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(57)【要約】
　ナビゲーションバーが、電子メール、カレンダー、連
絡先、タスクなどの拡張された通信サービス内でのモジ
ュール間の切り替えのために、及び、各モジュールに関
連するプレビューピークをユーザーに提示するために提
供される。モジュールの一時的なプレビューは、実際に
モジュールに切り替える必要なく、アイコン及び／又は
テキスト識別子などの所定のナビゲーションバーの位置
上でのホバーアクションに応じて提供することができる
。プレビューはまた、メインユーザーインターフェイス
内に表示されるように、メインユーザーインターフェイ
ス上の位置にドッキング又は固定されてもよい。各モジ
ュール内の新しい又は興味深い活動は、例えば、モジュ
ール名の隣に情報バッジを表示することによって強調表
示することができる。
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　拡張された通信アプリケーション内に動的ナビゲーションバーを提供するための、少な
くとも部分的にコンピューティングデバイスにおいて実行される方法であって、
　通信アプリケーションのユーザーインターフェイス内に前記通信アプリケーションの個
々のモジュールを表す複数のアイテムを含むナビゲーションバーを表示するステップと、
　前記ナビゲーションバーのアイテムのうちの１つに対するホバーアクションを検出する
ことに応答して、前記ナビゲーションバーのアイテムによって表されるモジュールに関連
付けられるコンテンツの一時的なプレビューを表示するステップと、
　前記ナビゲーションバーのアイテムのうちの１つの選択を検出することに応答して、前
記ナビゲーションバーのアイテムによって表されるモジュールに関連付けられるコンテン
ツを表示するように前記ユーザーインターフェイスを修正するステップと
を含む方法。
【請求項２】
　前記１つ又は複数のモジュールを表すそれぞれのアイテムに隣接する情報バッジを介し
て１つ又は複数のモジュールに関連付けられるサマリー情報を表示するステップをさらに
含む請求項１に記載の方法。
【請求項３】
　前記情報バッジはそれぞれのモジュール内の関心のあるアイテムの数を表示し、前記関
心のあるアイテムは、自動的に決定されるか又はユーザー設定可能である請求項２に記載
の方法。
【請求項４】
　前記ナビゲーションバーにおける前記アイテムが、テキスト、グラフィック、画像、並
びにテキスト及びグラフィックの組み合わせのうちの１つ又は複数を含む請求項１に記載
の方法。
【請求項５】
　前記表示されたコンテンツとの制限されたインタラクションを可能にする、プレビュー
ペインを介した前記コンテンツの一時的なプレビューを表示するステップをさらに含む請
求項１に記載の方法。
【請求項６】
　ユーザーに関連付けられる異なるアプリケーション及びデバイスにわたって外観の一貫
性が提供されるように、前記プレビューペインのデザインを選択するステップをさらに含
む請求項５に記載の方法。
【請求項７】
　前記ユーザーインターフェイスに表示されるコンテンツの種類、前記ユーザーインター
フェイスに表示されるコンテンツのレイアウト、利用可能な表示領域、ユーザーの左また
は右の利き手、ユーザー認証情報、並びに、前記ユーザーインターフェイスについての言
語選択、地理的位置、時間帯、及びユーザーの国のうちの１つ又は複数を含む位置属性の
うちの１つ又は複数に基づいて、前記ユーザーインターフェイスの左側、右側、上部及び
下部のうちの１つに沿って前記ナビゲーションバーを表示するステップをさらに含む請求
項１に記載の方法。
【請求項８】
　前記ナビゲーションバーのサイズ及びコンテンツのうちの少なくとも１つは、動的に調
整可能であるか、固定されるか、ユーザー設定可能であるかのいずれかである請求項１に
記載の方法。
【請求項９】
　動的ナビゲーションバーを有する拡張された通信アプリケーションを提供するコンピュ
ーティングデバイスであって、
　入力デバイスと、
　メモリーと、



(3) JP 2015-505084 A 2015.2.16

10

20

30

40

50

　前記メモリー及び前記入力デバイスに結合されるプロセッサーであって、前記プロセッ
サーは、通信アプリケーションを実行し、前記通信アプリケーションに関連付けられるユ
ーザーインターフェイスを画面上に表示させ、前記プロセッサーは、
　　前記ユーザーインターフェイス内に、前記通信アプリケーションの個々のモジュール
を表す複数のアイテムを含むナビゲーションバーを表示し、
　　前記ナビゲーションバーのアイテムのいずれかに対するホバーアクションを検出する
ことに応答して、前記ナビゲーションバーのアイテムによって表されるモジュールに関連
付けられるコンテンツの一時的なプレビューを表示し、
　　永久的な表示のために、前記ユーザーインターフェイス上の位置に対する前記一時的
なプレビューを表示するプレビューペインのドッキングを可能にし、
　　前記ナビゲーションバーのアイテムのいずれかの選択を検出することに応答して、前
記ナビゲーションバーのアイテムによって表されるモジュールに関連付けられるコンテン
ツを表示するように前記ユーザーインターフェイスを修正する
　ように構成されるコンピューティングデバイス。
【請求項１０】
　前記プレビューウィンドウの内容及び機能は、通信アプリケーションの機能、前記ユー
ザーインターフェイスの内容、前記ユーザーインターフェイスのレイアウト、デバイスの
機能、及びユーザー認証情報のうちの１つ又は複数に基づいて決定される請求項９に記載
のコンピューティングデバイス。
【請求項１１】
　前記プロセッサーは、前記ナビゲーションバーの位置を選択し、前記ユーザーインター
フェイスに表示されるコンテンツの種類、前記ユーザーインターフェイスに表示されるコ
ンテンツのレイアウト、利用可能な表示領域、ユーザーの左または右の利き手、ユーザー
認証情報、並びに、前記ユーザーインターフェイスについての言語選択、地理的位置、時
間帯、及びユーザーの国のうちの１つ又は複数を含む位置属性のうちの１つ又は複数に基
づいて、前記ナビゲーションバーを移動するようにさらに構成される請求項９に記載のコ
ンピューティングデバイス。
【請求項１２】
　前記コンピューティングデバイスは、固定のコンピューター、ラップトップコンピュー
ター、車載コンピューター、ハンドヘルドコンピューター、家庭用電子機器、パーソナル
デジタルアシスタント（ＰＤＡ）、スマートフォン、携帯ゲーム機、及びコンピューター
周辺機器のうちの１つである請求項９に記載のコンピューティングデバイス。
【請求項１３】
　拡張された通信アプリケーション内で動的ナビゲーションバーを提供するための命令を
その上に格納したコンピューター読み取り可能なメモリーデバイスであって、前記命令は
、
　通信アプリケーションのユーザーインターフェイス内に、前記通信アプリケーションの
個々のモジュールを表す複数のアイテムを含むナビゲーションバーを表示するステップと
、
　１つ又は複数のモジュールを表すそれぞれのアイテムに隣接する情報バッジを介して、
前記１つ又は複数のモジュールに関連付けられる関心のある数のアイテムを表示するステ
ップと、
　前記ナビゲーションバーのアイテムのいずれかに対するホバーアクションを検出するこ
とに応答して、前記ナビゲーションバーのアイテムによって表されるモジュールに関連付
けられるコンテンツの一時的なプレビューを表示するステップと、
　永久的な表示のために、前記ユーザーインターフェイス上の位置に対する前記一時的な
プレビューを表示するプレビューペインのドッキングを可能にするステップと、
　前記ナビゲーションバーのアイテムのいずれかの選択を検出することに応答して、前記
ナビゲーションバーのアイテムによって表されるモジュールに関連付けられるコンテンツ
を表示するように前記ユーザーインターフェイスを修正するステップと
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を含むコンピューター読み取り可能なメモリーデバイス。
【請求項１４】
　前記ナビゲーションバーは拡張可能であり、デフォルトのモジュール及び追加されるモ
ジュールを表すアイテムを含む請求項１３に記載のコンピューター読み取り可能なメモリ
ーデバイス。
【請求項１５】
　前記命令は、前記ナビゲーションバー及び前記プレビューペインを表示することともに
、カラースキーム、シェーディングスキーム、テキストスキーム、グラフィックスキーム
及びアニメーションスキームのうちの１つ又は複数を使用するステップをさらに含む請求
項１３に記載のコンピュータ読み取り可能なメモリーデバイス。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、拡張された通信サービスのための動的ナビゲーションバーに関する。
【背景技術】
【０００２】
　[0001]コンピューティング技術及びネットワーキング技術の拡散により、ソフトウェア
アプリケーションの能力及び機能は広がりや深さが増してきている。単一のツールを提供
するローカルにインストールされたアプリケーションは、ますます、複数の相互に関連す
る機能を組み合わせたホストされたサービスによって取って代わられている。ワシントン
州レドモンドのマイクロソフト社のＯｕｔｌｏｏｋ（登録商標）は、そのような一連のツ
ールの例である。ローカルにインストールされ又はホストされるサービスのバージョンで
利用可能なこのプログラムは、ユーザーが、電子メールやテキストメッセージを介してイ
ンタラクトし、予定や会議をスケジューリングし、タスク及び／又は連絡先を管理し、同
等のアクションを実行することを可能にする。このようなプログラムによって提供される
サービスは、多くの面で相互に関連する。例えば、電子メールやテキストメッセージ（及
び会議のスケジューリング）サービスをユーザーの連絡先に関連付けることができたり、
スケジューリングされた会議を電子メールを介して他の人に転送することができたりする
。
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００３】
　[0002]Ｏｕｔｌｏｏｋ（登録商標）などのソフトウェアプログラム（又はサービス）は
、それが含む各サービスのための多数の機能と能力を提供する。プログラムによって提供
されるツールの数が増えると、これらの機能や能力が組み合わせられる。この組み合わせ
の結果、ユーザーインターフェイスの複雑さが増すことで、ユーザーにとってナビゲーシ
ョンがより困難になる。メニュー及び様々なユーザーインターフェイスによって、ユーザ
ーはプログラムの個々の側面を介してナビゲートすることが可能となるが、組み合わされ
たユーザーインターフェイスはユーザーエクスペリエンスの改善の余地を残している。
【課題を解決するための手段】
【０００４】
　[0003]この概要は、詳細な説明で以下にさらに説明される概念の選択を簡略化した形式
で紹介するために設けられる。この概要は、特許請求される主題の重要な特徴又は不可欠
な特徴を排他的に特定することを意図するものではなく、特許請求される主題の範囲を決
定する際の助けとしても意図されない。
【０００５】
　[0004]実施例は、電子メール、カレンダー、連絡先、タスクなどの拡張された通信サー
ビス内でのモジュール間の切り替えのための、及び、各モジュールに関連付けられるプレ
ビューピーク（preview peeks）をユーザーに提供するための、ナビゲーションバーに関
する。いくつかの実施例によれば、実際にモジュールに切り替える必要なく、アイコン及
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び／又はテキスト識別子などの所定のナビゲーションバーの位置上でのホバーアクション
に応じて、モジュールの一時的なプレビューを提供することができる。プレビューはまた
、メインユーザーインターフェイス内に表示されるように、メインユーザーインターフェ
イス上の位置にドッキング又は固定することができる。各モジュール内の新たな又は興味
深い活動は、たとえば、モジュール名の隣に情報バッジを表示することによって強調表示
することができる。
【０００６】
　[0005]これら及び他の特徴及び利点は、以下の詳細な説明を読み、関連する図面を検討
することで明らかになるであろう。前述の一般的説明及び以下の詳細な説明はいずれも説
明のためのものであり、特許請求される態様を限定しないことを理解すべきである。
【図面の簡単な説明】
【０００７】
【図１】[0006]拡張された通信サービスのための動的ナビゲーションバーを使用すること
ができるいくつかの例示的なデバイスを示す。
【図２】[0007]実施例による動的ナビゲーションバーを有する一例の拡張された通信サー
ビスのためのメインユーザーインターフェイスのスクリーンショットを示す。
【図３】[0008]モジュール識別子に隣接する情報バッジを有する、実施例による一例の動
的ナビゲーションバーを示す。
【図４】[0009]最小化された状態のナビゲーションバーとナビゲーションバーから提示さ
れるカレンダーのプレビューとを有する図２の例示的なメインユーザーインターフェイス
を示す。
【図５】[0008]実施例によるナビゲーションバーに関連付けられる様々なモジュールの例
示的なプレビュータイプを示す。
【図６】[0011]実施例によるナビゲーションバーに関連付けられる例示的なカレンダープ
レビュータイプを示す。
【図７】[0012]実施例によるナビゲーションバーに関連して一緒にドッキングされた３つ
の例示的なプレビューを示す。
【図８】[0013]実施例による例示的なナビゲーションバーの設定メニューを示す。
【図９】[0014]実施例によるシステムを実施することができるネットワーク化された環境
である。
【図１０】[0015]実施例を実施することができる例示的なコンピューティング動作環境の
ブロック図である。
【図１１】[0016]実施例による動的ナビゲーションバーを提供するプロセスの論理フロー
図を示す。
【発明を実施するための形態】
【０００８】
　[0017]簡単に上述したように、動的ナビゲーションバーを、電子メール、テキストメッ
セージ、スケジューリング、タスク管理、連絡先管理、及び同様のサービスのための拡張
された通信サービスとともに提供することができる。貴重なユーザーインターフェイスス
ペースを維持しながらユーザーがサービスの様々なモジュール間でシームレスに切り替え
ることを可能にして、ナビゲーションバーは、一時的なプレビュー、情報バッジの形のサ
マリー情報を提供し、プレビューが永続的な表示のためにドッキングされることを可能に
することができる。
【０００９】
　[0018]以下の詳細な説明では、本明細書の一部を形成する添付の図面に対して参照がな
され、具体的な実施例又は例が説明の目的で示される。これらの態様は組み合わせること
ができ、他の態様が利用されてもよく、構造的変更が本開示の趣旨や範囲から逸脱するこ
となくなされてもよい。したがって、以下の詳細な説明は、限定的な意味に解釈されるべ
きではなく、本発明の範囲は添付の特許請求の範囲及びその均等物によって定義される。
実施例は、パーソナルコンピューター上のオペレーティングシステム上で動作するアプリ
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ケーションプログラムと共に実行するプログラムモジュールの一般的な文脈で説明される
が、当業者であれば、態様が他のプログラムモジュールとの組み合わせで実施されてもよ
いことを認識するであろう。
【００１０】
　[0019]一般に、プログラムモジュールは、特定のタスクを実行するか又は特定の抽象デ
ータ型を実施する、ルーチン、プログラム、コンポーネント、データ構造、及び他のタイ
プの構造を含む。さらに、当業者であれば、実施例を、ハンドヘルドデバイス、マルチプ
ロセッサーシステム、マイクロプロセッサーベース又はプログラム可能な家庭用電化製品
、ミニコンピューター、メインフレームコンピューター、及び同等のコンピューティング
デバイスを含む他のコンピューターシステム構成で実施できることを理解するであろう。
実施例はまた、通信ネットワークを介してリンクされるリモート処理デバイスによってタ
スクが実行される分散コンピューティング環境で実施することができる。分散コンピュー
ティング環境において、プログラムモジュールは、ローカルとリモートの両方のメモリー
ストレージデバイスに配置することができる。
【００１１】
　[0020]実施例は、コンピューターにより実施されるプロセス（方法）、コンピューティ
ングシステム、又はコンピュータープログラム製品やコンピューター読み取り可能な媒体
などの製品として実施することができる。コンピュータープログラム製品は、コンピュー
ターシステムによって読み取り可能であり、コンピューター又はコンピューティングシス
テムに例示的なプロセスを実行させるための命令を含むコンピュータープログラムを符号
化する、コンピューター記憶媒体とすることができる。コンピューター読み取り可能な記
憶媒体は、コンピューター読み取り可能なメモリーデバイスである。例えば、コンピュー
ター読み取り可能な記憶媒体は、揮発性コンピューターメモリー、不揮発性メモリー、ハ
ードドライブ、フラッシュドライブ、フロッピー（登録商標）ディスク、コンパクトディ
スク、及び同等の媒体の１つ又は複数によって実施することができる。
【００１２】
　[0021]本明細書中で使用されるとき、拡張された通信サービスとは、ホストされたサー
ビス、エンタープライズサービス、又は、電子メール通信、テキストメッセージ交換、カ
レンダー機能、タスク管理、連絡先管理、及び同様の機能などのサービスを提供するロー
カルにインストールされたアプリケーションを指す。このようなサービスは、個々のサー
ビスについての多くの統合モジュールを含んでもよいし、幾つかのモジュールが複数のサ
ービスを提供してもよい。メインユーザーインターフェイスは、ユーザーが、サービスと
インタラクトして、通知を受信したり、様々な項目を閲覧したり、種々の機能のための入
力を提供したりすることを可能にすることができる。以下に述べるように、様々なデバイ
スは、そのようなサービスを実行するために使用することができ、指、ペン、マウス、又
は同様のデバイス並びに所定のキーボード入力の組み合わせを介したタッチ、ジェスチャ
ー、音声、ジャイロスコープ入力などの様々な相互作用メカニズムを使用することができ
る。
【００１３】
　[0022]図１は、拡張された通信サービスのための動的ナビゲーションバーを使用するこ
とができるいくつかの例示的なデバイスを示す。実施例による拡張された通信サービスは
、クラウドベースのサービスとして、又は上述のようにローカルにインストールされたア
プリケーションとして、サーバー－クライアントアーキテクチャーで提供してもよい。し
たがって、様々なデバイスを、ユーザーにユーザーインターフェイスを提示するために使
用することができる。様々なコンピューティングデバイスに加えて、民生用電子機器（例
えば、ＴＶコンソール）、パーソナルデジタルアシスタント（ＰＤＡ）、携帯電話、デジ
タルメディア及び音楽プレーヤー、携帯ゲーム機、計算機、コンピューター周辺機器を使
用することもできる。
【００１４】
　[0023]その多くがタッチやジェスチャーによる入力を使用するポータブルデバイスは、
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小さな画面サイズを有する傾向があり、これはユーザーインターフェイスにとって利用可
能なスペースが小さいことを意味する。たとえば、ドキュメント（テキスト及び／又はグ
ラフィックス）の編集を可能にするユーザーインターフェイスでは、ドキュメントの提示
部分に加えて、仮想キーボードを表示する必要があることがあり、利用可能なスペース（
「リアルエステート」）をさらに制限するかもしれない。したがって、このようなシナリ
オにおいて、多面的な通信サービスのための完全なユーザーインターフェイスを提供する
ことは、非実用的であり又はユーザーを混乱させるものとなり得る。
【００１５】
　[0024]図１を参照すると、幾つかの例示的なデバイスが示されており、異なる実施例に
関連付けられる情報の効率的な表示を可能にしながら、貴重な画面スペースを節約する動
的ナビゲーションバーを、実施例により提供することができる。実施例は、様々なフォー
ムファクターや機能を持つ、他のデバイスでも実施することができる。
【００１６】
　[0025]図１は、計算、通信、制御、計測、及びその他多くの目的のために使用すること
ができる、コンピューターモニター１１６、タッチ対応（１２０）ラップトップコンピュ
ーター１１８、ハンドヘルドコンピューター１２４、スマートフォン１２６、タブレット
コンピューター（又はスレート）１２８、及びモバイルコンピューティングデバイス１３
２などのいくつかの例示的なデバイスを含む。図１の例示的なデバイスの一部はタッチア
クティブ化１２０で示されている。しかし、これらの及び他の例示的なデバイスのいずれ
も、ジェスチャーによって有効にされるアクティブ化を使用してもよい。また、ペン１３
０などのツールをタッチ入力を提供するために使用することができる。動的ナビゲーショ
ンバー及び関連するプレビューは、マウス入力やキーボード１２２を介した入力などの従
来の方法を介して制御することもできる。
【００１７】
　[0026]図２は、実施例による動的ナビゲーションバーを有する、例示的な拡張された通
信サービスのためのメインユーザーインターフェイスのスクリーンショットを示す。スク
リーンショット２００における例示的なユーザーインターフェイスは、拡張された通信サ
ービスの電子メールモジュールに関連付けられる情報を表示する。当該情報は、フォルダ
ー２０２のリスト及び選択したフォルダー内の電子メールのリスト２０４を含む。ユーザ
ーインターフェイス上の第３の表示ペインは、選択した電子メール２０６を表示する。
【００１８】
　[0027]電子メールに加えて、拡張された通信サービスは、テキストメッセージング、ス
ケジューリング、タスク管理、連絡先管理、及び同様の機能を提供することができる。従
来のユーザーインターフェイスでは、ユーザーは、メニュー項目又は同等の制御要素を選
択することにより、異なる機能を提供するモジュール間で切り替えることが可能である。
しかし、モジュール間の切り替えはまた、ユーザーエクスペリエンスの中断につながる。
例えばユーザーが電子メールからカレンダーへと表示を変更するとき、電子メールに関連
する情報はもはや利用できなくなり、またその逆のことも起こる。このため、ユーザーは
、中断することなく１つのモジュールを表示することを継続しながら別のモジュールをチ
ェックすることができない。一部のアプリケーションは、ユーザーが同じユーザーインタ
ーフェイス上で複数のモジュールを表示することを可能にするが、表示領域の制限のため
、表示される表示が制限されることがあったり、ユーザーインターフェイスがあまりに多
くの情報を含み、ユーザーをナビゲートするのに混乱を招くことがあったりする。
【００１９】
　[0028]いくつかの実施例によれば、テキスト、グラフィック、又は組み合わせのナビゲ
ーションバー２０８がユーザーインターフェイス上に設けられて、ユーザーが、異なるモ
ジュール間で切り替えを行って、ユーザーインターフェイスの現在の表示を離れることな
く、別のモジュールのプレビューを表示することを可能にすることができる。貴重な表示
領域を維持するために、ナビゲーションバー２０８は、他の表示アイテム（項目）からス
ペースを取り上げることなく、（図に示すように）下部、いずれかの側部、上部、又は同
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等の位置など、ユーザーインターフェイス上の位置に動的に配置することができる。
【００２０】
　[0029]キーボード、マウス、タッチ、ジェスチャー、ペン入力、音声コマンドは、ナビ
ゲーションバー（及びユーザーインターフェイス）と共に使用することができるいくつか
の例示的な入力メカニズムである。他の例示的な入力メカニズムは、加速度計又は方位セ
ンサーベースの入力、光学的にキャプチャーされたジェスチャー、時間ベースの入力、他
のデバイス／人／場所への近接性などを含むが、これらに限定されない。いくつかの実施
例では、ナビゲーションバーはまた、ユーザーの左又は右の利き手、指の大きさ（タッチ
ベースのデバイスの場合）、ポインティングデバイスに関連付けられるタップアクション
ポインターの大きさ、ユーザー認証情報（資格情報、credential）、コンピューティング
デバイスの人間工学的特性、ユーザーインターフェイスのための言語選択、地理的位置情
報、時間帯情報、及び／又は国情報の１つ又は複数を含む位置属性のうちの１つ又は複数
に基づいて、ユーザーインターフェースの左側、右側、上、又は下に沿って、提示及び／
又は移動させることができる。ユーザーインターフェイスのサイズが変わる（例えば、表
示の変更や画面上で別のユーザーインターフェイスを開くこと）と、その後、ナビゲーシ
ョンバー２０８は、移動され及び／又はサイズ変更されてもよい。
【００２１】
　[0030]幾つかの実施例では、ナビゲーションバー２０８に表示されるアイテムのレイア
ウトは、上述の又は他のファクターに基づいて、自動的に配置し再配置することができる
。カラースキーム、グラフィカルスキーム、シェーディングスキーム、及び同等のものな
ど、ナビゲーションバー２０８の有効性を高めるために、多くのスキームを用いることが
できる。例えば、アイテムは、背景色に応じて交換可能に使用することができる、暗い及
び／又は明るい形式で表示することができる。
【００２２】
　[0031]図３は、モジュール識別子に隣接する情報バッジを有する、実施例による一例の
動的ナビゲーションバーを示す。スクリーンショット３００は、ナビゲーションバー３０
８にフォーカスする図２のユーザーインターフェイスの部分表示を示す。例示的なナビゲ
ーションバー３０８は、電子メール、スケジュール、連絡先、タスクなどの異なるモジュ
ールを表すテキストアイテムを含む。異なるモジュールに対するアクセスを提供すること
に加えて、ナビゲーションバー３０８はまた、情報バッジを介してモジュールの各々にお
いて新たな又は興味のあるアイテムに関するサマリー情報を表示することができる。例え
ば、情報バッジ３１０が５つの新着電子メールを示してもよく、情報バッジ３１２が１つ
の新しいカレンダーアイテム（予定又は会議）を示してもよく、情報バッジ３１４が２７
個の現在のタスクを示してもよい。
【００２３】
　[0032]幾つかの実施例では、通知バッジ３１０、３１２及び３１４は、自動的に生成す
ることができ、及び／又はユーザーが設定することができる。例えば、ユーザーは、通知
されることを望むアイテムの種類（新しいもの、最近表示されたもの、特定の種類のアイ
テム、特定の人に関連付けられるアイテムなど）を選択することができる。
【００２４】
　[0033]他の実施例では、ナビゲーションバー３０８は拡張可能であってもよい。したが
って、サービスプロバイダー又はサードパーティによって新しいモジュールが通信サービ
スに追加されると、アイテムがナビゲーションバーに追加されてもよい。さらに、ナビゲ
ーションバーのサイズ及び内容は、動的に調整可能であってもよいし、固定されてもよい
し、ユーザー設定可能であってもよい。例えば、より少ない又はより多くのアイテムが、
利用可能な表示領域に応じて表示されてもよい。同様に、表示されるアイテム（例えば、
テキスト識別子）の大きさは、利用可能な表示領域の変化、ユーザーインターフェイスの
サイズなどに応じて修正することができる。さらなる実施例では、ユーザーは、ナビゲー
ションバーにおける個々のアイテムをカスタマイズすることができる。例えば、各アイテ
ムによってアクティブ化される表示、各アイテムのフォント／サイズ／スタイルなどがユ
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ーザーによって設定可能であってもよい。
【００２５】
　[0034]図４は、最小化された状態にあるナビゲーションバーとナビゲーションバーから
提示されるカレンダーのプレビューを有する図２の例示的なメインユーザーインターフェ
イスを示す。前述したように、ナビゲーションバー上のアイテムは、テキスト、グラフィ
ック（例えば、アイコン）、又は両方の組み合わせであってもよい。アイコンベースのナ
ビゲーションバーは、より小さなサイズで表示され、したがって表示領域を節約するのに
役立つ。
【００２６】
　[0035]図４中のスクリーンショット４００は、図２のユーザーインターフェイスを表示
し、ユーザーインターフェイスの下部におけるテキストベースのナビゲーションバーが、
アイコンベースの、最小化された状態のナビゲーションバー４２０で置き換えられている
。最小化された状態のナビゲーションバー４２０は、アイコンのみ又はアイコンとテキス
トの組み合わせを含むことができる。いくつかの実施例では、テキストヒント（tip）が
、ユーザー選択（又はホバーアクション）時にアイコンに隣接して表示されてもよい。あ
るいは、いくつかのアイコンがテキストヒントを含む一方で、（例えば、一般に知られて
いるように）他のものが含まなくてもよい。
【００２７】
　[0036]実施例によるナビゲーションバーの別の態様はプレビュー機能である。現在表示
されているモジュールを離れることなく、ユーザーがモジュールのプレビューを取得する
ことを可能にするために、ナビゲーションバーのアイテムのいずれかに対するホバーアク
ションに応答して、プレビューペイン４２４が一時的に表示されてもよい。スクリーンシ
ョット４００では、カレンダーのプレビューペイン４２４が、最小化された状態のナビゲ
ーションバー４２０内のカレンダーアイテム４２２の上でユーザーがホバリングすること
に応答して表示される。カレンダープレビューペインは、ユーザーのカレンダー４２６（
例えば、月、週、日など）のサマリー表示及びカレンダー上のアイテム（例えば、予定）
の一部のサマリー４２８リストを含むことができる。
【００２８】
　[0037]プレビューペイン４２４は、ユーザーのための限られたインタラクションを可能
にすることができる。例えば、ユーザーは、表示されたサマリーアイテムのいずれかを選
択し、そのアイテムについてのさらなる詳細を表示することができる。プレビューペイン
に表示される情報は、デフォルトのパラメーターに基づいて自動的に決定することができ
、ユーザーの行動から学習することができ、ユーザーが手動で設定することができ、又は
ユーザーに関連付けられる他のアプリケーションから取得することができる。さらに、プ
レビューペインの表示及び除去は、アニメーション化された方法であってもよい。
【００２９】
　[0038]幾つかの実施例では、プレビューペインのデザインは、異なるデバイス／アプリ
ケーション間で一貫性が提供されるように選択することができる。例えば、デスクトップ
ユーザーインターフェイスのプレビューペインは、ハンドヘルドデバイスのユーザーイン
ターフェイス（例えば、スマートフォン）上のモジュールのためのユーザーインターフェ
イスと同じか同様のものであってもよく、それによって、デバイス間で一貫した外観及び
印象をユーザーに提供する。
【００３０】
　[0039]図５は、実施例によるナビゲーションバーに関連付けられる様々なモジュールの
例示的なプレビュータイプを示す。５００に示すプレビューペインは、説明の目的のため
の例示的なプレビューペインである。前述したように、実施例によるナビゲーションバー
は、拡張可能であってもよく、多くのデフォルトの又は追加されたモジュールを表すアイ
テムを含むことができる。したがって、ナビゲーションバー上の各アイテムに関連付けら
れるプレビューペインを提供することができる。例えば、生産性や顧客関係管理（ＣＲＭ
）機能モジュールは、関連付けられるナビゲーションバーアイテム及びプレビューペイン
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とともに、拡張された通信サービスに加えてもよい。
【００３１】
　[0040]各プレビューペインは、ユーザーについての限られたインタラクションに関連付
けられるモジュールに関連したサマリー情報を提供してもよい。例えば、電子メールプレ
ビューペイン５３２は、ある数の電子メール（例えば、上位のいくつか、最新のいくつか
など）をリストしてもよいし、リストされたアイテムをユーザーが開き、削除し、マーク
することを可能にしてもよい。どのアイテムがリストされるべきであるかは、自動的に決
定されてもよいし、及び／又はユーザー設定可能であってもよい。カレンダープレビュー
ペイン５３４は、ユーザーのためにサマリーカレンダー及びカレンダーアイテムのいくつ
かを表示してもよい。同様に、人（people）プレビューペイン５３６は、お気に入りの連
絡先、最新の連絡先などのサマリー連絡先情報を表示してもよい。タスクリストプレビュ
ーペイン５３８は、時系列で又は他の方法でタスクの一部のサマリーリストを表示して、
ユーザーがタスクを、完了したもの、重要なものなどとしてマークすることを可能にして
もよい。
【００３２】
　[0041]いくつかの実施例では、プレビュータイプは、ユーザーインターフェイスのコン
テキストに基づいて、アクティブ又は非アクティブであってもよい。例えば、ユーザーイ
ンターフェイスが電子メールモジュールに関連する情報を表示している場合、電子メール
のプレビューを表示することは不要であることがあり、そのプレビューは、電子メールが
メインの表示されたモジュールである限り非アクティブにされてもよい。同様にして、ナ
ビゲーションバー上の表示されたアイテムはまた、ユーザーインターフェイスのコンテキ
ストに基づいて修正されてもよい。したがって、電子メールがユーザーインターフェイス
上でのメインの表示されたモジュールである場合、ナビゲーションバー上の電子メールア
イテムは別のアイテムで置き換えられてもよい。
【００３３】
　[0042]図６は、実施例によるナビゲーションバーに関連付けられる例示的なカレンダー
プレビュータイプを示す。前述のように、プレビューペインの内容は、（例えば、機械学
習、使用履歴、他のアプリケーションからの情報の取得などを介して）自動的に決定され
てもよいし、及び／又はユーザー設定可能であってもよい。６００における例示的なプレ
ビューペインは、カレンダープレビューペインの様々な例を示す。
【００３４】
　[0043]プレビューペイン６４０は、月間カレンダーと、プレビューペインのタイトルバ
ーに表示される現在の月の現在の日についての選択されたカレンダーアイテムを含む。（
選択のために）利用可能な月のリストが下部に表示される。プレビューペイン６４２は、
プレビューペイン６４０に似ているが、月間カレンダーが表示されることがタイトルバー
において強調され、日付の選択（今日）がプレビューウィンドウの下部に表示される。プ
レビューペイン６４４はまた、表示される月を切り替えるための追加のコントロール（表
示された月の左右の矢印）とともに、現在の月及び現在の日付からの選択したアイテムを
表示する。
【００３５】
　[0044]プレビューペイン６４６は、グラフ形式（時間ごと）で示されるその日のアイテ
ム（予定、会議など）を有する日々の表示を表示する。現在の日付はまた、ユーザーの選
択のために下部に表示される他の日付とともにタイトルバーに表示される。プレビューペ
イン６４８は、タイトルバーにおいて強調される「今日」及び表示をプレビューペインの
下部に設けられる月々の表示に切り替えるコントロールとともに、同様の方法で日々の表
示を表示する。プレビューペイン６５０において、日々の表示と月々の表示との間の切り
替えは、タイトルバー内のコントロールを選択することによって達成することができる。
上記のプレビューペインの構成は例にすぎず、実施例に対する限定を構成するものではな
い。実施例による動的ナビゲーションバーに関連付けられるプレビューペインには、本明
細書に記載の原理を使用して、テキスト、グラフィック及び他のアイテムのいずれかの構
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成及び組み合わせを提供することができる。さらに、同様の構成及び提示を、電子メール
、連絡先、タスクなどの他のモジュールに使用することができる。
【００３６】
　[0045]図７は、実施例によるナビゲーションバーに関連して一緒にドッキングされた３
つの例示的なプレビューを示す。実施例によるプレビューペインは、ナビゲーションメニ
ュー上でのホバーアクションに応答して、一時的に表示されてもよい。いくつかの実施例
によれば、１つ又は複数のプレビューペインはまた、永久的な表示のために、ユーザーイ
ンターフェイス上の固定位置にドッキング又は固定されてもよい。７００は、一緒にドッ
キングされた３つのプレビューペインの組み合わせを示す。
【００３７】
　[0046]７００の例では、カレンダープレビューペイン７５２、連絡先プレビューペイン
７５６、及びタスクプレビューペイン７５８が一緒にドッキングされる。ドッキングアイ
コン７５４は、プレビューペインが現在ドッキングされていることを示し、プレビューペ
インをドッキング解除する（又は非表示にする）ために用いることができる。プレビュー
ペインをドッキングするための位置は、ユーザー選択可能であってもよいし、ユーザーイ
ンターフェイス上の表示された情報及び利用可能な表示領域に基づいてプログラムによっ
て動的に決定されてもよい。同様に、ドッキングされるプレビューペインのサイズ及び内
容もまた、表示領域及びユーザーインターフェイスのコンテキストに基づいて選択され、
修正されてもよい。
【００３８】
　[0047]いくつかの実施例によれば、プレビューペインは、アニメーションスキームに従
ってドッキングし、ドッキング解除することができる。さらに、ドッキング解除された形
態又はドッキングされた形態のプレビューペインの視覚的効果を高めるために、カラース
キーム、グラフィカルスキーム、及び／又はシェーディングスキームを用いることができ
る。
【００３９】
　[0048]図８は、実施例による例示的なナビゲーションバーの設定メニューを示す。ナビ
ゲーションバー及び関連するプレビューペインは上述したように自動的に設定することが
できるが、設定メニューはまた、ユーザーによるカスタマイズのために提供されてもよい
。
【００４０】
　[0049]いくつかの実施例によれば、最上位のメニュー８６２は、ナビゲーションバー自
体、ナビゲーションバー上の個々のアイテム、及び／又はプレビューペイン設定をユーザ
ーが選択し、カスタマイズするために提供することができる。プレビューペイン設定をカ
スタマイズするための設定メニュー８００は、プレビューペインの一部又はすべてを活性
化するか不活性化するオプションを含むことができる。設定メニュー８００は、カレンダ
ープレビューオプション８６４、メールプレビューオプション８６６、連絡先プレビュー
オプション８６８、及びタスクプレビューオプション８７０などの異なるプレビューペイ
ンタイプのための個々のセクションをさらに含むことができる。
【００４１】
　[0050]個々のプレビューペインタイプの設定可能なオプションは、アプリケーションの
能力、ユーザーインターフェイスのコンテキスト、デバイスの能力、ユーザーの認証情報
（資格情報）（たとえば、権限レベル）などに基づいて決定することができる。設定可能
なオプションはまた、アプリケーション、コンピューティングデバイス、表示デバイス、
言語もしくはロケール選択、又は同様の変化に応じて動的に修正することができる。
【００４２】
　[0051]図１乃至８に示される例示的なナビゲーションバー、項目、インタラクション、
及び設定は、説明の目的のみのために提供される。実施例は、例示的な図に示した形状、
形態、及び内容に限定されず、他のテキスト、グラフィック、及び本明細書に記載の原理
を用いた同様のスキームを使用して実施することができる。
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【００４３】
　[0052]図９は、実施例を実施することができる例示的なネットワーク化された環境であ
る。後述する通信アプリケーション１０２２などのローカルにインストールされたアプリ
ケーションに加えて、動的なナビゲーションバーもまた、１つもしくは複数のサーバー９
０６又は個々のサーバー９０８上で実行されるソフトウェアを介して実施することができ
るホステッドアプリケーション及びサービスと併せて用いてもよい。ホストされるサービ
ス又はアプリケーションは、ウェブベースのサービス又はアプリケーション、クラウドベ
ースのサービス又はアプリケーション、及び同様のものであってもよく、ネットワーク９
１０を介して、ハンドヘルドコンピューター９０１、デスクトップコンピューター９０２
、ラップトップコンピューター９０３、スマートフォン９０４、タブレットコンピュータ
ー（又はスレート）９０５（「クライアントデバイス」）などの個々のコンピューティン
グデバイス上のクライアントアプリケーションと通信することができ、ユーザーに提示さ
れるユーザーインターフェイスを制御することができる。ウェブベースのサービスの一例
は、クライアントデバイス上のブラウザーインターフェイスを介してクライアントに電子
メール、テキストメッセージ、カレンダー、タスク管理、連絡先管理サービスを提供する
、ワシントン州レドモンドのマイクロソフト社のＯｕｔｌｏｏｋ（登録商標）であっても
よい。このようなサービスは、ユーザーが、本明細書で述べるように、動的ナビゲーショ
ンバー及び様々な入力メカニズムを介して、表示されるコンテンツとインタラクトするこ
とを可能にすることができる。
【００４４】
　[0053]クライアントデバイス９０１－９０５は、ホストされるサービス又はアプリケー
ションによって提供される機能にアクセスするために使用される。サーバー９０６又はサ
ーバー９０８のうちの１つ又は複数は、上述のように様々なサービスを提供するために使
用され得る。関連するデータは、サーバー９０６のいずれかによって又はデータベースサ
ーバー９１２によって管理することができる１つ又は複数のデータストア（例えば、デー
タストア９１４）に格納することができる。
【００４５】
　[0054]ネットワーク９１０は、サーバー、クライアント、インターネットサービスプロ
バイダー、及び通信媒体のうちの任意のトポロジーを含むことができる。実施例によるシ
ステムは、静的又は動的トポロジーを有してもよい。ネットワーク９１０は、企業ネット
ワークなどの安全なネットワーク、無線オープンネットワークなどの安全でないネットワ
ーク、又はインターネットを含んでもよい。ネットワーク９１０はまた、ＰＳＴＮ又はセ
ルラーネットワークなどの他のネットワーク上の通信を調整することができる。ネットワ
ーク９１０は、本明細書に記載されるノード間の通信を提供する。例として、限定はしな
いが、ネットワーク９１０は、音響、ＲＦ、赤外線及び他の無線媒体などの無線媒体を含
むことができる。
【００４６】
　[0055]コンピューティングデバイス、アプリケーション、データソース、データ配信シ
ステムの多くの他の構成を、拡張された通信サービスと組み合わせて動的ナビゲーション
バーを提供するために使用することができる。さらに、図９で述べたネットワーク化され
た環境は説明の目的のためだけのものである。実施例は、例示的なアプリケーション、モ
ジュール又はプロセスに限定されるものではない。
【００４７】
　[0056]図１０及び関連する説明は、実施例を実施できる適切なコンピューティング環境
の簡潔で一般的な説明を提供することを意図している。図１０を参照すると、コンピュー
ティングデバイス１０００などの、実施例によるアプリケーションのための例示的なコン
ピューティング動作環境のブロック図が示されている。基本的な構成では、デバイス１０
００は、図１とともに説明された例示的なデバイスなどの、固定の、モバイルの、又は他
の形態の任意のコンピューティングデバイスとすることができ、少なくとも１つの処理ユ
ニット１００２及びシステムメモリー１００４を含んでもよい。コンピューティングデバ
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イス１０００はまた、プログラムを実行する際に協働する複数の処理ユニットを含むこと
ができる。コンピューティングデバイスの正確な構成及びタイプに応じて、システムメモ
リー１００４は（ＲＡＭなどの）揮発性、（ＲＯＭ、フラッシュメモリーなどの）不揮発
性又はこれら２つの何らかの組み合わせであってもよおい。システムメモリー１００４は
、典型的には、ワシントン州レッドモンドのマイクロソフト社のＷＩＮＤＯＷＳ（登録商
標）、ＷＩＮＤＯＷＳ　ＭＯＢＩＬＥ（登録商標）、又はＷＩＮＤＯＷＳ　ＰＨＯＮＥ（
登録商標）オペレーティングシステムなどの、プラットフォームの動作を制御するのに適
したオペレーティングシステム１００５を含む。システムメモリー１００４はまた、プロ
グラムモジュール１００６、通信アプリケーション１０２２、ユーザーインターフェイス
モジュール１０２４、プレビューモジュール１０２６などの１つ又は複数のソフトウェア
アプリケーションを含むことができる。
【００４８】
　[0057]ユーザーインターフェイスモジュール１０２４は、通信アプリケーション１０２
２とともに動作して、ユーザーが、電子メール、テキストメッセージング、カレンダー、
タスクリスト、連絡先などの通信アプリケーションの異なるモジュールとインタラクトす
ることを可能にするユーザーインターフェイスを提供することができる。モジュール、メ
ニュー、及びテキスト／グラフィックコントロールのために別個の表示ペインを提供する
ことに加えて、ユーザーインターフェイスモジュール１０２４はまた、完全な状態と最小
化された状態との間で切り替え可能である動的ナビゲーションバーを提供して、ユーザー
が、貴重な表示領域を維持しつつ、異なるモジュールの表示ペイン間で切り替えることを
可能にすることができる。さらに、プレビューモジュール１０２６は、各モジュールにつ
いての完全な又は最小化された状態でのプレビューの表示を可能にして、各モジュールに
関連付けられる興味深い新たな活動を強調することができる。この基本的な構成は、破線
１００８内のこれらのコンポーネントにより、図１０に示されている。
【００４９】
　[0058]コンピューティングデバイス１０００は追加の特徴又は機能を有することができ
る。例えば、コンピューティングデバイス１０００はまた、例えば、磁気ディスク、光デ
ィスク、又はテープなどの、追加のデータストレージデバイス（取り外し可能及び／又は
取り外し不能）を含むことができる。このような追加のストレージは、取り外し可能なス
トレージ１００９及び取り外し不能なストレージ１０１０によって図１０に示される。コ
ンピューター読み取り可能な記憶媒体は、コンピューター読み取り可能な命令、データ構
造、プログラムモジュール、又は他のデータなどの情報の記憶のための任意の方法又は技
術で実施される、揮発性及び不揮発性、取り外し可能及び取り外し不能な媒体を含んでも
よい。システムメモリー１００４、取り外し可能なストレージ１００９、及び取り外し不
能なストレージ１０１０は、すべて、コンピューター読み取り可能な記憶媒体の例である
。コンピューター読み取り可能な記憶媒体は、限定はしないが、ＲＡＭ、ＲＯＭ、ＥＥＰ
ＲＯＭ、フラッシュメモリー又は他のメモリー技術、ＣＤ－ＲＯＭ、デジタル多用途ディ
スク（ＤＶＤ）又は他の光ストレージ、磁気カセット、磁気テープ、磁気ディスクストレ
ージ又は他の磁気ストレージデバイス、又は所望の情報を格納するために使用でき、コン
ピューティングデバイス１０００によってアクセスすることができる任意の他の媒体を含
む。任意のこのようなコンピューター読み取り可能な記憶媒体は、コンピューティングデ
バイス１０００の一部であってもよい。コンピューティングデバイス１０００は、キーボ
ード、マウス、ペン、音声入力デバイス、タッチ入力デバイス、ジェスチャーを検出する
光キャプチャーデバイス、及び同等の入力デバイスなどの入力デバイス１０１２を有して
もよい。ディスプレイ、スピーカー、プリンター、及び他のタイプの出力デバイスなどの
出力デバイス１０１４が含まれてもよい。これらのデバイスは、当技術分野において周知
であり、ここで詳細に説明する必要はない。
【００５０】
　[0059]コンピューティングデバイス１０００はまた、分散コンピューティング環境にお
ける無線ネットワーク、衛星リンク、セルラーリンク、及び同等のメカニズムを介するな
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どしてデバイスが他のデバイス１０１８と通信することを可能にする通信接続１０１６を
含むことができる。他のデバイス１０１８は、通信アプリケーションを実行するコンピュ
ーターデバイス、他のディレクトリー又はポリシーサーバー、及び同等のデバイスを含む
ことができる。通信接続１０１６は通信媒体の一例である。通信媒体は、その中に、搬送
波又は他の移送メカニズムなどの変調されたデータ信号で、コンピューター読み取り可能
な命令、データ構造、プログラムモジュール、又は他のデータを含むことができ、任意の
情報配信媒体を含む。「変調データ信号」という用語は、情報を信号に符号化するような
方法でその特性の１つ又は複数が設定又は変更された信号を意味する。例として、限定は
しないが、通信媒体は、有線ネットワーク又は直接有線接続などの有線媒体と、音響、Ｒ
Ｆ、赤外線及び他の無線媒体などの無線媒体を含む。
【００５１】
　[0060]例示的な実施例はまた方法を含む。これらの方法は、本明細書に記載された構造
を含む任意の数の方法で実施することができる。１つのそのような方法は、本明細書に記
載されるタイプのデバイスの機械動作によるものである。
【００５２】
　[0061]別の選択的な方法は、１人又はそれ以上の人間のオペレーターがいくつかを実行
することと併せて実行される方法の個々の動作の１つ又は複数のためのものである。これ
らの人間オペレーターは、互いに一緒に配置される必要はないが、それぞれがプログラム
の一部を実行するマシンとともにあるだけであってもよい。
【００５３】
　[0062]図１１は、実施例による動的ナビゲーションバーを提供するプロセスの論理フロ
ー図を示す。プロセス１１００は、拡張された通信サービス又はアプリケーションの一部
として実施されてもよい。
【００５４】
　[0063]プロセス１１００は動作１１１０で開始し、動的ナビゲーションバーが、拡張さ
れた通信サービスやアプリケーションのユーザーインターフェイス上に表示される。ナビ
ゲーションバーは、テキスト、グラフィック、又は組み合わせの形式で提示されるアイテ
ムを含むことができる。ナビゲーションバーは、表示領域が効率的に利用されるように、
ユーザーインターフェイス上の適切な位置に表示することができる。オプションの動作１
１２０において、情報バッジが、ナビゲーションバーの項目によって表された各モジュー
ルにおいて利用可能な新たな又は興味深い項目を示すナビゲーションバー上の項目の隣に
表示されてもよい。
【００５５】
　[0064]動作１１３０において、ユーザーインターフェイスコンテキストが決定されても
よく、ユーザーの選択、ジェスチャー、ホバリング、又はナビゲーションバーのアイテム
のうちのいずれかに対するユーザーの興味を示す同様のアクションが検出されてもよく、
それに続いて、動作１１４０において、関連付けられるプレビューを一時的に表示する。
他方、動作１１５０においてナビゲーションバー上のアイテムの選択を検出すると、ユー
ザーインターフェイスのメインビューペインは、動作１１６０において選択したアイテム
に関連付けられる通信アプリケーションのモジュールへと変更されてもよい。
【００５６】
　[0065]プロセス１１００に含まれる動作は説明の目的のためのものである。実施例によ
る拡張された通信サービスのための動的ナビゲーションバーの提供は、より少ない又は追
加のステップを有する同様のプロセスによって、及び本明細書に記載の原理を用いて動作
の異なる順序で実施されてもよい。
【００５７】
　[0066]上記の明細書、実施例及びデータは、実施例の構成の製造及び使用の完全な説明
を提供する。主題は構造的特徴及び／又は方法論的動作に特有の言葉で説明されたが、添
付の特許請求の範囲で定義される主題は、上述した特定の特徴や動作には必ずしも限定さ
れないことを理解すべきである。むしろ、上述の特定の特徴及び動作は、特許請求の範囲
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及び実施例を実施する例示的形態として開示されている。
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