コンテンツが利用可能であることを示す工程と、
　前記タイルのサブセットは所定の閾値を超える旨の判断に基づいて、前記タイルのサブ
セットのうちの第２タイルにおける新たなコンテンツの利用可能性の表示を遅延させる工
程と、
　前記可視領域内のタイルの前記サブセットのうちの第２タイルにおいて、当該第２タイ
ルについて新規コンテンツが利用可能であることを示す工程と、
　を含む、コンピュータによる処理方法。
【請求項２】
　前記第２タイルにおける新たなコンテンツの利用可能性の表示を遅延させる工程が、前
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記可視領域の片側から前記可視領域の別の側に、前記タイルのサブセットにわたるアニメ
ーションによる視覚的効果をもたらすことを含む、請求項１に記載のコンピュータによる
処理方法。
【請求項３】
　第２タイルにおける新たなコンテンツの利用可能性の表示を遅延させる工程が、前記タ
イルのサブセットを２つ以上の段階でアニメーション化する視覚的効果をもたらすことを
含む、請求項１に記載のコンピュータによる処理方法。
【請求項４】
　前記アニメーション化する視覚的効果が、新規コンテンツの部分のローテーションを、
前記タイルのサブセットのうちの各タイルの中で提示することによって、前記タイルのサ
ブセットをアニメーション化する、請求項３に記載のコンピュータによる処理方法。
【請求項５】
　請求項１～４のうちの何れか１項に記載の方法をコンピュータに実行させるコンピュー
タプログラム。
【請求項６】
　プロセッサと、
　前記プロセッサに結合され、前記プロセッサに方法を実行させる命令を保存するメモリ
と、
　を有するコンピューティング装置であって、前記方法は、
　あるアプリケーション群に関連するあるタイル群を、コンピューティング装置のインタ
フェースの可視領域に提示する工程と、
　前記タイル群のうちのサブセットを決定する工程であって、前記サブセットは少なくと
も２つのタイルを含み、前記サブセットのタイルの各々はアプリケーションに関連しかつ
提示に利用可能な新規コンテンツを有する、工程と、
　前記タイルについての決定されたサブセットは所定の閾値を超える量のタイルを含むこ
とを、前記コンピューティング装置において確認する工程であって、前記閾値はタイルの
数または前記タイル群のうちのタイルの割合を成す、工程と、
　前記可視領域内のタイルの前記サブセットのうちの第１タイルにおいて、当該第１タイ
ルについて新規コンテンツが利用可能であることを示す工程と、
　前記タイルのサブセットは所定の閾値を超える旨の判断に基づいて、前記タイルのサブ
セットのうちの第２タイルにおける新たなコンテンツの利用可能性の表示を遅延させる工
程と、
　前記可視領域内のタイルの前記サブセットのうちの第２タイルにおいて、当該第２タイ
ルについて新規コンテンツが利用可能であることを示す工程と、
　を含む、コンピューティング装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明はコンピュータによる処理方法等に関連する。
【背景技術】
【０００２】
　従来のオペレーティングシステムではユーザがアプリケーションを起動することができ
、多くの場合、それはアプリケーションのアイコンを選択できるユーザインタフェースを
通して行われる。ある場合において、ユーザはこのインタフェースからあるアプリケーシ
ョンを起動することを選択するが、そのアプリケーションに関して新規なものがあるかど
うかについては気にとめない。
【０００３】
　しかし多くの場合、ユーザは、アプリケーションにおいて何が新規であるかを知るため
にアプリケーションを起動する。アプリケーションにおいて何が新規であるかを知りたい
ユーザは、一般に例えば所望のアプリケーションのアイコンを選択し、従来のオペレーテ
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ィングシステムがそれに応答してそのアプリケーションを起動する。するとそのアプリケ
ーションが開き、それがコンテンツを提示するタイプのアプリケーションであれば、コン
テンツを提示する。ニュースサイトやソーシャルネットワーキングサイトなど、一部のア
プリケーションの場合、アプリケーションはリモートソースからコンテンツを読み出して
、そのコンテンツを提示する。ユーザはその時点でコンテンツを目にする。それは、ユー
ザがそのアプリケーションのコンテンツを最後に閲覧した後に初めて見る内容かもしれな
いし、そうでないかもしれない。
【０００４】
　ユーザは、アプリケーションを選択するこの過程を続行しうる。それに応答してアプリ
ケーションが起動され、コンテンツが提示される。次いで、提示されるコンテンツを閲覧
し、新規なものがあるとすれば何が新規であるのかを調べる。この過程に従うことで、ユ
ーザはアプリケーションにおいて何が新規であるか知ることができる。しかし、このよう
な作業は多大な時間と労力を要する。またこの過程は計算および帯域のリソースも消費す
る。さらに悪いことに、ある場合において、アプリケーションには新規コンテンツがまっ
たく含まれない可能性があり、その場合はその時間、労力、およびリソースがすべて無駄
になる。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００５】
【特許文献１】米国特許出願公開第２０１０－０２９３０５６号明細書
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００６】
　一観点による課題は、アプリケーションを選択することが可能なユーザインタフェース
において新規コンテンツを徐々に表示するための改善された方法等を提供することである
。
【課題を解決するための手段】
【０００７】
　一観点による処理方法は、
　あるセットのアプリケーションに関連するあるセットのタイルをインタフェースの可視
領域に提示する工程と、
　前記セットのタイルのうちのサブセットであって、あるサブセットのアプリケーション
に関連しかつ新規コンテンツが利用可能なサブセットを決定する工程と、
　前記サブセット内の数または前記セットに対する前記サブセットの割合がある所定の閾
値を超えることを確認する工程と、
　新規コンテンツが利用可能であることを、前記可視領域内の前記サブセットのタイルの
それぞれにおいて漸進的に示す工程と、
　を含む、コンピュータによる処理方法である。
【図面の簡単な説明】
【０００８】
【図１】アプリケーション選択可能なユーザインタフェース内に新規コンテンツを漸進的
に示す、またはそれに対して新規コンテンツをプリレンダリングする手法が実装可能な環
境例を示す図である。
【図２】図１のコンピュータ装置の例示的実施形態を示す図である。
【図３】図１のリモートプロバイダの例示的実施形態を示す図である。
【図４】図１のリポート編集器の例示的実施形態を示す図である。
【図５】アプリケーション選択可能なユーザインタフェースに対して新規コンテンツをプ
リレンダリングする方法例を示す図であり、新規コンテンツをプリレンダリングする不可
視領域の部分を決定する工程を含む図である。
【図６】可視領域、不可視領域、および不可視領域のプリレンダリング部を備えたユーザ
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インタフェース例を示す図である。
【図７】図６の以前の可視領域の一部とプリレンダリング部とを有する新しい可視領域を
備えた、図６のインタフェース例を示す図である。
【図８】アプリケーション選択可能なユーザインタフェースに対して新規コンテンツをプ
リレンダリングする方法例を示す図であり、以前に決定された、不可視領域のプリレンダ
リング部に基づく工程を含む図である。
【図９】アプリケーション選択可能なユーザインタフェースに対して新規コンテンツをプ
リレンダリングする方法例を示す図であり、不可視領域のプリレンダリング部を受信入力
に基づいて決定する工程を含む図である。
【図１０】ジェスチャが受信される可視領域の可視タイルと、不可視領域の予測部の予測
タイルとを有するインタフェース例を示す図である。
【図１１】アプリケーション選択可能なユーザインタフェース内に新規コンテンツを漸進
的に示す方法例を示す図である。
【図１２】インタフェース例を示す図であり、漸進的インジケーションをタイル内に示す
順序を示す図である。
【図１３】アプリケーション選択可能なユーザインタフェース内に新規コンテンツを漸進
的に示す方法例を示す図であり、インジケーションを行う順序を決定する工程を含む図で
ある。
【図１４】アプリケーション選択可能なユーザインタフェース内に新規コンテンツを漸進
的に示す、またはそれに対して新規コンテンツをプリレンダリングする手法が実装可能な
装置例を示す図である。
【発明を実施するための形態】
【０００９】
　本明細書は、アプリケーション選択可能なユーザインタフェース内に新規コンテンツを
漸進的又は徐々に示す手法を記載する。これらの手法により、ユーザは、アプリケーショ
ンに関する新規コンテンツのインジケーションを一度に全部見るのではなく漸進的に見る
ことができる。そうすることにより、インジケーションを見るユーザに心理的もしくは視
覚的に過剰な負担または過剰な刺激を与えることを回避しうる。
【００１０】
　この概要を記載する目的は、下記「発明を実施するための形態」でさらに説明する、ア
プリケーション選択可能なユーザインタフェース内に新規コンテンツを漸進的に示す方法
について、簡単化した概念を紹介することにある。この概要は、特許請求の範囲に記載さ
れる対象の本質的な特徴を明らかにすることを意図したものでもなければ、特許請求の範
囲に記載される対象の範囲の判断に使用されることを意図したものでもない。アプリケー
ション選択可能なユーザインタフェース内に新規コンテンツを漸進的に示す手法および／
または装置は、文脈が許す限りにおいて、本明細書において単独で、もしくは他の語と組
み合わせて、「手法」と呼ぶことにする。
【００１１】
　アプリケーション選択可能なユーザインタフェース内に新規コンテンツを漸進的に示す
ための実施形態を、添付の図面を参照しながら説明する。同様の特徴および構成要素は全
図面を通して同じ番号を用いて参照する。
【００１２】
　本明細書は、アプリケーション選択可能なユーザインタフェース内に新規コンテンツを
漸進的に示す手法を記載する。これらのインジケーションは、新規コンテンツの一部を含
むかどうかにかかわらず、インジケーションを表示するタイルに対応するアプリケーショ
ンが、その時点で未閲覧のコンテンツを有することを示す。これらの手法により、ユーザ
は、アプリケーションに関する新規コンテンツのインジケーションを一度に全部見るので
はなく漸進的に見ることができる。そうすることにより、インジケーションを見るユーザ
に心理的もしくは視覚的に過剰な負担または過剰な刺激を与えることを回避しうる。
【００１３】
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　本手法類により、このインタフェースのユーザは、アプリケーションを訪れるかどうか
を、新規コンテンツの一部または全部がそのタイル内に提示されているときに決定できる
。ある場合には、例えば、表示される新規コンテンツはユーザにとって興味がなく、した
がって、ユーザはそのアプリケーションを訪れないことを選択する。別のある場合には、
表示される新規コンテンツはユーザにとって十分な情報である。これには、新規コンテン
ツが現在の気象状態および当日のこれからの予想気象状態を、天気予報サイトに対応する
タイルを通して示す場合などがある。さらに別のある場合には、新規コンテンツはユーザ
にとって興味があるため、ユーザはそのタイルを選択してアプリケーションを訪れる。
【００１４】
　ここで、ユーザがアプリケーションにおいて何が新しいかをチェックしたいと仮定する
。ユーザがアプリケーションインタフェースを閲覧することを選択すると、新規コンテン
ツが利用可能になっているタイルが多数あるものと仮定する。本手法類は、その新規コン
テンツを一度にすべて提示するのではなく、その多数のタイルにおいてインジケーション
を漸進的に提示する。そうすることにより、ユーザはそれらのインジケーションをより適
切に利用しうる。
【００１５】
　本手法類が動作しうる環境例、本手法類によって実施可能な方法、および装置例につい
て以下に説明を続ける。
　環境例
【００１６】
　図１は、アプリケーション選択可能なユーザインタフェース内に新規コンテンツを漸進
的に示す手法、ならびに本明細書に記載するその他の手法が実現できる環境例１００を示
す。環境１００は、計算機器１０２と、リモートプロバイダ１０４と、オプションのリポ
ート編集器１０６と、それらのエンティティ間で通信を可能にする通信ネットワーク１０
８とを含む。計算機器１０２はコンピュータ装置１０２と言及されてもよい。この図にお
いて、計算機器１０２は３つのソース、すなわちリモートプロバイダ１０４と、リポート
編集器１０６と、計算機器１０２上で動作するアプリケーション（このアプリケーション
は図２に示されている）とからリポート１１０を受信する。リポート編集機１０６はリポ
ートコンパイラ１０６と言及されてもよい。リポート１１０は、選択可能なアプリケーシ
ョンについて何が新しい、または潜在的興味を有するかを示す。例えば、アプリケーショ
ンのコンテンツもしくは状態の変化などである（いくつか例を挙げると、例えば、新しい
電子メール、見出し、もしくは記事、またはソフトウェアの更新もしくは有効期限が近づ
いていること）。アプリケーションに関して選択可能なタイルを含み、かつ新規コンテン
ツが利用可能になったときに通知を行うユーザインタフェース１１２が、計算機器１０２
によって提示される。
【００１７】
　図２は、図１の計算機器１０２の例示的実施形態を示す。計算機器１０２は６つの機器
例を用いて示されている。すなわち、ラップトップコンピュータ１０２－１と、タブレッ
トコンピュータ１０２－２と、スマートフォン１０２－３と、セットトップボックス１０
２－４と、デスクトップコンピュータ１０２－５と、ゲーム機１０２－６とである。ただ
し、サーバやネットブックなど、他の計算機器およびシステムも使用されうる。
【００１８】
　計算機器１０２は、コンピュータプロセッサ２０２、コンピュータ可読記憶媒体２０４
（媒体２０４）、および１つまたは複数のディスプレイ２０６を備えるか、またはそれら
にアクセスできる。その４つの例が図２に示されている。媒体２０４は、オペレーティン
グシステム２０８と、インタフェースマネージャ２１０と、アプリケーション２１２とを
含み、そのそれぞれがコンテンツ２１４を提供しうる。
【００１９】
　オペレーティングシステム２０８は、ウィンドウベース環境モジュール２１６および／
または没入型環境モジュール２１８を備えるか、またはそれらにアクセスできる。本手法
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類を介して選択されるアプリケーションは、ウィンドウベースまたは没入型の環境などを
通して提示できる。
【００２０】
　ウィンドウベース環境モジュール２１６は、アプリケーションと付随コンテンツを、フ
レームを備えたウィンドウを通して提示する。これらのフレームは、アプリケーションと
インタラクトする制御機能、および／またはユーザがウィンドウを移動およびサイズ変更
可能にする制御機能を提供する。
【００２１】
　没入型環境モジュール２１８は、ユーザがアプリケーション２１２の１つまたは複数お
よび対応する新規コンテンツ２１４を、閲覧およびそれとインタラクトしうる環境を提供
する。一部の実施形態において、この環境は、ウィンドウフレームをほとんどもしくはま
ったく備えない、および／またはユーザがコンテンツのサイズもしくは位置を手動で変更
する必要がないアプリケーションのコンテンツを提示し、かつかかるアプリケーションと
のインタラクションを可能にする。この環境は一般的なデスクトップ環境を用いずに提供
および／または使用できる（ただし、必ずしもそうである必要はない）。したがって、あ
る場合において、没入型環境モジュール２１８はウィンドウではない（実質的なフレーム
を持たないものさえある）没入型の環境を提示し、デスクトップ風のディスプレイ（例え
ばタスクバー）を使用することができない。さらに一部の実施形態において、この没入型
の環境は、閉じることができない、またはアンインストールができない点において、オペ
レーティングシステムに似ている。
【００２２】
　インタフェースマネージャ２１０は、アプリケーション選択可能なユーザインタフェー
ス２２０を含むか、それにアクセスできるか、またはそれを生成できる。その例が図１に
おいて１１２で示されている。インタフェース２２０は提示フォーマット２２２を含むか
、またはそれにアクセスできる。インタフェースマネージャ２１０は、インタフェース２
２０を通して、アプリケーション２１２の１つまたは複数に関するコンテンツを提示する
、および／またはそれに関連する変化を示す。それは例えば、タイルへのアニメーション
、および／またはタイル内の新規コンテンツなどである。インタフェースマネージャ２１
０は、変化および新規コンテンツのインジケーション、ならびに本明細書に記載する多く
の動作を、アプリケーション２１２の実行の有無に関係なく実施しうる。上記のように、
リポート１１０はアプリケーション２１２の１つまたは複数から直接受信してもいいし（
その場合、そのアプリケーションは実行中である）、アプリケーション２１２の１つまた
は複数に関連する別のエンティティ、例えばリモートプロバイダ１０４またはリポート編
集器１０６などから受信してもよい（その場合、そのアプリケーション２１２は実行中で
あってもなくてもよい）。
【００２３】
　ある場合において、リポート１１０の１つは、どの提示フォーマット２２２が想定され
ているかを示す。その場合、インタフェースマネージャ２１０は変化を適切なフォーマッ
トでインタフェース２２０を介して報告するが、想定される提示フォーマットに従うかど
うかは任意選択である。
【００２４】
　図３はリモートプロバイダ１０４の例示的実施形態を示す。図を簡単にするため、リモ
ートプロバイダ１０４は１つのエンティティとして示しているが、本明細書では複数のリ
モートプロバイダも想定している。リモートプロバイダ１０４は、プロバイダプロセッサ
３０２およびプロバイダコンピュータ可読記憶媒体３０４（媒体３０４）を備えるか、ま
たはそれらにアクセスできる。媒体３０４はリポート生成機３０６およびコンテンツプロ
バイダ３０８を含む。リポート生成機３０６はリポート生成部と言及されてもよい。
【００２５】
　リポート生成機３０６は、１つまたは複数のリポート１１０を直接的またはリポート編
集器１０６を介して間接的に計算機器１０２に提供できる。一部の実施形態において、リ
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ポート１１０は、新規コンテンツ（例えばテキスト）、新規コンテンツの取得に役立つ情
報（例えば、画像、オーディオ、および／または動画を取得するためのＵＲＬ（ｕｎｉｖ
ｅｒｓａｌ　ｒｅｓｏｕｒｃｅ　ｌｏｃａｔｏｒ）を使用）、更新、変化、もしくは新規
コンテンツを示す情報、および／または新規コンテンツをタイル内に提示する際の提示フ
ォーマットを含む。
【００２６】
　リポート生成機３０６は、インタフェースマネージャ２１０によるリポート１１０の要
求など、インタフェースマネージャ２１０に応答して動作しうるが、リポート生成機３０
６は、新規コンテンツおよびアップデートを定期的に送信するか、または利用可能になっ
た時点で常にそれらを利用可能にするようにも動作しうる。リポート生成機３０６は、ユ
ーザがある特定のアプリケーションを最後に選択した以後に何が新規であるかを示しうる
が、単にリポート１１０を提供するだけでもよい。その場合、代わりにインタフェースマ
ネージャ２１０がそれを用いて何が新しくて何がそうでないかを判定しうる。
【００２７】
　コンテンツプロバイダ３０８は、アプリケーション２１２に関連する新規コンテンツ２
１４などのコンテンツを提供する。コンテンツプロバイダ３０８は、新規コンテンツ２１
４をリポート生成機３０６に提供するなど、リポート生成機３０６と連携して動作しても
よい。その場合、リポート生成機３０６はその後、新規コンテンツ２１４の一部（または
ときに全部）あるいはその取得に役立つ情報をリポート１１０において提供する。
【００２８】
　図４はリポート編集器１０６の例示的実施形態を示す。図を簡単にするため、リポート
編集器１０６は１つのエンティティとして示しているが、複数の編集器を用いてもよい。
リポート編集器１０６は、編集器プロセッサ４０２および編集器コンピュータ可読記憶媒
体４０４（媒体４０４）を備えるか、またはそれらにアクセスできる。編集器プロセッサ
４０２はコンパイラプロセッサ４０２と言及されてもよい。媒体４０４は編集モジュール
４０６を含む。編集モジュール４０６はコンパイラモジュール４０６と言及されてもよい
。編集モジュール４０６は、リモートプロバイダ１０４など、１つまたは複数のソースか
らリポート１１０を受信して編集することができる。編集モジュール４０６は、例えば定
期的に、もしくは計算機器１０２がそれがオンであることを示すときなど、後で計算機器
１０２に提供するためにリポートを受信してもよい。編集モジュール４０６は、ある特定
ユーザがあるアプリケーションからのコンテンツを最後に閲覧した以後にどの変化が新し
いかを判定し、リポート１１０のうちそれらの変化を示すものを提供してもよい。
【００２９】
　図１から図４のエンティティの動作およびインタラクトの様子を以下にさらに詳しく説
明する。計算機器１０２、リモートプロバイダ１０４、またはリポート編集器１０６に対
して示すエンティティは、それぞれ単体であっても統合されていてもよい。
　方法例
【００３０】
　図５はアプリケーション選択可能なユーザインタフェースに対して新規コンテンツをプ
リレンダリングする方法５００を示す。これは、新規コンテンツをプリレンダリングする
不可視領域の部分を決定する工程を含む。以下の説明には、図１の、および図２から図４
に詳しく示す環境１００を参照する箇所がありうるが、それはあくまで一例として参照し
ているにすぎない。方法５００は、本明細書に記載する他の方法とは別に、あるいは全体
または一部においてそれらと連携して、動作しうる。
【００３１】
　ブロック５０２は、アプリケーションに関連する可視かつ選択可能なタイルが提示され
る可視領域と、アプリケーションに関連するタイルが現時点では提示されない不可視領域
とを含むインタフェースに対し、新規コンテンツをプリレンダリングするべき不可視領域
の部分を決定する。
【００３２】
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　ブロック５０２は、コンテンツをプリレンダリングするべき部分（以下「プリレンダリ
ング部」という）を、デバイスリソース（処理能力、メモリ、バッテリ電力）や通信帯域
など、さまざまな異なる基準および分析に基づいて決定しうる。
【００３３】
　例えば、ブロック５０２は、事前選択される不可視領域の閲覧を選択する入力を受信し
てから、レンダリングするべきタイルに対して新規コンテンツを不可視領域にプリレンダ
リングするまでの、過去の平均時間を決定してもよい。ここでは、計算機器がスマートフ
ォン１０２－３であり、スマートフォンは新規コンテンツ（画像または動画など）をダウ
ンロードするための通信帯域が限られ、かつ計算用のリソースとメモリが限られているも
のとする。そのような場合、過去の実績から、インタフェースマネージャ２１０はある不
可視領域を見る選択を受信してから、コンテンツの変化をタイルにプリレンダリングする
（そして後にレンダリングする）までの間に、比較的長い時間を要する。インタフェース
マネージャ２１０は、スマートフォン１０２－３が選択に応答して新規コンテンツを提示
する用意ができるように、比較的大きなプリレンダリング部を設定することを決定する。
【００３４】
　同様に、ブロック５０２は、プリレンダリング部の大きさおよび位置を、新規コンテン
ツをダウンロードする予測時間に基づいて決定してもよい。これは例えば、通信帯域がそ
の装置に対する通常値に比べて小さいまたは大きいと判定されるときなどに行われる（例
えば、タブレットコンピュータ１０２－２は携帯電話網または広帯域無線ＬＡＮが使用で
きる）。
【００３５】
　ブロック５０２は、上記に加えて、または上記に代えて、プリレンダリング部を、提示
する新規コンテンツに基づいて決定してもよい。例えば、インタフェースマネージャ２１
０は、報告される新規コンテンツのいくつかがダウンロードもしくは処理に多くの時間を
要すると判定し（あるＵＲＬにあるオーディオビジュアルファイルが、関連タイルに提示
される新規コンテンツであることをリポート１１０が示している場合など）、したがって
関連タイルが含まれるようにプリレンダリング部を拡大することを決定しうる。逆に、新
規コンテンツが単にリポート１１０内に存在するテキストである場合、インタフェースマ
ネージャ２１０はプリレンダリング部の縮小を決定しうる。
【００３６】
　本手法類は、上記に加えて、または上記に代えて、アプリケーション選択可能なユーザ
インタフェースを介して受信される入力に基づいてプリレンダリング部を決定してもよい
。その実施方法については本明細書中の他の方法において詳しく記載されている。
【００３７】
　やり方がどうであれ、ブロック５０２はプリレンダリング部を決定する。例えば図６の
状況を考える。同図は、可視領域６０２と、不可視領域６０４と、不可視領域６０４のプ
リレンダリング部６０６とを備えたユーザインタフェース６００を示す。この例において
、インタフェースマネージャ２１０は、４つの関連アプリケーションを有する４つのタイ
ルの列を含むプリレンダリング部６０６を決定する。プリレンダリング部６０６は単一の
部分であり、可視領域６０２に隣接するが、プリレンダリング部は可視領域から離れてい
ても、また複数の部分（例えば可視領域６０２を挟んだ両側）であってもよい。
【００３８】
　例えば、可視領域６０２の提示中、およびプリレンダリング部６０６の閲覧を選択する
ユーザ入力の受信前に、９つのリポート１１０が受信されると仮定する。これらのリポー
ト１１０の１つは、あるニュースサイトの新着記事に関するテキストと、画像に対するＵ
ＲＬとを含む。それ以外の８つのリポート１１０は、それぞれ新しい電子メールが受信さ
れたことを示し、リポート１１０内に件名と送信者名とを含む。
【００３９】
　ブロック５０４は、新規コンテンツを示すリポートが受信されている、プリレンダリン
グ部内のタイルに対して新規コンテンツをプリレンダリングする。ブロック５０４は、新
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規コンテンツおよび／または新規コンテンツの効果もしくはインジケーションをプリレン
ダリングするが、このプリレンダリング工程は以下の動作の１つまたは多くを含んでもよ
い。すなわち、ＵＲＬからメディアをダウンロードする、テキストについてリポート１１
０をパースし、そのテキストをあるフォーマット、例えばリポート１１０に示される提示
フォーマット２２２の１つなどでレンダリングする準備をする、ダウンロードしたメディ
アをレンダリングする準備をする（例えば、高速レンダリングのためにビットマップをグ
ラフィックカードに保存する）、新規コンテンツを有するタイルに対して適切なアニメー
ション効果もしくはその計算を準備する（例えば、そのタイルに対する揺らめき（ｓｈｉ
ｍｍｅｒ）や光沢（ｇｌｏｓｓ）、着色もしくはハイライト表示、または再整形を実施す
る）、ディスクから画像をロードする、および／またはテキストをローカライズする。
【００４０】
　ブロック５０６は、不可視領域の閲覧を選択する入力を受信し、その入力に応答してプ
リレンダリング部を提示し、さらに新規コンテンツを示すリポートが受信されているプリ
レンダリング部のタイルに対し、プリレンダリングされた新規コンテンツをレンダリング
する。
【００４１】
　例の説明に戻り、図７の状況を考える。同図において、インタフェース６００は、図６
の以前の可視領域（可視領域６０２）の一部と図６のプリレンダリング部６０６とを有す
る新しい可視領域７０２を示す。新しい可視領域７０２にある（以前はプリレンダリング
部６０６にあった）タイルの２つは変化（又は変更）を受信した。それらの変化は、ニュ
ースウェブページタイル７０４および電子メールタイル７０６において拡大表示されてい
る。図示するように、インタフェースマネージャ２１０はニュースウェブページタイル７
０４内に画像７０８とテキスト７１０とをレンダリングして新規コンテンツ７１２を表示
する。インタフェースマネージャ２１０はさらに、３件の新着電子メールに関する、およ
び他に５件の電子メールが受信されていることを示す新規コンテンツを電子メールタイル
７０６内に表示する。同様に、インタフェースマネージャ２１０は、新規コンテンツをイ
ンジケーションの一部として表示することなく、インジケータ７１４において表示を行う
（８件の新着電子メールに対して「８」と示されている）。
【００４２】
　図８は、アプリケーション選択可能なユーザインタフェースに対して新規コンテンツを
プリレンダリングする方法８００を示す。これは、以前に決定された、不可視領域のプリ
レンダリング部に基づく工程を含む。以下の説明には、図１の、および図２から図４に詳
しく示す環境１００を参照する箇所がありうるが、それはあくまで一例として参照してい
るにすぎない。方法８００は、本明細書に記載する他の方法とは別に、あるいは全体また
は一部においてそれらと連携して、動作しうる。
【００４３】
　ブロック８０２は、図１の１つまたは複数のリポート１１０など、関連タイルを有する
アプリケーションに関連するリポートを受信する。ブロック８０４は、受信されるリポー
トにおける関連タイルのどれがアプリケーション選択可能なユーザインタフェースのどの
領域にあるか（インタフェースの可視領域や、不可視領域のプリレンダリング部など）を
判定する。
【００４４】
　ブロック８０６は、関連タイルに関する新規コンテンツを、可視領域（図６の可視領域
６０２など）にレンダリングする。新規コンテンツは上記のように（例えば、図７のタイ
ル７０４および７０６に示すように）レンダリングされる。
【００４５】
　ブロック８０８は、関連タイルに関する新規コンテンツを、不可視領域のプリレンダリ
ング部にプリレンダリングする。このプリレンダリング工程は、画像およびテキストを含
めて上記のいずれの方法でも行うことができる。例えば、インタフェースマネージャ２１
０は、不可視領域のプリレンダリング部にある関連タイルに関連するリポート１１０内の
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ＵＲＬを決定し、そのＵＲＬからビジュアルメディアをダウンロードすることができる。
それに加えて、またはそれに代えて、インタフェースマネージャ２１０は、リポート１１
０からパースされるテキストを、または不可視領域の残り部分に存在する、関連タイルに
対する視覚的インジケータを、プリレンダリングすることができる。
【００４６】
　さらにブロック８０８は、新規コンテンツを示すアニメーションをプリレンダリングし
てもよい。これを実施しうるやり方は漸進的、連鎖的なアニメーションを含み、図１１か
ら図１３において以下により詳しく説明する。
【００４７】
　ブロック８１０は、インタフェースの領域群を水平方向に移動するパニングジェスチャ
など、不可視領域の閲覧を選択する入力を受信する。
【００４８】
　ブロック８１２は、上記入力に応答してプリレンダリング部を提示する。提示に続いて
、もしくはプリレンダリング部の提示と同時に、ブロック８１４は、プリレンダリング部
のタイルに対してプリレンダリングされた新規コンテンツをレンダリングする。上記の例
の１つを続けると、インタフェースマネージャ２１０は、リポート１１０内のＵＲＬから
ダウンロードされた、プリレンダリングされたビジュアルメディアを、あるタイル内にレ
ンダリングする。例えば、図７のタイル７０４内の画像７０８などである。
【００４９】
　なお、方法８００は、ブロック８０２で受信されたリポート１１０のどれが不可視領域
の残り部分（同領域においてプリレンダリング部と判定されない部分）に存在するかを判
定することができる。インタフェースマネージャ２１０は、残り部分の提示に備えて、少
量のデバイスリソースもしくは帯域を用いるものなど、いくつかの動作を実施することを
決定してもよい。ある場合において、インタフェースマネージャ２１０は、不可視領域の
残り部分に存在する、関連タイルに対するテキストもしくは視覚的インジケータをプリレ
ンダリングするが、画像もしくはその他のビジュアルメディアのダウンロードは行わない
。その場合、インタフェースマネージャ２１０は、残り領域を閲覧するユーザ選択に応答
して、（画像ではなく）テキストおよびインジケータをより高速にレンダリングしうる。
【００５０】
　インタフェースマネージャ２１０は、新しい可視領域を提示した後、新しいプリレンダ
リング部に対してプリレンダリングを行うために方法８００および／または５００のブロ
ックを再実行してもよいが、ある場合において、ユーザはプリレンダリングが完了する前
に、あるいはプリレンダリングが実施されないまま、依然として残り部分を選択する。そ
の場合、テキストおよび／またはインジケータをプリレンダリングすることでユーザ体験
を向上させることができる。なぜなら、ユーザがタイル内に画像が表示されるのを待つ間
に、ユーザはそのタイルに対して新規コンテンツが存在することを知るからである。
【００５１】
　図９は、アプリケーション選択可能なユーザインタフェースに対して新規コンテンツを
プリレンダリングする方法９００を示す。これは、不可視領域のプリレンダリング部を受
信入力に基づいて決定する工程を含む。以下の説明には、図１の、および図２から図４に
詳しく示す環境１００を参照する箇所がありうるが、それはあくまで一例として参照して
いるにすぎない。方法９００は、本明細書に記載する他の方法とは別に、あるいは全体ま
たは一部においてそれらと連携して、動作しうる。
【００５２】
　ブロック９０２は、アプリケーションに関連するタイルの選択を可能にするインタフェ
ースを提示する。インタフェースは、図６のアプリケーション選択インタフェース６００
のように、可視領域と不可視領域とを有する。
【００５３】
　ブロック９０４はインタフェースを介してジェスチャを受信する。ジェスチャは慣性を
有する。慣性を有するジェスチャには、タッチペン、指、もしくは腕、またはマウス入力
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による選択によってタッチ感応ディスプレイまたは動き感知装置を通して行うものなど、
各種のものがありうる。これらのそれぞれは、速度と、速度を減速させる明確な、または
潜在的な摩擦を有する。ジェスチャに対して決定される慣性に基づき、インタフェースマ
ネージャ２１０はインタフェースの不可視領域のある特定部分など、慣性に応じた終止点
を決定してもよい。
【００５４】
　ブロック９０６は、ジェスチャに応答して提示されることが予測される不可視領域の一
部を、ジェスチャの慣性に基づいて決定する。この計算は、実環境の物理的計算（例えば
、ジェスチャに質量、速度、および摩擦が与えられる計算）に基づいても、またある終止
点を導く別の計算に基づいてもよい。
【００５５】
　一例として図１０の状況を考える。同図は、ジェスチャが受信される可視領域１００４
の可視タイル１００２と、不可視領域１０１０の予測部１００８の予測タイル１００６と
を有するインタフェース例１０００を示す。ここでは、ジェスチャをウィンドウ１００２
の右側からウィンドウ１００２の左側（図示せず）に向けて移動するタッチ方式のジェス
チャであると仮定する。必須ではないが、ある場合において、不可視領域の予測部の決定
において慣性が単独で用いられるのではない。ある場合において、終止点は、スナップ点
１０１２（例えば、ある一群のタイルの終了位置もしくは開始位置）に基づいて、あるい
はあるタイルの一部を示すことを回避して、それにより、タイルの一部を排除するのでは
なくタイルの列間で終了するように変更される。ある場合において、インタフェースマネ
ージャ２１０は、インタフェースのタイルから予測部への動きが「自然に」見えるように
慣性または計算を変更する。
【００５６】
　ブロック９０８は、新規コンテンツを示すリポートが示され、かつ対応するタイルが不
可視領域の予測部に存在する、一連のアプリケーションを決定する。ここでは、予測タイ
ル１００６内のタイルのうちどれが新規コンテンツを有するかをインタフェースマネージ
ャ２１０が判定する。
【００５７】
　ブロック９１０は、不可視領域の予測部を提示する前に、不可視領域の予測部内の対応
するタイルに対して新規コンテンツをプリレンダリングする。方法９００は、本明細書に
記載する各種のやり方でそれを実施しうる。
【００５８】
　ブロック９１２は、ブロック９１４の前もしくはそれと同時に、不可視領域の予測部を
提示する。ブロック９１４は、不可視領域の上記部分内の対応するタイルに対してプリレ
ンダリングされた新規コンテンツをレンダリングする。
【００５９】
　なお、インタフェースマネージャ２１０は、予測部への動きを表示しながら新規コンテ
ンツをプリレンダリングしてもよい。また、インタフェースマネージャ２１０は、予測部
の提示前にプリレンダリングが完了するように、予測部への動きを減速させてもよい。
【００６０】
　インタフェースマネージャ２１０は、可視領域から、不可視領域の異なる残り部分を経
て、予測部で終止する動きを提示しうる。記載のように、本手法類は、不可視領域の残り
部分に対して、リソース消費がより少ない新規コンテンツ（例えばテキスト）またはイン
ジケータをプリレンダリングしうる。図１０の状況を再び考え、可視領域１００４から予
測領域１００８への動きを表示する間、不可視領域１０１０内のさまざまなタイルがその
間を移動されることになるが、これは高速に、あるいは比較的ゆっくりと実施されうるこ
とに留意するべきである。しかしいずれの場合も、インタフェースマネージャ２１０は、
タイル内に新規テキストを提示する、または新規コンテンツが利用可能であることをアニ
メーションもしくはその他のインジケータ（例えば図７のインジケータ７１４）を用いて
示すことなどにより、それらのタイルに関する新規コンテンツを示してもよい。
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【００６１】
　ここで、インタフェースマネージャ２１０が、図６のインタフェース６００に示す大き
な１２個のタイルのうちの１１個、および小さな３つのタイルのうちの１個について変化
を報告すると仮定する。ただし、選択可能なタイルのすべてに対して変化がある、または
いずれにも変化がないなど、かかる提示のあらゆるバリエーションが想定される。なお、
これらの変化は、ユーザがユーザインタフェース６００を閲覧する選択をした時点でそれ
らの変化のすべてがすでに受信された場合であっても、さまざまなタイルおよびタイルの
一部のそれぞれに対して漸進的に又は徐々に提示されてもよい。タイルに対するこの漸進
的変更により、ユーザインタフェース６００をアニメーション化されたように見せること
ができる。このように、タイルの変更は必ずしも一度にすべて行われるとは限らない。
【００６２】
　さらに、１つのアプリケーションに対して複数の変化が知られている場合、インタフェ
ースマネージャ２１０は変化のうちの最新のものを提示してもいいし、それらの変化をロ
ーテーションさせてもよい。インタフェースマネージャ２１０は、変化をローテーション
させるにあたり、ユーザインタフェース６００に「ライブ」感を維持するように行っても
いいし、タイルに対する動作もしくは不動作に応じてローテーションさせてもよい。タイ
ルに対する不動作は、現在示されている変化がユーザの関心を引かないことを示しうる。
別の変化がより関心を引きうる場合、最新の変化をタイルに表示するのをやめ、それ以前
の（新規ではある）変化をそのタイルに表示するようにローテーションしてもよい。
【００６３】
　方法９００は慣性を有するジェスチャに基づいて予測領域を決定すると説明したが、方
法９００はホットキー、次ページキー、グラフィック（例えばスクロールバー）に対する
選択など、他のタイプの入力を受信し、それに基づいて予測部を決定してもよい。
【００６４】
　一般に、上記の方法が新規コンテンツのプリレンダリングに関するのに対し、下記の方
法は新規コンテンツのレンダリング方法に関する。しかし、本明細書に記載するすべての
方法は、単独で、またはその全体または一部を他の方法と組み合わせて用いてもよい。
【００６５】
　図１１は、アプリケーション選択可能なユーザインタフェース内に新規コンテンツを漸
進的に示す方法１１００を示す。以下の説明には、図１の、および図２から図４に詳しく
示す環境１００を参照する箇所がありうるが、それはあくまで一例として参照しているに
すぎない。方法１１００は、本明細書に記載する他の方法、例えば方法５００、８００、
および９００などとは別に、あるいは全体または一部においてそれらと連携して、動作し
うる。
【００６６】
　ブロック１１０２は、あるセットのアプリケーション（一群のアプリケーション）に関
連するあるセットのタイル（一群のタイル）を、インタフェースの可視領域に提示する。
そのセットのタイルは、ユーザがそれらのタイルを初めて選択するとき、または以前にそ
れらのタイルを提示したアプリケーション選択インタフェースに戻るときなどに、ユーザ
が見ることを選択した可視領域のタイルでありうる。そのような場合、ブロック１１０２
はそれぞれ、そのセットのタイルを初めて提示するか、または再度提示する。
【００６７】
　上記セットのタイルは、現在不可視の領域を閲覧する選択に応答して提示されるタイル
でもありうる。そのセットのタイルは、選択に応じて上記のさまざまなやり方で提示され
るタイルである。
【００６８】
　ブロック１１０４は、上記セットのタイルのサブセット（一群のタイルのうちの一部分
のタイル）であって、あるサブセットのアプリケーション（一部分のアプリケーション）
に関連しかつ新規コンテンツが利用可能なタイルのサブセットを決定する。ブロック１１
０４はこれを、上記のようにリポート１１０を受信し、かつどれが新規コンテンツを示し
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、そのうちのどれがそのセット内にタイルを有するかを判定することによって実施しうる
。
【００６９】
　ブロック１１０６は、サブセット内の数またはセットに対するサブセットの割合がある
閾値を超えると判定する。この閾値は、ユーザによる設定時もしくはデフォルトによって
あらかじめ決めることができる。またそれは、例えばディスプレイ２０６上で閲覧可能な
タイル数、インタフェース２２０のサイズ、タイル自体のサイズ、さらにはインジケーシ
ョンの種類、すなわち、それらが小さいか、単純なインジケーションか、あるいは複雑な
アニメーションかに基づいて、インタフェースマネージャ２１０によって（方法１１００
の実施中もしくは実施前に）判定されてもよい。
【００７０】
　閾値は、ある特定ユーザもしくはある一般的ユーザの心理的または視覚的限界に基づく
こともできる。例えば、一部のユーザは、６個以上のタイルが一度に新規コンテンツを提
示する、または新規コンテンツが利用可能であることを示すと、心理的もしくは視覚的に
過剰な負担または過剰な刺激を感じる。一部のユーザは、そうではなく、４／１０、５／
１０、または６／１０を超えるものが一度に新規コンテンツを示すと過剰な負担または過
剰な刺激を感じる。この閾値は、可視タイルの割合に基づくものであれ、特定の数に基づ
くものであれ、ユーザ体験の向上のために決定および使用できる。
【００７１】
　ブロック１１０８は、新規コンテンツが利用可能であることを、可視領域内のサブセッ
トのタイルのそれぞれにおいて漸進的に示す。ブロック１１０８は、可視領域内のサブセ
ットのタイルにわたる連鎖的なインジケーションまたはアニメーションによるなど、さま
ざまなやり方で新規コンテンツを漸進的に示しうる。例えば、インタフェースマネージャ
２１０は、一方から他方へ（例えば左端の列から右端の列へ）、あるいはある角から向か
いの角へ（例えば左上のタイルから右下のタイルへ）アニメーションを連鎖させてもよい
。
【００７２】
　一例として、図１２に示すインタフェース１２００の左上の角から右下の角に至る漸進
的インジケーションを考える。この具体例は、インジケーションの順に番号を与えた新規
コンテンツの漸進的インジケーションを示す。他の例とは異なり、インタフェース１２０
０では一度に３列のタイルを見ることができる。なお、インタフェースマネージャ２１０
は新規コンテンツをある順序で示すが、各番号間の遅延にはばらつきがありうる。遅延は
「ずれ」又は「隔たり」等と言及されてもよい。ある場合において、遅延は当該順序にお
ける前のタイルに対してアニメーションが完了する合計時間に設定されている。別の場合
では、第１のタイルがアニメーション表示の途中であるときに第２のタイルがアニメーシ
ョンの表示を開始する等々となるよう、遅延は上記時間より短い時間に基づく。さらに、
ここでは順序は異なる１４の段にわたって進行するが（すべてのタイルに新規コンテンツ
がある場合）、使用する段数はそれより少なくてもよい。このように、インタフェースマ
ネージャ２１０は１番のタイルから始めるが、次にタイル２とタイル３において同時にア
ニメーションを表示し、続いてタイル４とタイル５とタイル６で同時に表示する等々、と
することができる。インタフェースマネージャ２１０が例えば左から右に列単位でインジ
ケーションを連鎖させる場合、インタフェースマネージャ２１０は１番、２番、４番、お
よび７番のタイルを同時に提示した後、３番、５番、８番、および１０番のタイルを、続
いて６番、９番、１３番、および１４番のタイルを、最後に１１番、そして１２番を提示
しうる。
【００７３】
　上で少し述べたように、新規コンテンツを表示するインジケーションは小さくかつシン
プルにでき（例えば図７のインジケーション７１４）、当該タイル全体の外観を変えるア
ニメーション、新規コンテンツの提示（例えば７０８および７１０にそれぞれ示すような
、新着記事が利用可能であることを表示する新規の画像およびテキストの提示）、新規コ
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ンテンツもしくはその一部のローテーションなどが可能である。タイルのアニメーション
はタイルの外観を視覚的に変更しうるが、新規コンテンツを含んでも含まなくてもよい。
インタフェースマネージャ２１０は、新規コンテンツが利用可能であることを、傾斜、揺
らめき効果の付与、またはタイルの色変更によって示しうる。その際、タイル内に新規コ
ンテンツを表示してもしなくてもよい。なお、一部の実施形態では、タイルを通して新規
コンテンツを示さないことにより、ユーザは利用可能な新規コンテンツがないことを容易
に理解することができる。
【００７４】
　ユーザがあるニュースサイトを最後に訪れてからそのウェブサイトに新着記事が５件あ
る場合を考える。その場合、方法１１００のインジケーションは、この５件の新着記事の
それぞれに対応する画像とテキストのローテーションを含みうる。あるいは、ある１つの
コンテンツ変化に対してさえ、インタフェースマネージャ２１０はそのコンテンツ変化に
関連するコンテンツにわたってローテーションまたはスクロールしてもよい。これには例
えば、新着記事のタイトルとその記事の冒頭文、電子メールの送信者名とその電子メール
の件名、またはソーシャルネットワーキングサイトにコンテンツを追加した者の写真と追
加コンテンツの冒頭文などがありうる。
【００７５】
　図１３は、アプリケーション選択可能なユーザインタフェース内に新規コンテンツを漸
進的に示す方法１３００を示す。これは、漸進的に示す順序を決定する工程を含む。以下
の説明には、図１の、および図２から図４に詳しく示す環境１００を参照する箇所があり
うるが、それはあくまで一例として参照しているにすぎない。方法１３００は、本明細書
に記載する他の方法、例えば方法５００、８００、９００、および１１００などとは別に
、あるいは全体または一部においてそれらと連携して、動作しうる。
【００７６】
　ブロック１３０２は複数のアプリケーションに関連するリポートを受信し、その複数の
アプリケーションに関する新規コンテンツまたはアップデートを示す。その複数のアプリ
ケーションはインタフェースにおいて関連するタイルを有し、新規コンテンツまたはアッ
プデートはそれを通して示すことができる。ブロック１３０２はそれを、図８のブロック
８０２と同様のやり方など、上述した各種のやり方で行いうる。
【００７７】
　ブロック１３０４は、図８のブロック８０４と同様に、関連するタイルのうちのどれが
インタフェースのある領域に存在するのかを判定する。
【００７８】
　ブロック１３０６は、新規コンテンツまたはアップデートを示す順序を決定する。その
順序は、インタフェースのその領域に新規コンテンツまたはアップデートの少なくとも１
つを示すための遅延を含む。その順序は方法１１００に関して上述したとおりでもいいし
、リポート１１０の受信時、または各種アプリケーションに対してあらかじめ選択した優
先度に基づいてもよい。このように、ユーザは、インジケーションをある特定の順序で示
すことを選択してもよく、あるいはいくつかのタイルの重要度を他より高く設定すること
を選択してもよい。この順序はタイルの配置に基づいて暗黙的に決めることもできるし、
あるアプリケーションの優先度を上げ下げする選択を受信するなどして明示的に決めるこ
ともできる。
【００７９】
　順序そのものに加え、遅延がアニメーションのある一部もしくは全部を示すのに要する
時間、あるいは場合によっては（例えば、画像がプリレンダリングされない場合など）イ
ンジケーションの一部として提示するために画像もしくはコンテンツをダウンロードする
時間に基づくことも可能である。さらに、それに加えて、またはそれに代えて、順序は新
規コンテンツを有する、可視領域内のタイルの割合もしくは数に基づきうる。このように
、インタフェースマネージャ２１０は、目に見える数もしくは割合が多い場合にインジケ
ーションをより短時間で提示しうる。
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【００８０】
　ブロック１３０８は、新規コンテンツまたはアップデートをインタフェースの上記領域
に上記順序に従って示す。さまざまなタイルが示されている図１２の状況を再び考える。
ここでは、２番、５番、６番、および１３番のタイルが、リポート１１０の１つにおいて
新規コンテンツまたはアップデートが示されている関連アプリケーションを有すると、イ
ンタフェースマネージャ２１０が判定すると仮定する。このときインタフェースマネージ
ャ２１０は、アニメーションの提示をタイル２から開始し、ある遅延の後にタイル５とタ
イル６を同時に提示し、さらに別の遅延の後にタイル１３を提示することを決定する。
【００８１】
　これまでの説明では、アプリケーション選択可能なユーザインタフェース内に新規コン
テンツを漸進的に示す方法、およびそれに対して新規コンテンツをプリレンダリングする
方法について説明している。それらの方法は、実行される動作を一連のブロックによって
規定する形で示されているが、記載の動作をそれぞれのブロックによって実行するに際し
、それらの方法は必ずしも示される順序に限定されるわけではない。
【００８２】
　上記の方法の態様は、ハードウェア（例えば固定された論理回路）、ファームウェア、
ソフトウェア、手動処理、またはそれらのあらゆる組み合わせで実現されうる。ソフトウ
ェア実装は、コンピュータプロセッサによって実行されるときに指定タスクを実行するプ
ログラムコードを表す。方法例は、コンピュータで実行可能な命令の一般的文脈において
記述しうる。これは、ソフトウェア、アプリケーション、ルーチン、プログラム、オブジ
ェクト、コンポーネント、データ構造、プロシージャ、モジュール、関数などを含みうる
。プログラムコードは、コンピュータプロセッサに対してローカルおよび／またはリモー
トの位置にある、１つまたは複数のコンピュータ可読メモリデバイスに格納できる。それ
らの方法は複数の計算機器による分散型コンピューティング環境においても実現しうる。
【００８３】
　これらの手法類は、図１の（および図２から図４に詳しく示す）環境１００に示される
１つまたは複数のエンティティ、および／または下記のデバイス又は装置の例１４００に
おいて実現されうる。このデバイス例はさらに分割や組み合わせなどを行いうる。このよ
うに、環境１００および／またはデバイス１４００は、記載した手法を利用できる多くの
可能なシステムもしくは装置の一部を示す。環境１００および／またはデバイス１４００
のエンティティは、一般にソフトウェア、ファームウェア、ハードディスク、デバイス群
もしくはネットワーク群の全体、またはその組み合わせを表す。例えばソフトウェア実装
の場合、エンティティ（例えば、図２のインタフェースマネージャ２１０、図３のリポー
ト生成機３０６、および図４の編集モジュール４０６）は、プロセッサ（例えばそれぞれ
プロセッサ２０２、３０２、および４０２）において実行されるときに指定タスクを実行
するプログラムコードを表す。プログラムコードは、コンピュータ可読記憶媒体２０４、
３０４、もしくは４０４、または図１４のコンピュータ可読媒体１４１４など、１つまた
は複数のコンピュータ可読メモリデバイスに格納できる。本明細書に記載する特徴および
手法はプラットフォームに依存しない。このことは、それらが多様なプロセッサを備えた
さまざまな商用コンピューティングプラットフォーム上で実現しうることを意味する。
　装置例
【００８４】
　図１４は、さまざまなコンポーネントを（ここではデバイス又は装置の一例１４００の
一部として）備える装置を示す。それらは、アプリケーション選択可能なユーザインタフ
ェース内に新規コンテンツを漸進的に示す、またはそれに対して新規コンテンツをプリレ
ンダリングする手法を実現するため、上記図１から図１３を参照して説明したあらゆるタ
イプのクライアント、サーバ、および／または計算機器として実現されうる。実施形態に
おいて、デバイス１４００は有線および／または無線機器の１つまたは組み合わせとして
実現されうる。それはテレビ用クライアント機器（例えば、テレビ用セットトップボック
スやデジタルビデオレコーダ（ＤＶＲ）など）、家電機器、コンピュータ機器、サーバ機
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器、携帯型コンピュータ機器、ユーザ機器、通信機器、ビデオ処理および／または表示機
器、電気機器、ゲーム機、電子機器、および／または他の種類の機器の形態を取りうる。
デバイス１４００は、ユーザ、ソフトウェア、ファームウェア、および／または機器の組
み合わせを含む論理的機器がある１台の機器によって表現されるような形で、その機器を
操作するユーザ（例えば人）および／またはエンティティに関連づけられてもよい。
【００８５】
　デバイス１４００は、デバイスデータ又は装置データ１４０４（例えば、受信されたデ
ータ、受信中のデータ、ブロードキャストが予定されているデータ、データのデータパケ
ットなど）の有線および／または無線の通信を可能にする通信デバイス又は通信装置１４
０２を備える。デバイスデータ１４０４または他のデバイスコンテンツは、デバイスのコ
ンフィギュレーション設定、機器に格納されるメディアコンテンツ、および／またはデバ
イス又は装置のユーザに関連する情報を含みうる。デバイス１４００に格納されるメディ
アコンテンツは、あらゆる種類のオーディオ、動画、および／または画像データを含みう
る。デバイス１４００は１つまたは複数のデータ入力１４０６を含み、あらゆる種類のデ
ータ、メディアコンテンツ、および／または入力がこれを通して受信できる。受信されう
るものとして、ユーザ選択可能な入力、メッセージ、音楽、テレビメディアコンテンツ、
記録された動画コンテンツ、およびコンテンツ源および／またはデータ源から受信される
それ以外のあらゆる種類のオーディオ、動画、および／または画像データなどがある。
【００８６】
　デバイス１４００は通信インタフェース１４０８をも備える。これは、シリアルおよび
／またはパラレルインタフェース、無線インタフェース、あらゆる種類のネットワークイ
ンタフェース、モデム、およびその他のあらゆる種類の通信インタフェースのいずれか１
つまたは複数として実現されうる。通信インタフェース１４０８は、デバイス１４００と
通信ネットワークとの間の接続および／または通信リンクを提供する。他の電子装置、コ
ンピュータ装置、および通信装置はそれによってデバイス１４００とデータ通信を行う。
【００８７】
　デバイス１４００は、１つまたは複数のプロセッサ１４１０（例えば、マイクロプロセ
ッサやコントローラなど）を備える。それはさまざまなコンピュータ実行可能命令を処理
して、デバイス１４００の動作制御を行うとともに、アプリケーション選択可能なインタ
フェースにおいてアプリケーション報告を可能にする。その代わりに、もしくはそれに加
えて、デバイス１４００は、処理回路および制御回路（一般に１４１２において特定され
る）に関連して実装されるハードウェア、ファームウェア、または固定された論理回路の
いずれか１つまたは組み合わせによって実現されうる。図示しないが、デバイス１４００
はさまざまなコンポーネントを装置に結合するシステムバスまたはデータ転送システムを
備えうる。システムバスは、異なるバス構造のいずれか１つまたは組み合わせを含みうる
。これは例えば、メモリバスもしくはメモリコントローラ、周辺機器用バス、ＵＳＢ（ｕ
ｎｉｖｅｒｓａｌ　ｓｅｒｉａｌ　ｂｕｓ）、および／または多様なバスアーキテクチャ
のいずれかを用いるプロセッサバスもしくはローカルバスなどである。
【００８８】
　デバイス１４００は、永続的および／または非一時的な（すなわち、単なる一回の伝送
とは対照的な）データ保存を可能にする１つまたは複数のメモリデバイスなどの、コンピ
ュータ可読記憶媒体１４１４をも備える。その例として、ＲＡＭ（ｒａｎｄｏｍ　ａｃｃ
ｅｓｓ　ｍｅｍｏｒｙ）、不揮発性メモリ（例えば、ＲＯＭ（ｒｅａｄ－ｏｎｌｙ　ｍｅ
ｍｏｒｙ）、フラッシュメモリ、ＥＰＲＯＭ、ＥＥＰＲＯＭなどのいずれか１つまたは複
数）、およびディスク記憶デバイスなどがある。ディスク記憶デバイスは、ハードディス
クドライブ、記録可能および／または再書き込み可能なＣＤ（ｃｏｍｐａｃｔ　ｄｉｓｃ
）、あらゆる種類のＤＶＤ（ｄｉｇｉｔａｌ　ｖｅｒｓａｔｉｌｅ　ｄｉｓｃ）など、あ
らゆる種類の磁気もしくは光学的記憶デバイスとして実現されうる。デバイス１４００は
大容量記憶媒体装置１４１６をも含みうる。
【００８９】
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　コンピュータ可読記憶媒体１４１４は、デバイスデータ１４０４およびさまざまなデバ
イスアプリケーション１４１８、ならびにデバイス１４００の動作態様に関連するその他
のあらゆる種類の情報および／またはデータを格納するデータ格納機構を提供する。例え
ば、オペレーティングシステム１４２０は、コンピュータ可読記憶媒体１４１４によって
コンピュータアプリケーションとして保持されてプロセッサ１４１０において実行されう
る。デバイスアプリケーション１４１８はデバイスマネージャを備えうる。これは例えば
、あらゆる形態の制御アプリケーション、ソフトウェアアプリケーション、信号処理・制
御モジュール、ある特定装置に特有のコード、ある特定装置に対するハードウェア抽象化
レイヤなどである。
【００９０】
　デバイスプリケーション１４１８は、アプリケーション選択可能なユーザインタフェー
ス内に新規コンテンツを漸進的に示す、またはそれに対して新規コンテンツをプリレンダ
リングする手法を実現するシステムコンポーネントもしくはモジュールをも備える。この
例では、デバイスアプリケーション１４１８はインタフェースマネージャ２１０とアプリ
ケーション２１２を含みうる。
　結び
【００９１】
　アプリケーション選択可能なユーザインタフェース内に新規コンテンツを漸進的に示す
、またはそれに対して新規コンテンツをプリレンダリングする手法および装置の実施形態
を、特徴および／または方法に即した言葉で記述してきた。しかしながら、添付の特許請
求の範囲の対象が、記載される具体的な特徴または方法に必ずしも限定されないことを理
解するべきである。逆に、記載される具体的な特徴または方法は、アプリケーション選択
可能なユーザインタフェース内に新規コンテンツを漸進的に示す、またはそれに対して新
規コンテンツをプリレンダリングする実装例として開示されている。

【図１】 【図２】
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