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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　方法であって、
　ユーザインタフェースにレンダリングされたデジタルコンテンツ項目でジェスチャ入力
の開始を検出する工程と、
　前記ジェスチャ入力の期間中であって、実質的にリアルタイムで、
　　前記ジェスチャ入力を追跡する工程であって、前記ジェスチャ入力は前記デジタルコ
ンテンツ項目のグラフィック表現内で、かつ、第１の軸に沿って開始される、工程と、
　　前記追跡されたジェスチャ入力に基づき、複数のジェスチャ状態のセットから現在の
ジェスチャ状態を判定する工程と、
　　前記現在のジェスチャ状態へマッピングされた動作を識別する工程と、
　　前記グラフィック表現によって既に占有されている画面領域が現れるように、前記第
１の軸に沿って前記デジタルコンテンツ項目の前記グラフィック表現をスライドする工程
と、
　　前記現れた画面領域内で、前記識別された動作のグラフィックをレンダリングする工
程と、
　前記ジェスチャ入力の終了を検出すると、選択された動作として前記識別した動作を選
択する工程と、
　前記選択された動作を前記デジタルコンテンツ項目へ適用する工程と
を含むことを特徴とする方法。
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【請求項２】
　前記グラフィック表現をスライドする前記工程は、前記ジェスチャ入力に比例して行わ
れることを特徴とする請求項１に記載の方法。
【請求項３】
　前記現在のジェスチャ状態を判定する前記工程は、開始入力位置からの前記ジェスチャ
入力の前記第１の軸に沿った現在の変位の方向の少なくとも一部に基づいていることを特
徴とする請求項１に記載の方法。
【請求項４】
　前記現在のジェスチャ状態を判定する前記工程は、さらに、前記ジェスチャ入力の前記
第１の軸に沿った速度の一部に基づいていることを特徴とする請求項３に記載の方法。
【請求項５】
　前記現在のジェスチャ状態を判定する前記工程は、さらに、前記現在の変位の前記第１
の軸に沿った大きさの一部に基づいていることを特徴とする請求項３に記載の方法。
【請求項６】
　前記現在のジェスチャ状態を判定する前記工程は、
　前記第１の軸に沿った前記現在の変位の前記方向が第１の方向であって、かつ、前記現
在の変位の前記第１の軸に沿った大きさが第１の閾値よりも大きくなる場合には、前記現
在のジェスチャ状態として第１のジェスチャ状態を選択する工程と、
　前記第１の軸に沿った前記現在の変位の前記方向が前記第１の方向であって、かつ、前
記現在の変位の前記第１の軸に沿った大きさが、前記第１の閾値よりも大きい第２の閾値
よりも大きくなる場合には、前記現在のジェスチャ状態として第２のジェスチャ状態を選
択する工程と、
　前記第１の軸に沿った前記現在の変位の前記方向が前記第１の方向と反対方向の第２の
方向であって、かつ、前記現在の変位の前記第１の軸に沿った大きさが前記第１の閾値よ
りも大きくなる場合には、前記現在のジェスチャ状態として第３のジェスチャ状態を選択
する工程と、
　前記第１の軸に沿った前記現在の変位の前記方向が前記第２の方向であって、かつ、前
記現在の変位の前記第１の軸に沿った大きさが前記第２の閾値よりも大きくなる場合には
、前記現在のジェスチャ状態として第４のジェスチャ状態を選択する工程と
をさらに含むことを特徴とする請求項５に記載の方法。
【請求項７】
　前記第１の閾値は、前記ジェスチャ入力を提供する入力ツールの幅の３倍よりも小さい
大きさに対応し、
　前記第２の閾値は、前記入力ツールの前記幅の３倍よりも大きい大きさに対応すること
を特徴とする請求項６に記載の方法。
【請求項８】
　前記第１の軸は、前記デジタルコンテンツ項目を含む、表示される複数のコンテンツ項
目のセットのスクロールの軸に実質的に垂直であることを特徴とする請求項３に記載の方
法。
【請求項９】
　前記現在のジェスチャ状態にマッピングされる前記動作の前記グラフィックをレンダリ
ングする前記工程は、
　前記第１の軸に沿った前記デジタルコンテンツ項目の移動をアニメーション化する工程
と、
　前記移動によって現れる画面領域で前記動作の前記グラフィックを見せる工程と
をさらに含むことを特徴とする請求項３に記載の方法。
【請求項１０】
　前記現在のジェスチャ状態にマッピングされる前記動作の前記グラフィックをレンダリ
ングする前記工程は、
　前記第１のジェスチャ状態に関連付けられるアクションのグラフィックを、前記第２の
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ジェスチャ状態に関連付けられるアクションのグラフィックで置き換える工程をさらに含
むことを特徴とする請求項７に記載の方法。
【請求項１１】
　前記現在のジェスチャ状態にマッピングされる前記動作の前記グラフィックをレンダリ
ングする前記工程は、
　前記第３のジェスチャ状態に関連付けられるアクションのグラフィックを、前記第４の
ジェスチャ状態に関連付けられるアクションのグラフィックで置き換える工程をさらに含
むことを特徴とする請求項１０に記載の方法。
【請求項１２】
　前記現在のジェスチャ状態を判定する前記工程は、前記追跡したジェスチャ入力が画面
端でのタッチ移動を示す場合には、第１のジェスチャ状態から第２のジェスチャ状態へ移
行する工程を含むことを特徴とする請求項１に記載の方法。
【請求項１３】
　前記現在のジェスチャ状態を判定する前記工程は、開始入力位置から前記ジェスチャ入
力の第１の軸に沿った現在の変位の方向の一部と、前記ジェスチャ入力の期間の一部とに
基づくことを特徴とする請求項１に記載の方法。
【請求項１４】
　前記選択された動作が現在のナビゲーションビューから前記デジタルコンテンツ項目を
削除する場合、前記ナビゲーションビュー外へのデジタルコンテンツ項目の移動をアニメ
ーション化する工程をさらに含むことを特徴とする請求項１に記載の方法。
【請求項１５】
　前記選択された動作を前記デジタルコンテンツ項目へ適用する前記工程は、
　複数の動作オプションを有する二次ビューを表示する工程と、
　前記二次ビューの前記複数の動作オプションの１つを選択するオプション入力を受信す
る工程と、を含み、
　前記選択された動作は、前記受信したオプション入力に従って適用されることを特徴と
する請求項１に記載の方法。
【請求項１６】
　前記現在のジェスチャ状態を判定する前記工程は、前記追跡したジェスチャ入力に含ま
れるタッチ入力ポイントの数の少なくとも一部に基づくことを特徴とする請求項１に記載
の方法。
【請求項１７】
　前記現在のジェスチャ状態へマッピングされる前記動作を識別する前記工程は、
　前記デジタルコンテンツ項目のコンテンツの種類、又は、
　アプリケーションナビゲーションコンテキスト
　の１つ以上における少なくとも一部に基づくことを特徴とする請求項１に記載の方法。
【請求項１８】
　前記デジタルコンテンツ項目は、
　メディアファイル、
　電子メールメッセージ、又は、
　アプリケーションの通知ビュー内に表示される通知
　の１つ以上を含むことを特徴とする請求項１に記載の方法。
【請求項１９】
　前記ジェスチャ入力は、タッチセンサー式のユーザインタフェースとビジュアルジェス
チャ入力インタフェースからなるグループから選択されるインタフェースを用いて検出さ
れ、かつ、追跡されることを特徴とする請求項１に記載の方法。
【請求項２０】
　ディスプレイを有するコンピューティングデバイスを制御する方法であって、前記方法
は、
　前記ディスプレイ上のユーザインタフェースにレンダリングされる、デジタルコンテン
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ツ項目に対応するグラフィック表現内でのジェスチャ入力の開始を検出する工程と、
　前記デジタルコンテンツ項目に対応する前記グラフィック表現での前記ジェスチャ入力
を追跡する工程と、
　前記追跡されたジェスチャ入力に基づき、複数のジェスチャ状態のセットから現在のジ
ェスチャ状態を判定する工程と、
　前記現在のジェスチャ状態へマッピングされる動作に対応するグラフィックをレンダリ
ングする工程であって、レンダリングする前記工程は、第１の軸に沿った前記デジタルコ
ンテンツ項目に対応する前記グラフィック表現の移動をアニメーション化する工程と、前
記移動によって現れる画面領域に前記動作に対応する前記グラフィックを見せる工程と、
を含む、工程と、
　前記動作を前記デジタルコンテンツ項目へ適用する工程と
を含むことを特徴とする方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、一般にメッセージングインタフェースの分野に関し、特に、メッセージング
インタフェースの分野におけるメッセージを整理する新規の有用なシステム及び方法に関
する。
【背景技術】
【０００２】
　電子メールは、現代社会において広く普及した通信形態である。電子メールは、他者と
やり取りするためのツールを超えて、ユーザの生活及びビジネスを整理及び管理するため
のツールに成長した。多くのユーザは、タスクを管理するための方法として電子メールを
使用する。しかし、電子メールを介して通信されるコンテンツの量が増加し続けると考え
られるため、ユーザは毎日受信するメッセージの量の管理に苦労している。同時に、ユー
ザはモバイルコンピューティングに益々依存するようになっている。デスクトップ上で使
用可能な多くの整理ツールは、ハンドヘルド又はタブレットモバイルコンピューティング
デバイスに対するインタフェースにならない。従って、メッセージングインタフェースの
分野において、メッセージを整理する新規の有用なシステム及び方法を作成する必要があ
る。本発明は、そのような新規の有用なシステム及び方法を提供する。
【発明の概要】
【０００３】
　デジタルコンテンツ機能を整理及び分類するシステム及び方法により、装置上でデジタ
ルコンテンツと対話する場合の直感的で自然なインタフェースが可能になる。本システム
及び方法は、現在有効なメッセージコレクションに従って、ジェスチャに関連付けられた
動作をデジタルコンテンツに適用する。ジェスチャ／動作マッピングは、軸に沿うジェス
チャの方向性及び大きさと、同一の軸に沿う無効なメッセージコレクションの仮想位置と
に依存することができる。順序を付けられたコンテンツコレクション、積み重ねられたコ
ンテンツコレクション又は並べられたコンテンツコレクションの間でのメッセージのプッ
シュをシミュレートするために新しいメッセージコレクションにナビゲートした場合、入
力ジェスチャ及び分類動作は動的に再マッピングされる。方法は、少なくとも３つのコレ
クションの間で分類するために主に使用されるが、４つ、５つ又はあらゆる適切な数のコ
レクションに更に適用可能である。方法は、移動装置、ウェアラブルコンピュータ、タブ
レットコンピューティングデバイス又は何らかの適切なコンピューティングデバイス等の
画面面積が制限される装置において効果的で自然なコンテンツ分類機能を可能にするため
に適用される場合に特定の利点を有することができる。
【０００４】
　好適な一実施形態のデジタルコンテンツにジェスチャ入力を適用するシステム及び方法
は、デジタルコンテンツのジェスチャに基づく管理を可能にするように機能できる。シス
テム及び方法において、動作は、追跡されたジェスチャ入力に基づいてデジタルコンテン
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ツ項目に選択的に適用可能である。単一のジェスチャ入力は、各ジェスチャ状態がマッピ
ングされた動作を有する異なるジェスチャ状態の間を漸進的に移行できる。マッピングさ
れた動作のグラフィカルレンダリングは、ジェスチャ入力がジェスチャ状態の間を移行す
る際に現在選択されている動作のユーザフィードバックを提供する。システム及び方法の
利点は、単一の接触イベントにより、異なる動作の可能性を検討でき且つデジタルコンテ
ンツ項目に対する所望の動作を選択的に呼び出せることである。システム及び方法は、ス
クロール可能又はナビゲーション可能な他のデジタルコンテンツ項目のコレクション内に
存在するデジタルコンテンツ項目に動作が適用されるようにするために、特定のアプリケ
ーションを有することができる。方法は、移動装置、ウェアラブルコンピュータ、タブレ
ットコンピューティングデバイス又は何らかの適切なコンピューティングデバイス等の画
面面積が制限される装置において効果的で自然なコンテンツ分類機能を可能にするために
適用される場合に特定の利点を有することができる。方法は、異なるデジタルコンテンツ
コレクションの間で分類するために主に使用されるが、他の形態のデジタルコンテンツに
更に適用可能である。
【図面の簡単な説明】
【０００５】
【図１】図１は、本発明の好適な一実施形態のシステムを概略的に示す図である。
【図２】図２は、メッセージ項目をギャラリで提示しているメールボックスビュー制御器
を概略的に示す図である。
【図３】図３は、メッセージ項目をスタックビューで提示しているメールボックスビュー
制御器を概略的に示す図である。
【図４】図４は、ナビゲーションビュー及び各ビューにおける対応するジェスチャ状態／
動作マッピングを概略的に示す図である。
【図５】図５は、本発明の好適な一実施形態の方法を示すフローチャートである。
【図６】図６は、本発明の好適な一実施形態の方法の例示的な実現例を概略的に示す図で
ある。
【図７Ａ】、
【図７Ｂ】、
【図７Ｃ】、
【図７Ｄ】、
【図７Ｅ】、
【図７Ｆ】、
【図７Ｇ】図７Ａ～図７Ｇは、漸進的なジェスチャ状態を例示する図である。
【図８】図８は、種々のジェスチャ状態を経て進行するジェスチャ入力を例示する図であ
る。
【図９Ａ】、
【図９Ｂ】、
【図９Ｃ】、
【図９Ｄ】、
【図９Ｅ】図９Ａ～図９Ｅは、好適な一実施形態を概略的に例示する図である。
【図１０Ａ】、
【図１０Ｂ】図１０Ａ及び図１０Ｂは、第２の好適な実施形態の方法を概略的に示す図で
ある。
【図１１】図１１は、第３の好適な実施形態の方法を示すフローチャートである。
【図１２】図１２は、同時に受信した入力と共に使用されている例示的なファイルシステ
ムの実現例を概略的に示す図である。
【図１３】図１３は、リモートに受信した入力と共に使用されている例示的なファイルシ
ステムの実現例を概略的に示す図である。
【図１４】図１４は、クラウドを利用するファイルシステムの実現例の例示的なジェスチ
ャ状態／動作マッピングを概略的に示す図である。
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【図１５】図１５は、メディアコンテンツに対する一実現例を概略的に示す図である。
【図１６】図１６は、通知コンテンツに対する一実現例を概略的に示す図である。
【図１７】図１７は、表示領域が小さいコンピューティングデバイスに対する一実現例を
概略的に示す図である。
【図１８】図１８は、メッセージを分類する方法を概略的に示す図である。
【図１９Ａ】、
【図１９Ｂ】図１９Ａ及び図１９Ｂは、現在有効なコレクションに従ってメッセージ項目
をコレクションに移動することを概略的に示す図である。
【発明を実施するための形態】
【０００６】
　本発明の好適な実施形態の以下の説明は、本発明をそれらの好適な実施形態に限定する
ことを意図せず、当業者が本発明を作成及び使用できるようにすることを意図する。
１．メッセージを整理するシステム
　図１に示すように、好適な一実施形態のメッセージを整理するシステムは、ディスプレ
イと、メッセージクライアント１１０、メールボックスビュー制御器１２０及びジェスチ
ャ検出エンジン１３０を含むアプリケーションとを有するコンピューティングデバイスを
含んでもよい。システムは、メールボックスのメッセージを分類及び管理するための対話
型インタフェースをレンダリングするように機能する。システムは、ユーザがジェスチャ
インタフェースを介して素早く且つ直感的に電子メールを管理できるようにする。システ
ムは、メッセージに直接適用されたジェスチャを介して管理されるメールボックス整理構
成を提供できる。システムは電子メールアカウントとインタフェースするように構成可能
であるが、その代わりに又はそれに加えて、ソーシャルネットワークメッセージング、ニ
ュースストリーム、タスクリスト又は何らかの適切な更新された情報コレクション等の別
の情報ストリームと共に使用されてもよい。
【０００７】
　好適な一実施形態のコンピューティングデバイス及びディスプレイは、ユーザに対する
インタフェースを処理し且つレンダリングするように機能する。コンピューティングデバ
イスはスマートフォン等の移動装置であってもよいが、あるいは、タブレット、デスクト
ップコンピュータ、ゲームシステム、ＴＶに接続されたコンピューティングデバイス、ウ
ェアラブルコンピューティングデバイス又は何らかの適切なコンピューティングデバイス
であってもよい。装置は、ジェスチャ入力を検出できる入力装置を含むことができる。入
力装置はタッチスクリーンであるのが好ましいが、あるいは、ユーザの動き／画像検出シ
ステム、装置の動きセンサ、カーソル位置決め装置（例えば、マウス又はトラックパッド
）又は何らかの適切な入力装置であってもよい。
【０００８】
　好適な一実施形態のメッセージクライアント１１０は、メッセージの送出、受信及び操
作を管理するように機能する。メッセージクライアント１１０は、コンピューティングデ
バイス上で動作可能なネイティブアプリケーションであるのが好ましい。あるいは、メッ
セージクライアント１１０は、ウェブベースアプリケーション、オペレーティングシステ
ムに基づくサービス、通知サービス、第２のアプリケーション内で動作可能なフレームワ
ーク、又はユーザ対話を定義するコンピュータ可読命令を格納した何らかの適切なコンピ
ュータ可読媒体であってもよい。メッセージクライアント１１０は、メッセージサービス
プロバイダのサーバ、メッセージサービスプロバイダに対するプロキシであるメールボッ
クスサービスのサーバ又は何らかの適切なメッセージングサービスと通信するのが好まし
い。メッセージクライアント１１０は、電子メールアカウントを管理するのが好ましい。
あるいは、メッセージクライアント１１０は、ソーシャルネットワークメッセージング、
インスタントメッセージング、情報ストリーム又は何らかの適切なメッセージ供給元を管
理してもよい。メッセージクライアント１１０は、メッセージを受信し、レンダリングさ
れたインタフェースに当該メッセージを適切に組み込むのが好ましい。更に、メッセージ
クライアント１１０はメッセージを送出してもよい。更に、メッセージクライアント１１



(7) JP 6352377 B2 2018.7.4

10

20

30

40

50

０は、ジェスチャ検出エンジンにより検出された入力をメッセージサービスプロバイダに
対して変換された対応する応答動作に変換するのが好ましい。例えば電子メールをリスト
に移動することは、メッセージサービスプロバイダ上でフォルダを作成すること及びメッ
セージをフォルダに追加することを含んでもよい。メッセージをごみ箱に移動することは
、メッセージシステムプロバイダ上で削除するためにメッセージを待ち行列に入れてもよ
い。
【０００９】
　好適な一実施形態のアプリケーションのメールボックスビュー制御器１２０は、装置の
ディスプレイ上にインタフェースをレンダリングするように機能する。メールボックスビ
ュー制御器１２０は、メッセージをメッセージ項目のリストとして示すのが好ましい。あ
るいは、ジェスチャ入力を介して動作を適用できるメッセージ項目は、図２に示すような
ギャラリビュー、図３に示すようなスタックビュー、カバーフロービュー、カードビュー
内、文書／記事ビュー内、あるいはメールボックス項目の何らかの適切なビューで提示又
はレンダリングされてもよい。更に、メールボックスビュー制御器１２０はジェスチャ検
出エンジン１３０と協働して、ジェスチャが進行中に入力フィードバックをレンダリング
する。例えばユーザがメッセージ上で接触接点を水平方向にスライドすると、計画された
実行に従って現在のジェスチャ状態の動作が表示される。更に、メッセージは、ジェスチ
ャ入力に応じてアニメーション化されるのが好ましい。アニメーションは、ジェスチャ入
力の変位に比例して水平方向にスライドするアニメーションであるのが好ましい。この場
合、水平方向は第１の軸を示すことを意味する。第１の軸は、スクロール軸に対して垂直
であるか又はスクロール軸と区別可能であるのが好ましい。例えばジェスチャがほぼ水平
方向である場合、ビューは垂直軸に沿ってスクロール可能であるのが好ましい（スクロー
ルが有効な場合）。
【００１０】
　メールボックスビュー制御器１２０は、メッセージの全文、アカウントのリスト／フォ
ルダ／ストリーム、及び／又はアプリケーションインタフェースの何らかの適切な部分を
表示するように更に構成されてもよい。１つの好適な変形例において、メールアカウント
のディレクトリ（例えば、フォルダ又はリスト）のナビゲーションは、ディレクトリの場
所の整合性のある認知マッピングとジェスチャ／動作による分類動作とを助長するインタ
フェース対話を介してアクセスされる。ナビゲーションインタフェースは、メッセージク
ライアント１１０が整合性のあるシミュレーションされたグラフィカルな順序／構成を提
供するために制御する順序付きビューセットを含むのが好ましい。ナビゲーションビュー
は、ペイン、モーダルビュー、アプリケーション動作モード、あるいはインタフェース要
素を含む何らかの適切な表示状態であることができる。位置構成は、水平軸に沿って整列
されるのが好ましく、ビューは、一度に限られた数のビューのみが有効であるほぼモジュ
ール構造であるのが更に好ましい（例えば、電話では１つのモジュールビューが有効であ
り、タブレットでは並列な２つのモジュールビューが有効であってもよい）。図４に示す
ように、ナビゲーションインタフェースのビューは、第１の位置にオプションのリストス
トリームビューを含み、第２の位置に保留メッセージストリームビューを含み、第３／中
央のビューに受信箱を含み、第４のビューにアーカイブストリームビューを含んでもよい
。上述のように、ジェスチャに対応する動作は現在のナビゲーションビューの順序にマッ
ピングするのが好ましく、ナビゲーションビューを変更することは、ジェスチャ状態にマ
ッピングされる動作のインデックスを再構築することを含むことができる。実際、ジェス
チャは、ナビゲート可能な方向（例えば、右又は左）にナビゲーション位置が１つ又はオ
プションで２つ離れた種々のカテゴリへのメッセージの分類をシミュレートするように機
能するため、ビュー間をナビゲートすることはユーザが「到達」できる動作に影響を及ぼ
すことができる。１つの変形例において、整合性のあるインデックス付けは、中央のビュ
ー（例えば、受信箱）及び隣接するナビゲーションビュー内で維持されるのが好ましい。
場合によっては、対応するナビゲーションに基づくマッピングに直接従うことにより重要
な動作へのアクセスが失われるため、モデルが壊れてもよい。例えばリストストリームビ
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ューを閲覧している場合、マッピングは、受信箱に追加する動作、リマインダ条件を設定
する動作及びアーカイブに入れる動作を含んでもよい。あるいは、メールボックスビュー
制御器は構成要素の何らかの適切な組み合わせに分割されてもよい。
【００１１】
　更に、メールボックスビュー制御器１２０は、ジェスチャ／動作マッピングに関する認
知的合図及びフィードバックを補強するために、ナビゲーションビュー及び／又はメッセ
ージ項目のグラフィカルアニメーションを利用できる。例えばジェスチャ状態は、軸に沿
うスワイプ接触イベントに依存するのが好ましい。進行中のジェスチャを検出した場合、
メッセージメールボックスビュー制御器１２０は、現在の動作を伝えるＵＩ要素を示すの
と同時にメッセージ項目をアニメーション化するように構成されるのが好ましい。スワイ
プ接触イベントが完了すると、メッセージ項目は、動作に対応するビューの方向に画面か
ら消えるようにアニメーション化されるのが好ましい。
【００１２】
　好適な一実施形態のジェスチャ検出エンジン１３０は、ユーザ入力を解析してメッセー
ジクライアントによる動作に変換するように機能する。ジェスチャ検出エンジン１３０は
、異なる種類の入力ジェスチャを識別するために何らかの数のヒューリスティックを実行
するのが好ましい。種々のメッセージ動作に対応する複数の定義済みのジェスチャが存在
するのが好ましい。ジェスチャ検出エンジン１３０は、タッチスクリーン装置の接触イベ
ントに結合されるのが好ましい。検出されるジェスチャは、スクロール又はコンテンツナ
ビゲーションの接触ジェスチャの検出（例えば、ユーザインタフェースのスクロールビュ
ーにより提供される）に対して直交するのが更に好ましい。換言すると、ジェスチャ検出
エンジン１３０は、他のジェスチャの機能性と衝突しない種々のジェスチャ状態を検出す
る。説明されるジェスチャ検出構成の更なる利点は、対話要素が常に提示されることをイ
ンタフェースが必要としないためコンテンツに対する画面領域が増加することである。ジ
ェスチャ検出エンジン１３０は、直感的で発見的なユーザ入力インタフェースを維持しつ
つ当該利点を達成できるのが好ましい。タッチデバイスのジェスチャ検出エンジン１３０
は、接触の開始位置、接触の動きの方向、接触の動きの速度、接触の動きの加速、接触の
動きの距離、接触の動きの時間経過、接触入力の圧力、接触入力の数、複数の接触入力の
関係、画面外の縁での接触イベント（画面内又は画面外へのスワイプ）及び／又は接触入
力の何らかの適切なパラメータを処理するのが好ましい。ジェスチャ検出エンジン１３０
は、受信した入力中に判定されたジェスチャ状態を継続的に更新して、現在のジェスチャ
状態、ジェスチャ状態の対応する動作及び何らかの適切なレンダリングの更新をユーザイ
ンタフェースに反映し、現在の状態を反映するのが好ましい。タッチベースデバイスは、
表示されたユーザインタフェースに直接適用される接触入力を含むのが好ましい。例えば
ユーザは、画面上に表示されたメッセージ項目に触れる。あるいは、接触イベントは直接
適用されなくてもよい。例えばウェアラブルコンピューティングデバイスにおいて、ユー
ザインタフェースがヘッドアップディスプレイに表示される場合、接触は異なる物理構成
要素（例えば、眼鏡のアーム）上で検知されてもよい。別の実施形態において、ジェスチ
ャ検出エンジン１３０は、視覚システムにより検出される自然なユーザの動きを処理する
。手の動きは接触ジェスチャパターンと同様のジェスチャパターンを有してもよいが、追
加の又は別のジェスチャが使用されてもよい。同様に、装置の動きを動作に変換するため
に、移動装置の加速度計及びジャイロスコープセンサ等の装置の動きセンサが使用されて
もよい。更に別の変形例として、デスクトップコンピュータはマウス又はトラックパッド
等のカーソル入力装置を使用して入力を受信できるのが好ましく、それらのジェスチャが
動作に変換されてもよい。ジェスチャは、入力装置の形態に対して構成されるのが好まし
い。
２．メッセージを整理する方法
　図５に示すように、好適な一実施形態のメッセージを整理する方法Ｓ１００は、メッセ
ージストリームを受信すること（Ｓ１１０）と、少なくとも１つのメッセージに対する開
始されたジェスチャを検出すること（Ｓ１２０）と、ジェスチャ状態を追跡すること（Ｓ
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１３０）と、ジェスチャ状態の動作を識別すること（Ｓ１４０）と、最終ジェスチャ状態
に従ってメッセージにメッセージ動作を適用すること（Ｓ１５０）とを含んでもよい。方
法は、メッセージングシステムのジェスチャに基づく管理を可能にするように機能する。
受信メッセージは、すぐに制御不能な量になる場合があるため、方法は、メッセージの管
理を単純化するために、ユーザが容易にメッセージを分類し且つメッセージに自動動作を
適用できるようにする。方法は、電子メールアカウントの管理に使用されるのが好ましい
が、あるいは、あらゆる適切なメッセージングシステム、イベント又はコンテンツストリ
ームに使用されてもよい。方法は、メッセージ動作にマッピングされるジェスチャのコレ
クションに依存するのが好ましい。ジェスチャ及びメッセージ動作は、本明細書中で説明
するものに限定されず、本明細書中で示し且つ／又は説明するジェスチャ及びメッセージ
動作のあらゆる適切なジェスチャ／動作マッピング及びあらゆる適切な代替例を含んでも
よい。
【００１３】
　メッセージストリームを受信することを含むステップＳ１１０は、メッセージ供給元と
インタフェースするように機能する。メッセージクライアントは、メッセージの受信を管
理するのが好ましい。メッセージストリームは、同一のフォルダ、リスト、タグ、カテゴ
リ又はグループのメッセージの時系列順リストであるのが好ましい。あるいは、ストリー
ムは、アルファベット順又は何らかの適切な方法で順序を付けられてもよい。方法は、メ
ッセージのあらゆる適切なリスト又はストリームに対して動作できるのが好ましい。方法
は、電子メールアカウントの受信箱フォルダを分類するために主に使用されてもよいが、
方法は、整理を向上するために、送信メッセージ、他のメッセージストリーム、メッセー
ジ又はメッセージスレッドの詳細なビュー、あるいは何らかの適切なコンテンツストリー
ムに対して更に使用されてもよい。メッセージストリームは１つのメッセージングアカウ
ントに対するものであるのが好ましいが、更に、複数のメッセージングアカウントに対す
るものであってもよい。同様に、ストリームはメッセージストリームであるのが好ましい
が、ストリームは、通知／警報ストリーム、ファイルパス内のファイルのリスト又は何ら
かの適切な動作可能な項目のコレクションであってもよい。好適な一実施形態は、図６に
示すように、受信箱メッセージストリーム、条件付きメッセージストリーム、リストスト
リーム、アーカイブストリーム及びごみ箱ストリームを含むのが好ましい。新規メッセー
ジ及び／又は更新されたメッセージ（例えば、リマインドのためにトリガされた電子メー
ル）は、受信箱メッセージストリームに現れるのが好ましい。条件付き（「保留」）メッ
セージストリームは、条件を満たした時にメッセージをメールボックスストリームに移動
するようにカスタマイズされてもよい返信保留リストであるのが好ましい。１つの変形例
において、条件付きメッセージストリームは、特定の条件が満たされるまで受信箱からメ
ッセージを除去する保留スチームである。条件は、時間条件であるのが好ましい。例えば
メッセージが条件付きメッセージストリームに移動された後に１週間後に受信箱ストリー
ムに移動されるように、メッセージに動作が適用されてもよい。それに加えて又はその代
わりに、条件は、アクセス装置（例えば、電話、タブレット、業務用コンピュータ、家庭
用コンピュータ）、地理位置、他のユーザとの距離（例えば、Ａｎｇｅｌａ及びＡｌｅｘ
の近くにいる場合にメッセージを受信箱に移動する）、他の動作（例えば、別の電子メー
ルに返信した）、並びに／あるいは、あらゆる適切な条件に基づくことができる。リスト
ストリームは、メッセージの何らかの適切なグループ化である。ユーザが生成したラベル
又はカテゴリを使用してメッセージをグループ化するのが好ましい。アーカイブメッセー
ジストリームは、一般にそれ以上の動作を必要としないメッセージに対して使用されても
よい。ごみ箱ストリームは、自動削除又はユーザによる削除を待機しているメッセージを
含むのが好ましい。方法は、あらゆる適切な数のストリーム及びストリームの種類を使用
してもよい。また、ストリームのメッセージとのジェスチャに基づく対話は、あらゆる適
切なメッセージストリームに対して実行されてもよい。
【００１４】
　少なくとも１つのメッセージに対する開始されたジェスチャを検出することを含むステ
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ップＳ１２０は、メッセージに対して実行される動作を判定するジェスチャ追跡を開始す
るように機能する。開始されたジェスチャは、ジェスチャ入力とスクロール等の他のユー
ザ対話入力とを区別するように機能するジェスチャ条件を対話イベントが満たした後に検
出されるのが好ましい。ジェスチャは、少なくとも単一の接触イベントを検出した後に接
触点が第１の軸にほぼ沿う方向（例えば、水平方向）に移動した場合に開始されるのが好
ましい。タップ又は垂直なスワイプは、メッセージの開封又はスクロール等の他の形態の
ユーザ対話入力として検出されるのが好ましい。ジェスチャの始点に基づいて、メッセー
ジが動作対象メッセージとして選択されるのが好ましい。接触イベントがメッセージのビ
ューの場所と一致するインタフェースの座標において生じる場合、メッセージが選択され
る。１つの変形例において、複数のメッセージは垂直スクロールリストに表示される。別
の変形例において、複数のメッセージはギャラリグリッドスクロールビューに表示される
。更に別の変形例において、複数のメッセージはスタックメッセージビューに表示される
。所望のメッセージにおいて接触ジェスチャを開始し且つ接触点をスクロール方向にほぼ
垂直に（例えば、垂直スクロールの軸から４５°～９０°の角度で）移動することにより
、メッセージをジェスチャ動作に対して選択できる。１つの軸に沿う接触イベントの変位
のみがジェスチャ状態の評価において考慮されるのが更に好ましい（例えば、水平なｘ軸
のみが考慮される）。リストビューではなく詳細ビューにおいてメッセージを閲覧してい
る（例えば、メッセージ又はメッセージスレッドの全文を表示している）場合、ジェスチ
ャはメッセージビューのあらゆる位置から開始できるのが好ましい。画面面積が更に制限
される装置（腕時計、眼鏡及び他のウェアラブルコンピューティングデバイス等）に対す
るインタフェースにおいて、一度に１つのメッセージ項目が提示されてもよく、あらゆる
開始されるジェスチャは当該項目に関する。あるいは、メッセージは何らかの適切なヒュ
ーリスティックに従って選択されてもよい。
【００１５】
　ジェスチャ状態を追跡することを含むステップＳ１３０は、ジェスチャ入力を漸進的に
追跡するように機能する。入力は、ジェスチャ入力が進行中に追跡されるのが好ましい。
例えばジェスチャ認識エンジンは、ユーザが画面上で指を動かしている間にジェスチャ状
態を更新するのが好ましい。ジェスチャの漸進的な追跡は、ユーザがジェスチャを実行中
にジェスチャをフィードバックできるように機能する。ジェスチャの漸進的な追跡は、ジ
ェスチャを前のジェスチャ状態に戻すように、関係する漸進的なジェスチャ状態のセット
を変更するように及び／又はジェスチャをキャンセルするように更に機能してもよい。別
の方法として、ジェスチャ状態を追跡することは、初期入力点から第１の軸に沿う入力の
変位を追跡することと、追跡された入力の変位を順序付きジェスチャ状態のセットにマッ
ピングすることと、マッピングされたジェスチャ状態の動作を識別することとを含むこと
ができる。ジェスチャ入力は、装置の種々の示されたインタフェースを介して供給される
のが好ましい。その場合、未処理の又はパラメータ化されたジェスチャ入力（例えば、接
触イベント及び接触点の座標）を使用して、現在のジェスチャ状態を計算する。本明細書
中で説明するように、１つの好適な変形例は、第２のジェスチャ状態の入力変位より大き
い第１の軸の第１の方向における入力変位にマッピングされた第２のジェスチャ状態を有
し、同様に、変形例は、第４のジェスチャ状態の入力変位より大きい第１の軸の第２の方
向における入力変位に第３のジェスチャ状態をマッピングすることを含むことができる。
【００１６】
　方法は、現在のジェスチャ状態のグラフィック表現を表示することを更に含んでもよい
。ジェスチャ状態のグラフィックは、テキストによる指示、色による指示、グラフィック
による指示、グラフィックによる大きさの変化及び／又は現在のジェスチャ状態に対する
何らかの適切な視覚的合図を含むのが好ましい。メッセージ項目は、ジェスチャ入力と共
にアニメーション化されるのが好ましい。１つの好適な変形例において、メッセージ項目
は、ジェスチャ入力に比例してジェスチャの軸に沿ってスライドする。ジェスチャ状態の
グラフィックは、移動されたメッセージ項目により示される領域内に表示されるのが好ま
しい。示される領域は、以前にメッセージ及び／又はデジタルコンテンツ項目の内容が使
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用していた画面の領域である。移動又は平行移動されると、画面の領域が示され、ジェス
チャの現在の状態に関する情報を伝えるため使用できる。他の変形例は、メッセージ項目
の透明度を変更すること、メッセージ項目を変形すること、メッセージ項目のプロパティ
を変更すること（例えば、色を変更すること）、重なったアイコンを示すこと又は他の適
切な方法を含んでもよい。あるいは、方法は、音声又は触覚フィードバック等のジェスチ
ャ状態フィードバックを生成してもよい。ジェスチャ状態は、ジェスチャの完了時に実行
される動作に直接対応するのが好ましい。何らかの適切なヒューリスティック、条件付き
論理、機械学習及び／又は他の適切なアルゴリズムがジェスチャを追跡するために使用さ
れてもよい。ジェスチャは、変化する漸進的な順位を有してもよい。換言すると、ジェス
チャは、第１の状態、第２の状態、第３の状態等を有してもよい。漸進的な順位の状態は
、最初に先行のジェスチャ状態を通過する必要のあるジェスチャを特徴としてもよい。例
えば第２のジェスチャ状態は、第１の状態から第２の状態に移行するジェスチャをユーザ
が行うことにより取得されてもよい。順序付きジェスチャ状態を経る進行は、ユーザイン
タフェースにおいて反映されてもよい。あるいは、ジェスチャエンジンは、ジェスチャ状
態が定義されてもよい計測値として入力を変換してもよく、ジェスチャは漸進的に検出さ
れなくてもよい。更に、異なる種類のジェスチャが存在してもよい。第１の好適な実施形
態において、各々が第１の状態及び第２の状態を有する２つの種類のジェスチャが存在す
る。あるいは、ジェスチャはあらゆる適切な方法で定義されてもよい。
【００１７】
　好適な一実施形態において、方法は、各々が第１の状態及び第２の状態を有する少なく
とも２つの種類のジェスチャ（すなわち、少なくとも４つの異なるジェスチャ）を検出す
る。第１の種類のジェスチャは、ほぼ左側にスワイプすることを特徴としてもよい。第２
の種類のジェスチャは、ほぼ右側にスワイプすることを特徴としてもよい。この場合、左
側及び右側は軸に沿う異なる方向を定義する。双方の種類のジェスチャに対して、スワイ
プの距離、速度、加速度及びタイミングを要素として、動作が一次ジェスチャか又は二次
ジェスチャかが判定される。一般に、スワイプは、左側への短いスワイプ、左側への長い
スワイプ、右側への短いスワイプ及び右側への長いスワイプとして説明されてもよい。固
有のジェスチャ状態が動作なしで存在してもよく、これは、両方向における最小限のスワ
イプに対して定義されてもよい。スワイプは、ユーザ入力の少なくとも一点の平行移動又
は変位であるのが好ましい。メッセージビューの一点から開始して右側にほぼ水平に短く
且つ／又はゆっくり移動する接触イベントは、図７Ａ及び図７Ｃに示すように第１の状態
のジェスチャであるのが好ましい。メッセージビューの一点から開始して右側にほぼ水平
に長く且つ／又は高加速で移動する接触イベントは、図７Ｂ及び図７Ｄに示すように第２
のジェスチャであるのが好ましい。別の変形例として、接触の動きのタイミングがジェス
チャ状態に影響を及ぼしてもよい。例えばスワイプ中に動きを休止する度に、新しいジェ
スチャ状態に移行してもよい。これは、複数回休止することによりユーザが上位のジェス
チャを行えるように機能してもよい。同様の変形例において、ジェスチャの方向の変更が
上位及び／又は下位のジェスチャに移行するために使用されてもよい。例えば前後にジグ
ザグに移動する接触は、異なる順序のジェスチャ状態間でシフトするために使用されても
よい。更に、異なるジェスチャ状態間の閾値は、ユーザの予想に従って調整可能である。
あるいは、閾値は、個々のユーザのパターンに従って異なるアプリケーションインスタン
スにおいて自動設定可能である。第１の方向における２つのジェスチャ状態間の閾値は、
ジェスチャ入力を生成するために使用される入力手段に比例してもよい。タッチスクリー
ンにおいて、入力手段は通常は１本の指であるが、あるいは、複数の指又はスタイラスで
あってもよい。視覚に基づくシステムにおいて、入力手段は手全体、腕、制御器オブジェ
クト又は何らかの適切な視覚的に追跡されるオブジェクトであってもよい。第１のジェス
チャ状態は、ジェスチャ入力が平均的な入力手段の幅とほぼ同じ距離（平均的な入力手段
の幅の７５％～１２５％）を移動した場合に有効にされるのが好ましい。第２のジェスチ
ャ入力は、ジェスチャ入力が平均的な入力手段の幅の約３倍の距離を移動した場合に、第
２の漸進的に順序を付けられたジェスチャ状態を有効にする。平均的な入力手段を１単位
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とすると、第１のジェスチャ状態と第２のジェスチャ状態との間の移行は２～４単位で生
じ、３単位で生じるのが好ましい。タッチデバイスにおいて、これは、１６３ｐｐｉの解
像度を有する画面上の約６０画素及び約２００画素の閾値に換算できる。例示的な一実現
例において、１つの方向におけるジェスチャ状態間の閾値は２００画面単位である（例え
ば、２００画素又は高解像度画面で４００画素）。２００単位未満の右側へのスワイプは
、図７Ｅに示すように第１のジェスチャ状態であるのが好ましく、２００単位を上回る右
側へのスワイプは、図７Ｆに示すように第２のジェスチャ状態であるのが好ましい。更に
、第１のジェスチャ状態は最小限の時間（例えば、２５０ミリ秒）有効であるのが好まし
い。換言すると、２５０ミリ秒以内に完了／終了するジェスチャ入力スワイプ（例えば、
相対的に速いスワイプ）は、図７Ｇに示すように速いスワイプとして変換される。これは
、素早いスワイプが、二次ジェスチャ状態を示す強力なジェスチャとして解釈されるので
はなく第１の漸進的に生じる動作であることを意図するユーザのパターンに基づく。ある
いは、時間閾値は、速い又は素早いジェスチャにマークを付けるためのあらゆる適切な値
であってもよい。そのような時間制限は、装置の種類及び／又は装置の入力検知方法に基
づいてもよい。あるいは、ジェスチャ状態の検出に対する他の条件が使用されてもよい。
上述のように、ジェスチャはタッチデバイス以外からの入力であってもよい。例えば装置
のセンサの入力が同様に使用されてもよい。一実施形態において、装置を右側に傾けるこ
とが種類（例えば、右ジェスチャ又は左ジェスチャ）を示してもよく、装置を平行移動す
ることにより、ジェスチャのジェスチャ状態が進行する。画面の縁を越えて移動する接触
入力を実行することが、ジェスチャ状態を設定する条件として更に使用されてもよい。画
面の縁を越えて移動するジェスチャ入力を検出することは、接触検知領域上又は接触検知
領域外への移動を含むのが好ましい。１つの変形例において、最初の接触入力位置が画面
の縁に非常に近い場合、接触検知領域上への移動が検出される。最後の接触入力位置が画
面の縁に非常に近い場合、接触画面外への移動が検出される。他のジェスチャ状態変更子
は、接触入力の数であってもよい。例えばディスプレイ上の指の数によりジェスチャ状態
が増加してもよい。あるいは、あらゆる適切なジェスチャヒューリスティックが使用され
てもよい。
【００１８】
　ジェスチャ状態の動作を識別することを含むステップＳ１４０は、検出されたジェスチ
ャに動作をマッピングするように機能する。各ジェスチャは、メッセージに実行する動作
に対応するのが好ましい。更に、複数のジェスチャが単一の動作に対応してもよく、この
ことは、ジェスチャの種々の変形が結果として同一の動作を発生させるように機能しても
よい。例えば一次ジェスチャは、右側への短く素早いスワイプ又は長く遅いスワイプを含
んでもよい。動作は、メッセージに対する分類動作であるのが好ましい。例えば動作は、
アーカイブ、ごみ箱、カスタムリスト、リマインダストリーム、星印／マーク付きストリ
ーム、タスクリスト及び／又は何らかの適切なストリーム／ディレクトリ／カテゴリへの
移動を含んでもよい。好適な一実施形態において、ジェスチャは、ストリームのナビゲー
ションにも対応する動作に対応する。例えばリストのナビゲーションは、メインの受信箱
を中央に配置したストリームの右左の構成を強調するか又は表すように構成されるのが好
ましい。例えばリストを受信箱からカスタムリストに移動するには左側への長いスワイプ
を必要とするのが好ましく、カスタムリストは左端へのボタンを選択することによりアク
セスされ且つ閲覧されてもよい。このように、ナビゲーション及びジェスチャは、カスタ
ムリスト左端の位置を強調することにより一致する。
【００１９】
　いくつかのストリームは、メッセージを変更するか又はメッセージの管理に対する条件
付き論理を実行してもよい。メッセージは、条件が満たされた後にメッセージをリマイン
ダストリームから条件付きで移動するリマインダストリームに追加されてもよい。条件は
期間であるのが好ましいが、あるいは、ユーザの地理位置、他のユーザの絶対地理位置、
装置のユーザに対する他のユーザの地理位置、メッセージの別の受信者による返信、別の
メッセージへの返信、装置のアクセス（例えば、デスクトップコンピュータ上で次回アク
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セスした時）、複数の条件に対するブール論理の組み合わせ、プログラム論理（例えば、
アプリケーションプログラミングインタフェース（ＡＰＩ）を介してアクセスされる）及
び／又はあらゆる適切な条件であってもよい。メッセージは、条件が満たされた後に受信
箱に移動されるのが好ましいが、何らかの適切な場所に移動されるか又は何らかの適切な
方法で動作を実行されてもよい。マーク付きリストの場合、マーク又は標識（例えば、星
印／重要ラベル）がメッセージに適用されてもよい。
【００２０】
　最終ジェスチャ状態に従ってメッセージにメッセージ動作を適用することを含むステッ
プＳ１５０は、メッセージに識別された動作を適用するように機能する。最終ジェスチャ
状態は、ジェスチャ入力が終了した時に判定される。方法は、ジェスチャ入力の終了を検
出した時に、現在のジェスチャ状態にマッピングされた動作を選択された動作として選択
することを含むことができる。タッチデバイスの場合、接触接点を離すことによりジェス
チャ入力が終了する。動作は、メッセージ分類動作であるのが好ましい。上述のように、
分類動作は、アーカイブ、ごみ箱、カスタムリスト、リマインダストリーム、星印／マー
ク付きストリーム、タスクリスト及び／又は何らかの適切なストリームに移動することを
含んでもよい。あるいは、動作は、メッセージに返信すること、メッセージを転送するこ
と、メッセージをカレンダーに追加すること、別の形態の通信（例えば、ソーシャルメデ
ィア、ＳＭＳ／ＭＭＳメッセージング）を介してメッセージを共有すること、コンテンツ
をアプリケーションに移動すること及び／又はあらゆる適切な種類の動作を含んでもよい
。動作は、メッセージングサービスの動作に直接対応できる。例えばメッセージをリスト
に追加することは、電子メールを電子メールフォルダに移動又はコピーすることを含んで
もよい。いくつかの例において、アプリケーションのリストアーキテクチャに適応するた
めに、フォルダシステムがメッセージングサービスにおいて生成されてもよい。いくつか
の例において、メッセージ整理アーキテクチャは、電子メールクライアントのシステムに
より透過的に生成されてもよい。換言すると、メッセージの整理はメッセージングサービ
スに転送されなくてもよく、元のメッセージングサービスにより提供されるユーザインタ
フェースにおいて反映されなくてもよい。最終ジェスチャ状態に従ってメッセージにメッ
セージ動作を適用することは、メッセージの移動をアニメーション化することを更に含ん
でもよい。アニメーション化されたメッセージの移動は、ストリームからスワイプの方向
に移動するメッセージのアニメーションであってもよい。いくつかの例において、当該方
向は、移動先であるメッセージストリームビューの方向に更に対応する。
【００２１】
　更に、方法は、動作オプション選択を検索することを含んでもよい。動作オプション選
択ビューは、動作のパラメータを設定することによりユーザが動作をカスタマイズできる
ようにするのが好ましい。動作オプション選択は、ジェスチャの完了直後に表示される二
次ビューであるのが好ましい。メッセージをリマインダストリームに移動する動作は、メ
ッセージを受信箱に移動するべき待機時間又は特定の時間をユーザが指定できるようにす
る動作オプション選択ビューの表示をトリガするのが好ましい。カスタムリストに移動す
る動作は、メッセージが追加される新規リストをユーザが選択又は作成できるようにする
動作オプション選択ビューを有するのが好ましい。動作は、設定されたジェスチャに固定
されるのが好ましい。あるいは、動作は、現在閲覧されているメッセージストリームに基
づいて更新されてもよい。ジェスチャ状態／動作マッピングは、ナビゲーションの変位に
対応するようにインデックスを再構築されるのが好ましい。例えば動作は、スワイプ方向
が特定のリストのナビゲーションの場所の認知マッピングに常にマッピングするように交
替してもよい。一実現例において、ナビゲーションの順序は、リストストリーム、リマイ
ンダストリーム、受信箱ストリーム、アーカイブストリーム及びごみ箱ストリームである
。受信箱において、左側への短いスワイプはリマインダ動作であり（１つ左側のリマイン
ダストリームに対する）、左側への長いスワイプはリスト分類動作であり（２つ左側のリ
ストストリームに対する）、右側への短いスワイプはアーカイブ動作であり（１つ右側の
アーカイブストリームに対する）、右側への長いスワイプは削除動作である（２つ右側の
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ごみ箱に対する）。ユーザがアーカイブストリームにナビゲートした場合、動作は交替さ
れるか又はインデックスを再構築され、左側への短いスワイプが受信箱への追加動作にな
り（１つ左側の受信箱ストリームに対する）、長いスワイプがリマインダ動作になり（２
つ左側のリマインダストリームに対する）、右側への長い又は短いスワイプが削除動作に
なる（右側の唯一のストリームに対する）。他のストリームを閲覧する場合、同様の方法
で動作のインデックスを再構築できる。
【００２２】
　図８に示す例示的な使用例において、方法は、ユーザが異なる項目の動作を柔軟に選択
するために漸進的なジェスチャ状態を使用できる方法を示すように機能する。単一のスワ
イプジェスチャで、ユーザは異なる動作オプションを概観し、考えを変え、異なる種類の
順序付きジェスチャ状態を使用することもできる。本例は方法のいくつかのアフォーダン
スを表す一例であることを意味するが、方法は本例のみに限定されない。ユーザは、ジェ
スチャ入力を開始するメッセージ項目に触れる。この段階で、ユーザは水平方向に大きく
移動しておらず、従って、ジェスチャ状態は動作なしとなる。次にユーザは、接触点を左
側に１６５画面単位（例えば、画素）移動する。メッセージは、部分的に左側にスライド
するのが好ましい。この段階で、ジェスチャ状態は第１のジェスチャ状態１Ａである。対
応する動作は、部分的に左側にスライドしているメッセージにより示された画面領域にグ
ラフィック表示されるのが好ましい。次にユーザは、最初の接触点から左側に３００画面
単位の位置に更に指を動かす。メッセージは、接触の変位に比例して更に左側にグラフィ
ックにスライドする。本例における３００画面単位の移動はジェスチャ状態閾値を超える
ため、ジェスチャ状態は第２のジェスチャ状態１Ｂに進行する。第２のジェスチャ状態の
動作はメッセージの右側の領域にグラフィック表示され、第１のジェスチャ状態のグラフ
ィック指標と置き換わる。ユーザは考えを変え、１３５画面単位右側に指を動かしてもよ
い。現在の接触入力は、最初の接触点から１５０画面単位左側である。メッセージは、更
新されたジェスチャ入力に比例して右側にスライドし、ジェスチャ状態は第１のジェスチ
ャ状態１Ａに漸進的に戻る。その後、ユーザは、入力をほぼ最初の接触点に移動する。メ
ッセージは、ジェスチャ状態の全ての指示を隠すようにスライドし、現在のジェスチャ状
態はいずれの動作にもマッピングされない。ユーザは、ジェスチャ入力をキャンセルする
位置にいる。その後、ユーザは指を逆方向に、１３０画面単位右側に動かし、漸進的に順
序を付けられたジェスチャ状態の別のセットを使用できる。メッセージは右側にスライド
し、スライドされたメッセージの右側の領域に第３のジェスチャ状態２Ａの動作のグラフ
ィック指標が表示される。ユーザは接触入力を２５０画面単位右側に更に移動でき、ジェ
スチャ状態は第４のジェスチャ状態２Ｂに変化する。ユーザは、検出されるジェスチャ状
態の制限内でジェスチャ状態を変更し続けられる。何らかの時点でユーザが指を離すと、
ジェスチャ入力は終了され、現在のジェスチャ状態の動作が実行されるのが好ましい。
【００２３】
　一実施形態において、電子メールクライアントアプリケーションは、オプトアウト形式
の電子メール受信箱管理を提供するのが好ましい。アプリケーションは、ユーザがメール
を素早く且つ直感的に分類して、正しい時間及び／又はコンテキストで当該メールに返信
できるようにする。通常、ユーザは、受信箱が空の状態を維持するためにアプリケーショ
ンを使用する。電子メールクライアントアプリケーションは、受信箱、保留ストリーム、
リストストリーム、アーカイブストリーム及びごみ箱の５種類の電子メールストリームを
構成するのが好ましい。
【００２４】
　アプリケーションのジェスチャ／動作マッピングは、図９Ａに示すようにメッセージを
リストストリームに移動する左側への長いスワイプ、図９Ｂに示すようにメッセージを保
留ストリームに移動する左側への短いスワイプ、図９Ｃに示すようにメッセージをアーカ
イブストリームに移動する右側への短いスワイプ及び図９Ｄに示すようにメッセージをご
み箱に移動する右側への長いスワイプを含むのが好ましい。上述のように、ストリームナ
ビゲーションは、ジェスチャ／動作マッピングに対応するのが好ましい。上部のナビゲー
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ションバー等のナビゲーションビューにおいて、図９Ｅに示すようにリストストリームの
リストを表示するための左端へのボタンが存在するのが好ましい。ナビゲーションビュー
の中央には、図９Ｅに示すように、左から右の順に、保留ストリームを表示するためのボ
タン、受信箱ストリームを表示するためのボタン及びアーカイブストリームを表示するた
めのボタンを有するスプリットボタンが存在するのが好ましい。ストリームナビゲーショ
ンの左右の編成は、ジェスチャ／動作マッピングのメンタルモデルを補強するのが好まし
い。
【００２５】
　一次電子メールストリームは、新規メール及び電子メールリマインダが追加される電子
メール受信箱である。受信箱は、アプリケーションを開いた時に閲覧されるホーム画面又
は初期画面であるのが好ましい。電子メールの分類の大部分は受信箱から実行されるのが
理想的である。リストストリームは、種々のリストに対するストリームのコレクションで
あるのが好ましい。リストストリームは、ユーザにより作成されるリスト／又は事前に作
成されたリストであってもよい。リストは、ユーザが好きな時にメッセージを閲覧できる
ようにメッセージをファイルできるようにすることにより、ユーザにとって有益であるの
がこのましい。リストストリームは、複数のラベル、カテゴリ、フォルダ、タグ、グルー
プ又は他のメッセージ整理手段のうちの１つであるのが好ましい。メッセージをリストス
トリームに分類することは、メッセージを少なくとも１つの指定されたリストストリーム
に分類するのが好ましい。ユーザは、図９Ａに示すように、メッセージの分類先リストを
指定するために動作オプション選択を設定するのが好ましい。保留ストリームは、後で受
信ボックスに条件付きで追加されるメッセージに対する条件付きストリームであるのが好
ましい。メッセージを保留ストリームに追加する場合、ユーザは、図９Ｂに示すように、
メッセージが受信箱に追加されるべき時又は条件を指定する動作オプション選択を行うの
が好ましい。保留ストリームは、適切な時まで電子メールへの返信を保留することにより
ユーザを助けるのが好ましい。アーカイブストリームは、返信が不要なメッセージに対す
る汎用ストリームである。ごみ箱は、削除されるメッセージに対するメッセージストリー
ムであるのが好ましい。
【００２６】
　別の実施形態において、電子メールクライアントアプリケーションは、オプトイン形式
の電子メール受信箱管理を提供するのが好ましい。アプリケーションは、ユーザがメール
を素早く且つ直感的に分類して、返信の必要なメッセージにマークを付けられるようにす
る。通常、ユーザは、返信の必要な全てのメッセージにマークを付けるためにアプリケー
ションを使用する。本変形例は上述の変形例とほぼ同一であるが、保留ストリームではな
くマーク付きストリームにより、星印、重要シンボル、返信対象シンボル又は何らかの適
切なラベル等の特定のラベルを用いてメッセージにマークを付けるのが好ましい点が異な
る。更に、マーク付きストリームは、上述した第１の実施形態又はあらゆる適切な別の変
形例と組み合わせて使用されてもよい。
【００２７】
　図１０Ａ及び図１０Ｂに示すように、好適な一実施形態のメッセージを整理する上述の
方法の別の方法Ｓ２００の説明は、有効なナビゲーションビューを有するナビゲーション
ビューのセットを提供すること（Ｓ２１０）と、ナビゲーションビューのメッセージ項目
において、ナビゲーションビューの順序に対応する動作にマッピングされたジェスチャ状
態の順序付きセットを検出すること（Ｓ２２０）と、有効なナビゲーションビューを移動
すること（Ｓ２３０）と、検出されたジェスチャ状態の順序付きセットのインデックスを
再構築すること（Ｓ２４０）とを含むことができる。方法は、検出されるジェスチャ状態
がナビゲーションにより制御される態様を強調するように機能する。メッセージに適用さ
れるジェスチャチャ入力及び動作の追跡は、上述の方法とほぼ同様であるのが好ましい。
ナビゲーションビューは、異なるコンテンツコレクションのモーダルビューであるのが好
ましい。換言すると、一度に単一のナビゲーションビュー又はペインのみが有効であり、
他のナビゲーションビューは、他のナビゲーションビューに対する設定位置に存在するよ
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うにグラフィックにシミュレーションされる。シミュレーションされた位置は、ナビゲー
ションビュー間のグラフィカルアニメーションにより補強されるのが好ましい。ナビゲー
ションビューへのアクセスは、あらゆる適切な方法で達成可能である。１つの変形例にお
いて、ナビゲーションバーにおける一連のナビゲーションボタンがビューにアクセスする
方法を提供してもよい。一例として、ナビゲーションビューは、リストビュー（リストビ
ューのコレクションにアクセスする）、保留ビュー、受信箱ビュー、アーカイブ対象ビュ
ー及びごみ箱ビューを含んでもよい。新しいナビゲーションビューが有効にするために選
択される場合、アニメーションは、ナビゲーションビューの設定された順序に対応する右
側又は左側のアニメーションのいずれかをシミュレートするのが好ましい。ナビゲーショ
ンビューの順序は、ジェスチャ状態オプション内の動作のインデックスに更に対応する。
上述のように、４つの可能なジェスチャ状態が検出のために構成されてもよい（ジェスチ
ャ入力をキャンセルする中立のジェスチャ状態を含まない）。ジェスチャ状態／動作マッ
ピングは、ナビゲーションビューセット内の「位置」を反映するために再マッピングされ
る。ナビゲーションビューと対応する動作とのマッピングは巡回しないのが好ましい。例
えばごみ箱ビューは右端に存在するナビゲーションビューであり、そのすぐ左側にアーカ
イブビューが存在し且つ２つ左側に受信箱ビューが存在してもよい。ごみ箱ビューを閲覧
している場合、左側へのスワイプによりメッセージがアーカイブ（第１の状態の場合）又
は受信箱（漸進的に応じられた第２のジェスチャ状態において）に移動されるのが好まし
い。右側へのスワイプは動作を呼び出さなくてもよい。１つの変形例において、右側への
スワイプは、当該メッセージに対する削除動作を呼び出す（メッセージをごみ箱に単に移
動するのと異なる）。いくつかの変形例において、複数のナビゲーションビューが同一の
ナビゲーション順序又はインデックスを使用してもよい。例えばリストビュー及びアーカ
イブビューの双方が受信箱ビューの左側のビューとして処理されてもよい。別の変形例と
して、ナビゲーションビューセットの端（例えば、左端のナビゲーションビュー）におい
て、他の例ではブランクであるジェスチャ状態を別の定義された動作（アーカイブ等の共
通動作等）に設定できる。
３．デジタルコンテンツと対話する方法
　図１１に示すように、好適な一実施形態のデジタルコンテンツと対話する方法Ｓ３００
は、少なくとも１つのデジタルコンテンツ項目に対する開始されたジェスチャを検出する
こと（Ｓ３２０）と、ジェスチャ状態を追跡すること（Ｓ３３０）と、現在のジェスチャ
状態の動作を識別すること（Ｓ３４０）と、最終ジェスチャ状態に従ってデジタルコンテ
ンツ項目に動作を適用すること（Ｓ３５０）とを含むことができる。方法Ｓ３００は、上
述の方法とほぼ同一であるが、メッセージングアプリケーション以外の他のコンテキスト
で実現されるのが好ましい。ブロックＳ３２０、Ｓ３３０、Ｓ３４０及びＳ３５０は、他
の形態のデジタルコンテンツに適用される点を除いて、ブロックＳ１２０、Ｓ１３０、Ｓ
１４０及びＳ１５０とほぼ同一であるのが好ましい。同様に、方法Ｓ３００は、上記のシ
ステムとほぼ同一のシステムにより実現されるのが好ましい。あるいは、方法Ｓ３００は
、自己完結型アプリケーション環境内ではなく、オペレーティングシステム又は何らかの
適切なプラットフォームの対話型サービスとして実現されるのが好ましい。デジタルコン
テンツは、メディアファイル項目（写真、映像及び音楽等）、ファイルシステムのファイ
ル、種々の供給元からの通知又は警報、並びに／あるいは、あらゆる適切なデジタルコン
テンツであってもよい。メッセージ及び特に電子メールの場合、動作は分類／整理に関連
する動作であるのが好ましく、同様の方法でデジタルコンテンツに適用可能である。デジ
タルコンテンツに対する別の動作は、コンテンツを共有すること、異なる装置又はユーザ
間でコンテンツを同期すること、デジタルコンテンツを待ち行列に入れること、コンテン
ツに変換を実行すること、コンテンツに対するメタデータを変更することを含むことがで
きる。これらの動作のうちのいくつかは、動作オプションを有する二次ビューを表示する
ことを含んでもよい（上記の保留動作及びリスト動作の変形例と同様に）。例えば共有動
作は最初に、コンテンツを共有する異なるソーシャルメディアサイト及び通信チャネルの
リストを有する二次ビューをトリガしてもよい。動作のオプションを選択するための二次
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ビューは、あらゆるレベルの複雑性を有することができる。コンテンツを変換することは
、画像に画像フィルタを適用すること、メッセージを翻訳すること、メッセージを暗号化
すること、ファイル形式を変換すること及び／又はあらゆる適切な変換等の動作を含むこ
とができる。メタデータを変更することは、プライバシ設定を変更すること、コンテンツ
に地理タグを付けること、コンテンツに星印又はラベルを付けること、並びに／あるいは
、何らかの適切な方法でメタデータを変更することを含むことができる。
【００２８】
　方法Ｓ３００は、上記のシステム及び方法に対して説明したナビゲーションと動作との
対応を含むことができるが、あるいは、ジェスチャ追跡成分は、動作を定義するナビゲー
ションアーキテクチャに関係なく発生することができる。１つの変形例において、動作は
、動作が実行されているデジタルコンテンツ項目のプロパティ及び／又は状態に関するの
が好ましい。これは、ナビゲーションビューへの依存を含んでも含まなくてもよい。１つ
の変形例において、現在のジェスチャ状態にマッピングされた動作を識別することは、ア
プリケーションのナビゲーションコンテキストに基づいて現在のジェスチャ状態にマッピ
ングされた動作を識別することを含む。アプリケーション又はオペレーティングシステム
の現在の「場所」又はコンテキストに依存して、異なる動作が有効にされるか又はマッピ
ングされてもよい。１つの変形例において、現在のジェスチャ状態にマッピングされた動
作を識別することは、デジタルコンテンツ項目のコンテンツの種類に基づいて現在のジェ
スチャ状態のマッピングされた動作を識別することを含む。例えばピクチャのサムネイル
は、テキスト文書と異なるジェスチャ／動作マッピングを有してもよい。同様に、ジェス
チャの検出は、オペレーティングシステムのサービスの一部分（例えば、通知センタ）に
対して、あらゆるファイル又は定義された形態のコンテンツに適用可能な汎用ジェスチャ
ツールとして、開発者により活用されるツールとしてアプリケーション内で実現可能であ
り、あるいは、あらゆる適切な環境で実現可能である。
【００２９】
　更に、方法Ｓ３００は、入力を同時に受信すること（Ｓ３６０）を含んでもよく（図１
２及び図１３を参照）、これは、複数のユーザ／装置及び／又は複数のデジタル項目が漸
進的なジェスチャ入力を受信できるようにするように機能する。１つの変形例において、
複数のジェスチャ入力は、同時に又は時間的に重複して項目に適用可能である。換言する
と、項目に適用されるジェスチャの平行移動は、１つの項目に適用される複数のジェスチ
ャから独立して解釈される。例えば２つの項目が接触ジェスチャ入力を同時に受信し、最
終ジェスチャ状態に基づいて双方が動作を受信してもよい。最終ジェスチャ状態は同一の
ジェスチャ状態であってもよいが、あるいは、異なる最終ジェスチャ状態であってもよく
、その場合、異なる動作が２つのメッセージに適用される。同様の例において、受信され
るジェスチャ入力は時間が重複してもよい。すなわち、第１のジェスチャ入力が第１の項
目に対して開始されてもよい。第１の開始されたジェスチャを開始した後、ジェスチャを
完了する前に、第２のジェスチャ入力が第２の項目に対して開始されてもよい。このよう
に、ジェスチャ入力は、他の項目に適用されているジェスチャを阻止又は妨害しない。本
態様は、１人のユーザが複数のジェスチャ入力を一度に実行できるように呼び出されても
よいが、複数のユーザが１つの装置において共同作業できるように同様に適用可能である
。
【００３０】
　図１３に示す別の変形例において、ブロックＳ３６０は、複数の装置の共同作業におい
て使用可能である。この場合、従来のユーザインタフェースにおいて、ユーザはボタンを
クリックしてもよく、動作は即座に実行され、漸進的ジェスチャインタフェースは項目に
実行されたか又はこれから実行される動作に対応する多くの視覚的合図を使用する。本態
様は、共有リソースにおけるリアルタイム共同作業に適する。第２のユーザのジェスチャ
入力（第２の装置における）は、複数の装置にわたりグラフィックで反映可能である。特
に、デジタルコンテンツのスライドアニメーション及びジェスチャ状態のグラフィックは
、これから行われる動作の指標であり、デジタルコンテンツを画面外に移動するようにア
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ニメーション化することは、コミットされた動作を示すことができる。１つの変形例にお
いて、共同作業者はジェスチャ状態が競合する場合もあり、その場合、ユーザはジェスチ
ャ入力に対してジェスチャ入力を追加又は除去できる。これは、ジェスチャ状態の主導権
争いの対話を可能にするように機能できる。例えば会話中、ユーザはデジタル項目に触れ
、１００画面単位移動して第１のジェスチャ状態を有効にし、会話中に休止してもよい。
第２のユーザは、当該動作に同意せず、項目をタップして逆方向に１００画面単位移動し
て動作をキャンセルしてもよい。第２のユーザが第１のユーザと同じ方向に１００画面単
位移動した場合、第２のジェスチャ状態が確定されてもよい。このように、方法は、複数
のジェスチャ入力を同時に受信することを含んでもよい。
【００３１】
　図１２及び図１４に示すように、方法Ｓ３００の一実現例は、ファイルシステムに関連
するコンテキストに対して適用可能である。本実現例において、ファイル項目（例えば、
ファイルアイコン／サムネイル又は実際に開かれたファイルコンテンツ）は漸進的なジェ
スチャ入力に反応できる。ファイルシステムは、移動装置、デスクトップコンピュータ、
リモートファイルシステム、共有ファイルシステム等の装置のファイルシステムであって
もよく、あるいは、あらゆる適切なファイルシステム又はドライブであってもよい。少な
くとも２つのジェスチャ状態及び２つの動作が存在するのが好ましいが、あらゆる適切な
数のジェスチャ状態が構成されてもよい。一例において、ジェスチャ検出は上記のメッセ
ージと同様の使用例で使用される。異なる整理問題に対応する優先順位の高い動作の数は
限定される。ファイルを移動する動作が存在してもよく（リストオプションと同様に）、
移動動作が選択される場合、ユーザはデジタルコンテンツ項目を格納するフォルダ又は場
所を指定する。ユーザがファイルを認識する場所（例えば、新規コンテンツフォルダ）に
ファイルを条件付きで移動するまでファイルをどこかに一時的に格納するための保留動作
が存在してもよい。デフォルトの場所にファイルを格納するアーカイブ動作が存在しても
よい。ファイルをごみ箱に移動するか又は削除するごみ箱動作が存在してもよい。ファイ
ルは、他の動作を使用できる異なるアフォーダンスを有してもよい。それに加えて又はそ
の代わりに、例えば同期動作が存在してもよい。同期は、装置間でファイルを同期するた
めに使用されてもよい。ファイルが同期される必要のある異なる装置／場所のオプション
を有する二次ビューが表示されるのが好ましい。ファイルシステムが複数の装置間でファ
イルを同期するクラウド利用ファイルシステムである場合、同期動作は、ファイルがロー
カルに維持されるべきか、あるいは、アップロードされて全て又はいくつかの他の装置と
同期されるべきかを選択的に判定するために使用可能である。例えばファイルは、他の１
つの装置のみがアクセスする必要のある非常に大容量のファイルであってもよい。ユーザ
は単に当該オプションを使用して、当該ファイルを対象装置とのみ同期するように設定で
きる。共有オプションが存在してもよい。共有オプションは、デフォルトの共有オプショ
ンを有効にするか、あるいは、種々の共有オプションを二次ビューに表示できる。共有オ
プションは、ソーシャルネットワーク、電子メール、ＳＭＳメッセージング、ＭＭＳメッ
セージングに投稿すること、アプリケーション通信チャネルを介して共有すること、選択
したユーザを共同作業又はファイルへのアクセスに招待すること又はあらゆる適切な方法
で共有することを含むことができる。
【００３２】
　一例として、第１のジェスチャ状態は、設定されたフォルダにファイルを移動すること
にマッピングされてもよく、第２のジェスチャ状態は、アカウントに対してファイルが同
期される装置を設定することにマッピングされてもよく、第３のジェスチャ状態は、少な
くとも第２のユーザとファイルを共有することにマッピングされてもよく、第４のジェス
チャ状態は、ファイルをアーカイブに入れること又は削除することにマッピングされても
よい。他の代替の動作又は追加の動作は、ファイルを格付けすること、ファイルにマーク
を付けること、ファイルの種類に特有の動作を実行すること及び／又はファイルに関連す
る何らかの適切な動作を実行することを含んでもよい。ジェスチャインタフェースの一態
様は、アニメーション及びグラフィックが動作に対応することである。更なる変形例とし
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て、動作は、個々のファイルと同様にフォルダ又は選択された複数のファイルに適用可能
である。
【００３３】
　図１５に示すように、方法Ｓ３００の一実現例はメディアに関連するコンテキストに適
用可能である。ジェスチャに基づく入力は、メディアに関連する動作を適用するためにメ
ディアファイルと共に使用可能である。メディアファイルは、音声ファイル、映像ファイ
ル、画像、マルチメディアファイル及び／又はあらゆる適切な種類のメディアファイルを
含むことができる。方法は、メディアの再生、メディアの整理、メディアの編集、メディ
アの閲覧、メディアのマーケットプレース及び／又はあらゆる適切なメディアアプリケー
ションに適用されてもよい。１つの変形例において、方法はメディアプレーヤに適用され
てもよい。楽曲及び映像はリスト状の形式で表示されてもよい。ジェスチャ入力は、各メ
ディア項目に適用可能である。音楽プレーヤアプリケーションの場合、ジェスチャ状態に
マッピングされた動作のセットは、プレイリストに追加すること、楽曲を待ち行列に入れ
ること、楽曲を共有すること、楽曲を購入すること、楽曲をお気に入りに入れること又は
格付けすること、音声を特定の装置に送出すること（例えば、ＴＶに又はＢｌｕｅｔｏｏ
ｔｈ（登録商標）スピーカを介して送出すること）及び／又はあらゆる適切な楽曲に関連
する動作等の動作を含むことができる。動作は、映像プレーヤ又は写真整理アプリケーシ
ョンに同様に適用可能である。
【００３４】
　図１６に示すように、方法Ｓ３００の一実現例は通知センタに適用可能である。通知セ
ンタは、移動装置、デスクトップコンピュータ、ＴＶに接続された装置、ウェアラブルコ
ンピューティングデバイス又はあらゆる適切なコンピューティングデバイス等の装置のオ
ペレーティングシステムの一部であるのが好ましい。あるいは、通知センタはアプリケー
ションの一部であってもよい。通知はリスト内に表示されるのが好ましい。通知は複数の
異なる供給元から供給されてもよく、種類が異なってもよい。通知は、アプリケーション
に特有の警報、通信警報、エラー通知、リマインダ、イベントの更新、同期警報、共同作
業警報及び／又はあらゆる適切な種類の通知を含むことができる。ジェスチャ状態／動作
マッピングは通知の種類に特有であるのが好ましく、これは、ユーザが種々の方法で通知
に応答できるようにするように機能する。更に、ユーザは、当該アプリケーションを開く
ことなく、通知に応答し且つアプリケーションに特有の動作を実行してもよい。１つの変
形例において、アプリケーションの開発者は、通知項目において検出されるジェスチャ状
態のセットに対する種々な動作を構成できる。それに加えて又はその代わりに、いくつか
の通知は、事前に定義されたジェスチャ状態／動作マッピングを有してもよい。例えばイ
ベント通知がユーザの移動電話上に表示されてもよい。ユーザは、対応するイベント項目
を開くために通知を単に選択するか又はスワイプするのではなく、種々のジェスチャを使
用して、イベントに対する第２のリマインダを設定すること、イベントに別のユーザを招
待すること、イベントの場所への案内を要求すること、イベントに完了マークを付けるこ
と、イベントのスケジュールを変更すること及び／又はあらゆる適切に構成されたイベン
ト動作等の異なる動作を行ってもよい。
【００３５】
　図１７に示すように、方法Ｓ３００の実現例は、ナビゲーションの実現例とほぼ同様の
方法で、表示領域が制限されるコンピューティングデバイスに適用可能である。表示領域
が制限される装置は、腕時計型コンピューティングデバイス、ヘッドアップディスプレイ
を有する眼鏡、小型ＭＰ３プレーヤ、カメラ又はあらゆる適切な装置等のウェアラブルコ
ンピューティングデバイスを含むことができる。表示画面が制限されないアプリケーショ
ンの場合、メディア、メッセージ、情報及びあらゆる適切な形態のコンテンツは画面面積
の大部分を使用する必要がある場合がある。方法Ｓ３００を使用して、ユーザインタフェ
ース要素がコンテンツから画面面積を奪う必要のない直感的な対話モデルを提供できる。
例えば眼鏡を利用するコンピューティングデバイスは、ヘッダディスプレイと、眼鏡の少
なくとも片方のアーム上のタッチセンシティブ入力センサとを含んでもよい。タッチセン
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シティブ入力は、垂直軸及び水平軸の２軸上でのジェスチャ入力が可能であってもよい。
第１の軸（例えば、垂直軸）は、異なる項目にわたりスクロールするために使用されても
よい。第２の軸（例えば、水平軸）は、現在モーダルに表示されているコンテンツに対す
る動作を呼び出すために使用されてもよい。通知の実現例と同様に、方法は、ジェスチャ
状態／動作マッピングをカスタマイズするための開発者インタフェースを提供することを
含んでもよい。
４．デジタルコンテンツを分類する方法
　図１８に示すように、好適な一実施形態のデジタルコンテンツと対話する方法Ｓ４００
は、メニューオプションを選択することにより対応するコレクションが選択的に有効に設
定される水平方向に編成されたメニューオプションのセットを視覚的に表示すること（Ｓ
４１０）と、初期コレクションを表示すること（Ｓ４２２）及び少なくとも第２のコレク
ション及び第３のコレクションが最初のコレクションから水平方向に仮想配置されるよう
に設定すること（Ｓ４２４）を含む初期コレクションを有効なコレクションに設定するこ
と（Ｓ４２０）と、水平方向のスワイプジェスチャを検出すること（Ｓ４３０）と、現在
有効なコレクション及びジェスチャの水平方向の方向に従ってメッセージ項目をコレクシ
ョンに移動すること（Ｓ４４０）とを含むことができる。方法は、コンテンツを分類する
ための直感的で自然なインタフェースを可能にするように機能する。方法は、移動装置、
ウェアラブルコンピュータ、タブレットコンピューティングデバイス又はあらゆる適切な
コンピューティングデバイス等の画面面積が制限される装置において効果的で自然なコン
テンツ分類機能を可能にするために適用される場合に特定の利点を有することができる。
方法は、アプリケーションを用いて実現されるのが好ましいが、あるいは、オペレーティ
ングシステム、通知システム、マルチアプリケーションメッセージングアプリケーション
、ウェブサイト、ソーシャルネットワーク、ファイルシステム、あるいは、デジタルコン
テンツを分類するあらゆる適切な環境に適用されてもよい。方法は、コレクションの順序
をメッセージに適用されるジェスチャにマッピングするユーザのヒューリスティックの補
強に依存するのが好ましい。異なるコンテキストに同一の動作マッピングを提供する固定
されたジェスチャのセットと異なり、ジェスチャ（例えば、ジェスチャ状態）及び分類動
作は、順序を付けられたコレクション、積み重ねられたコレクション又は並べられたコレ
クションの間でのメッセージのプッシュをシミュレートするために動的に再マッピングさ
れる。方法は、少なくとも３つのコレクションの間で分類するために主に使用されるが、
４つ、５つ又はあらゆる適切な数のコレクションに更に適用可能である。方法は、上記の
システム及び方法で使用したナビゲーションアーキテクチャとほぼ同様である。１つの変
形例において、方法は、上述の漸進的なジェスチャによる方法により容易になるのが好ま
しいが、あるいは、メッセージのコレクションを有効にする場合に基本的なジェスチャ又
は何らかの適切なジェスチャ入力技術を使用してもよい。
【００３６】
　水平方向に編成されたメニューオプションのセットを視覚的に表示することを含むステ
ップＳ４１０は、アプリケーションと共にナビゲーションアーキテクチャ及びインタフェ
ースを提供するように機能する。メニューオプションを選択することにより、対応するコ
レクションが選択的に有効に設定される。メニューオプションのセットは、動作可能なボ
タンとしてツールバー又はナビバー内に表示されるのが好ましい。１つの変形例において
、メニューオプションはグループ化されたボタン又はタブとして提示可能であり、その場
合、一度に１つのメニューオプションのみを有効にできる。各メニューオプションは１つ
のコレクションにマッピングするのが好ましい。１つの変形例において、メニューオプシ
ョンは、選択可能なコレクションのセット（例えば、複数のリストのコレクション）にマ
ッピングできる。メッセージのコレクション（あるいは、更に一般的に、デジタルコンテ
ンツのコレクション又はメッセージストリーム）は、分類されたメッセージ項目又はデジ
タルコンテンツのセットであるのが好ましい。メッセージ項目は、少なくとも１つの電子
メールアカウントの電子メールメッセージであるのが好ましいが、あるいは、アプリケー
ションテキストメッセージ、写真メッセージ又はコンテンツ、映像メッセージ又はコンテ



(21) JP 6352377 B2 2018.7.4

10

20

30

40

50

ンツ、音声メッセージ又はコンテンツ、並びに／あるいは、あらゆる適切な形態のメディ
アコンテンツであってもよい。フォルダ又はカテゴリ化ファイリング／整理システムの場
合、デジタルコンテンツは同時に１つのメッセージコレクション内にのみ存在できるのが
好ましいが、ラベル付けに基づくファイリング／整理システムの場合、デジタルコンテン
ツは同時に複数のコレクション内に存在できる。選択可能なコレクションのセットは、左
側のコレクション、初期コレクション及び右側のコレクションを含む。左端のコレクショ
ン及び右端のコレクション等を追加のコレクションとして更に使用できる。図１９Ａ及び
図１９Ｂに示すように、１つの好適な実現例は、二次インタフェースから選択可能なリス
トコレクションである左端のコレクションセットと、保留メッセージコレクションである
左側のコレクションセットと、受信ストリームである初期コレクションセットと、アーカ
イブコレクションである右側のコレクションセットと、ごみ箱コレクションである右端の
コレクションセットとを含む。初期コレクションは、主要なコレクション、中央のコレク
ション又は強調されたコレクションであるのが好ましいが、順序内のあらゆる適切なコレ
クションが強調されてもよい。コレクションのセットは、関連付けられた順序を有するの
が好ましい。当該順序は、コレクションのレンダリングされたビューの仮想配置を介して
示されるのが好ましい。順序は、メニューオプションの順序に対応するのが好ましい。こ
の場合、初期コレクションは中央に配置されたコレクションであるのが好ましい。左から
右の順に、左端のコレクション、左側のコレクション、初期コレクション、右側のコレク
ション及び右端のコレクションである。
【００３７】
　初期コレクションを有効なコレクションに設定することを含むステップＳ４２０は、メ
ニューオプションのコレクションのうちの１つに入るか又はナビゲートするように機能す
る。１つの好適な例において、コレクションは、ユーザ又はプログラムによるメニューオ
プションの選択に応答して有効にされるのが好ましい。メニューオプションは強調される
のが好ましい（例えば、色を変更するか又は何らかの適切な方法で選択を示す）。各メニ
ューオプションは、アプリケーション内でモーダルに表示されるコレクションを有効にす
る際に使用されるのが好ましい。この場合、コレクションのモーダルな表示により、コレ
クションビューが画面上に表示される唯一のコレクションビューであることが説明される
。更なるコレクションは、画面外に仮想配置されるのが好ましい。仮想配置により、コレ
クション間の移行の管理が装置／アプリケーションウィンドウの画面外の仮想位置からの
コレクションのパン、移動又はアニメーション化をシミュレートする方法が説明されるの
が好ましい。ステップＳ４２０は、有効にされたコレクションを表示すること（Ｓ４２２
）と、無効な順序付きコレクションを有効なコレクションに対する仮想位置に設定するこ
と（Ｓ４２２）とを含むのが好ましい。上述のように、表示される有効にされたコレクシ
ョンはモーダルに表示されるのが好ましい。他のコレクションは、有効なコレクションか
ら水平方向の仮想位置に設定されるのが好ましい。仮想位置を設定することにより、別の
コレクションへの移行が元の有効なコレクションと新しい有効なコレクションとの間の相
対的な水平配置に対応するアニメーションを含むようにアプリケーションの状態を設定す
ることが説明されるのが好ましい。アニメーションは、元の有効なコレクションから新し
い有効なコレクションにパンすること、元の有効なコレクションの上に新しい有効なコレ
クションをスライドすること、以前の有効なコレクションをスライドして新しい有効なコ
レクションを示すこと及び／又は２つのコレクション間の相対仮想位置を反映する何らか
の適切なアニメーション変換を実行することを含むことができる。例えば初期コレクショ
ンが有効である場合、右側のコレクションは右側に仮想配置される。右側のコレクション
が有効にされる場合、初期コレクションはアニメーションにより左側の画面外に移動され
、右側のコレクションがアニメーションにより右側から画面内に移動されるのが好ましい
。仮想位置は、単に順序の方向をシミュレーションしてもよい。例えば初期コレクション
から右端のコレクションへの移行は、初期コレクションから右端のコレクションへ直接パ
ンする（右側のコレクションを示さずに）ことを含むことができる。別の変形例において
、仮想変位がシミュレーションされてもよい。例えば初期コレクションから右端のコレク
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ションへの移行は、初期コレクションから右側のコレクションにパンした後に右端のコレ
クションにパンすることを含むことができる。
【００３８】
　１つの好適な実現例において、初期コレクションのメニューオプションが選択される場
合、初期コレクションが有効なコレクションに設定される。初期コレクションを有効に設
定することは、初期コレクションを表示することと、左側のコレクションが初期コレクシ
ョンの左側に仮想配置されるように設定することと、右側のコレクションが初期コレクシ
ョンの右側に仮想配置されるように設定することとを含む。左側のコレクションのメニュ
ーオプションが選択される場合、左側のコレクションが有効なコレクションに設定される
。これは、左側のコレクションを表示することと、初期コレクションが初期コレクション
の右側に仮想配置されるように設定することとを含む。右側のコレクションを選択すると
、右側のコレクションが有効なコレクションに設定される。これは、右側のコレクション
を表示することと、初期コレクションが初期コレクションの左側に仮想配置されるように
設定することとを含む。そのような一実現例は、４つ以上のコレクションに同様に適用可
能である。
【００３９】
　水平方向のスワイプジェスチャを検出することを含むステップＳ４３０は、メッセージ
を分類するというユーザの意図を示すユーザ入力を検出するように機能する。ジェスチャ
は水平方向のジェスチャであるのが好ましく、水平軸は有効なコレクションをスクロール
する軸に直交するのが好ましい。スワイプジェスチャの検出は、上述のジェスチャ検出と
ほぼ同様であるのが好ましい。あるいは、他の形態の入力ジェスチャを検出できる。一実
現例において、基本的な右側又は左側へのスライドジェスチャが検出されるのが好ましい
。ジェスチャ検出の方向は、仮想的に順序を付けられたコレクションの水平軸に対して平
行であるか又はほぼ整列されるのが好ましい。本変形例において、ジェスチャの検出は、
スワイプ（例えば、入力の始点と終点との間の何らかの変位を伴う入力イベント）及びジ
ェスチャの方向を検出することを含む。別の実現例において、有効なコレクションに対し
て同一方向に仮想配置された複数のコレクションが存在してもよい。例えば右側のコレク
ション及び右端のコレクションの双方が初期コレクションの右側に仮想配置されてもよい
。本変形例において、項目の分類先を判定するために、入力の大きさ、速度又は他のプロ
パティが収集又は測定されてもよい。メッセージは個別に動作が実行されてもよいが、複
数のメッセージ又は全てのメッセージが同時に分類されてもよい。
【００４０】
　現在有効なコレクション及びジェスチャの水平方向の方向に従ってメッセージ項目をコ
レクションに移動することを含むステップＳ４４０は、コンテキストに従ってメッセージ
に分類動作又はコンテンツ移動動作を適用するように機能する。メッセージ項目をコレク
ションに移動することは、メッセージを現在のコレクションから削除して選択されたコレ
クションに追加するのが好ましい。これは、メッセージのコレクションパラメータを変更
すること、コレクションのメッセージリストを変更すること、メッセージ項目データを移
動先のコレクションに移動することを含んでもよい。１つのアプリケーションにおいて、
コレクションは異なる装置の場所であってもよく、分類インタフェースは、異なる装置／
ユーザ間でのデジタルコンテンツの共有を管理するために使用される。電子メールアプリ
ケーションにおいて、移動することは、メッセージのフォルダ又はラベルを新しいコレク
ションに変更することを含むのが好ましい。上述のように、メッセージ項目は１度に１つ
のコレクションのみに存在するのが好ましい（しかし、メッセージの移動中は何らかの重
複が存在してもよい）が、あるいは、メッセージ項目は複数のコレクションに存在しても
よい。例えばコレクションが音楽プレイリスト又はファイルタグである場合、コンテンツ
は、現在のコレクション内に維持され且つ新しいコレクションにコピーされるか又はタグ
参照が新しいコレクションに追加されるのが好ましい。移動は、有効なメッセージコレク
ションに対して水平方向に仮想配置されるメッセージコレクションに対応する分類又は移
動先オプションを最初に選択した後に、選択されたメッセージコレクションにメッセージ
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を移動／分類することを含むのが好ましい。いくつかの変形例において、メッセージを移
動する前に、メッセージが移動される方法を変更、強化又は設定するために二次オプショ
ンインタフェースが表示されてもよい。例えばコレクションがコレクションセットである
場合、ユーザがコレクションセット内の特定のコレクションを指定できるように個別のコ
レクションのリストを表示できる。
【００４１】
　移動動作は、少なくとも現在有効なコレクション及びジェスチャの方向に依存するのが
好ましい。更に、ジェスチャの変位の大きさ又は他のプロパティを使用できる。更に、ジ
ェスチャ状態／動作マッピングは、カスタマイズされた動作を特定のコンテキストに対し
て選択的に補強できるように上書き可能である。検出されるジェスチャは同一又は対応す
るジェスチャであってもよいが、有効なコレクションに依存して、メッセージ項目は異な
るコレクションに移動される。初期メッセージコレクションが有効であり且つ右水平方向
のスワイプジェスチャを検出した場合、メッセージ項目は右側のコレクションに移動され
る。初期メッセージコレクションが有効であり且つ左水平方向のスワイプジェスチャを検
出した場合、メッセージ項目は左側のコレクションに移動される。左側のコレクションが
有効であり且つ右水平方向のスワイプジェスチャを検出した場合、メッセージ項目は初期
コレクションに移動される。右側のコレクションが有効であり且つ左水平方向のスワイプ
ジェスチャを検出した場合、メッセージ項目は初期コレクションに移動される。
【００４２】
　４つ以上のコレクションが存在する場合に再マッピングする別の例として、右側のコレ
クションが有効であり且つ右水平方向のスワイプジェスチャを検出した場合、メッセージ
項目は右端のコレクションに移動される。ジェスチャの変位の大きさの検出と組み合わせ
た場合、ジェスチャにより隣接するコレクションのみならず２つ以上離れたコレクション
にメッセージを移動できるように更に拡張可能である。例えば初期メッセージコレクショ
ンが有効であり且つ右水平方向のスワイプジェスチャを検出した場合、メッセージ項目は
、変位が定義された大きさを下回る場合に右側のコレクションに移動され、変位が定義さ
れた大きさを上回る場合に右端のコレクションに移動される。
【００４３】
　別の一実施形態は、コンピュータ可読命令を格納したコンピュータ可読媒体において上
記の方法を実現するのが好ましい。命令は、ジェスチャ検出エンジンと組み合わされるの
が好ましいコンピュータ実行可能構成要素により実行されるのが好ましい。コンピュータ
可読媒体は、ＲＡＭ、ＲＯＭ、フラッシュメモリ、ＥＥＰＲＯＭ、光学装置（ＣＤ又はＤ
ＶＤ）、ハードドライブ、フロッピドライブ又は何らかの適切な装置である何らかの適切
なコンピュータ可読媒体に格納されてもよい。コンピュータ実行可能構成要素はプロセッ
サであるのが好ましいが、その代わりに又はそれに加えて、命令は何らかの適切な専用ハ
ードウェア装置により実行されてもよい。
【００４４】
　上記の詳細な説明、並びに図面及び特許請求の範囲から当業者には明らかなように、以
下の特許請求の範囲において定義される本発明の範囲から逸脱することなく、本発明の好
適な実施形態に対して変形及び変更を行うことができる。
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