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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　検索結果としてタイトル、説明およびＵＲＬを項目構成要素とする項目を複数表示する
ユーザインターフェース画面に、前記検索結果の複数の項目の内、ユーザによって選択さ
れた選択項目の前記項目構成要素を表示する第１の領域を定義する、前記ユーザインター
フェース画面の一部に関連付けられたレンズ構成要素と、
　前記検索結果の複数の項目の内前記選択項目を除く他の項目を表示したまま、前記レン
ズ構成要素によって規定された前記第１の領域内に、ユーザに選択される前に表示されて
いた前記選択項目の項目構成要素に、前記選択項目の説明の詳細に関する追加のテキスト
情報を挿入した、前記選択項目を表示するレイアウト構成要素と
　を備えたことを特徴とするデータ提示のためのコンピュータ化されたシステム。
【請求項２】
　少なくとも１つの検索エンジンと、前記検索結果を取り出すための少なくとも１つのロ
ーカルまたはリモートのデータベースとをさらに備えたことを特徴とする請求項１に記載
のシステム。
【請求項３】
　前記レイアウト構成要素は、前記レンズ構成要素および他の検索結果の表示基準を操作
、変更、または選択するユーザ入力を受信することを特徴とする請求項１に記載のシステ
ム。
【請求項４】
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　前記表示基準に影響を与える１つまたは複数のパラメータをさらに備えたことを特徴と
する請求項３に記載のシステム。
【請求項５】
　前記パラメータは、レンズサイズ、レンズ形状、レンズ位置、拡大係数、提示速度、遅
延、トリガ、および最小フォントサイズのうちの少なくとも１つを含むことを特徴とする
請求項４に記載のシステム。
【請求項６】
　情報を表示するための少なくとも１つの他のレンズ構成要素をさらに備えたことを特徴
とする請求項１に記載のシステム。
【請求項７】
　前記レンズ構成要素は、前記画面の焦点中心の周囲に画面に対して垂直に適用される魚
眼レンズとして定義されることを特徴とする請求項１に記載のシステム。
【請求項８】
　前記焦点中心は、Ｗｅｂページのタイトル、説明、およびＵＲＬを備える１つの結果項
目を含むことを特徴とする請求項７に記載のシステム。
【請求項９】
　前記魚眼レンズは、区分的ビューに関連付けられることを特徴とする請求項７に記載の
システム。
【請求項１０】
　係数を対象として使用し、および前記対象に達するまでのズームを漸増的に調整するこ
とによって、前記レンズ構成要素の拡大速度を制御する表示オプションをさらに備えたこ
とを特徴とする請求項１に記載のシステム。
【請求項１１】
　拡大して最大サイズに落ち着くアニメーション化されたコンテンツの表示をさらに備え
たことを特徴とする請求項１０に記載のシステム。
【請求項１２】
　ズーム増分のサイズを制御するパラメータをさらに備えたことを特徴とする請求項１０
に記載のシステム。
【請求項１３】
　前記ズーム増分は、ステップ関数を使用して制御されることを特徴とする請求項１２に
記載のシステム。
【請求項１４】
　加速度の変化でデータが大きくなる、または落ち着くことを可能にする幾何学関数また
は指数関数をさらに備えたことを特徴とする請求項１２に記載のシステム。
【請求項１５】
　挿入速度または情報チャンクのサイズに従って調整されるコンテンツ挿入パラメータを
さらに備えたことを特徴とする請求項１２に記載のシステム。
【請求項１６】
　設計者が前記レンズ構成要素または前記レイアウト構成要素用の表示パラメータを調整
できるようにする制御パネルをさらに備えたことを特徴とする請求項１に記載のシステム
。
【請求項１７】
　簡易情報ビューおよび動的情報ビューのうちの少なくとも１つに関連付けられた表示出
力をさらに備えたことを特徴とする請求項１に記載のシステム。
【請求項１８】
　前記動的情報ビューは、コンテンツの量で調整されて、マウスが特定の結果の上をホバ
ーする時間に従ってコンテンツを説明の内に漸進的に挿入することを特徴とする請求項１
７に記載のシステム。
【請求項１９】
　請求項１に記載の前記構成要素を実施するために格納されたコンピュータ読取り可能命
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令を有することを特徴とするコンピュータ読取り可能記録媒体。
【請求項２０】
　コンピュータを
　データベースからタイトル、説明およびＵＲＬを項目構成要素とする項目を複数含む検
索結果を取り出す手段と、
　第１の表示領域を規定するレンズに従って前記検索結果からユーザによって選択された
選択項目の項目構成要素を選択する手段と、
　前記レンズ内の前記第１の表示領域内に前記選択項目の選択構成要素を表示し、前記レ
ンズ外部の所定の表示領域内に、前記複数の項目の内前記選択項目を除く他の項目の項目
構成要素を表示する手段と、
　前記他の項目の項目構成要素を表示したまま、前記第１の表示領域にユーザに選択され
る前に表示されていた前記選択項目の項目構成要素に、前記選択項目の説明の詳細に関す
る追加のテキスト情報を挿入する手段と
　して機能させることを特徴とする検索結果を表示するためのシステム。
【請求項２１】
　プログラムされたコンピュータによって、検索結果を自動的に編成するための方法であ
って、
　タイトル、説明およびＵＲＬを項目構成要素とする項目を複数含む検索結果を表示する
ための複数のパラメータを定義するステップと、
　前記検索結果からユーザによって選択された選択項目の項目構成要素を表示するレンズ
領域を定義するステップと、
　前記選択項目の選択構成要素を前記レンズ領域内に表示し、前記複数の項目の内前記選
択項目を除く他の項目の項目構成要素を前記レンズ領域外に表示するステップと、
　前記他の項目の項目構成要素を表示したまま、前記第１の表示領域にユーザに選択され
る前に表示されていた前記選択項目の項目構成要素に、前記選択項目の説明の詳細に関す
る追加のテキスト情報を挿入するステップと
　を備えたことを特徴とする方法。
【請求項２２】
　前記パラメータは、レンズサイズ、レンズ形状、レンズ位置、拡大係数、ビュー速度、
遅延、トリガ、および最小フォントサイズのうちの少なくとも１つを含むことを特徴とす
る請求項２１に記載の方法。
【請求項２３】
　前記レンズ領域に焦点中心を提供することをさらに備えたことを特徴とする請求項２２
に記載の方法。
【請求項２４】
　係数を対象として使用し、および前記対象に達するまでのズームを漸増的に調整するこ
とによって、前記レンズ領域の拡大速度を制御することをさらに備えたことを特徴とする
請求項２３に記載の方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、一般にコンピュータシステムに関し、より詳細には、パラメータ制御レンズ
に従ってユーザに豊かな結果の制御および提示を提供するシステムおよび方法に関する。
【背景技術】
【０００２】
　検索結果のリストからリンクを辿っていくか否かの選択に関連する知的要求は、一般的
なハイパーテキスト研究の状況において長い間注目されてきている。出発のレトリック（
ｒｈｅｔｏｒｉｃ　ｏｆ　ｄｅｐａｒｔｕｒｅ）に関する調査や最近の情報の匂いまたは
残余に関する研究は、目的とする場所において見つかる可能性のある情報に関するヒント
を読者に示すことの重要性を強調している。Ｈｙｐｅｒｔｉｅｓなどの初期のハイパーテ
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キストシステムでは、ページの下部に各リンクの短い要約または注釈を提供したが、他の
システムでは「ツールチップ」または「ホバー（ｈｏｖｅｒ）テキスト」を使用して追加
のコンテンツをポップアップウィンドウとして示す。他の研究者は、様々な異なる提示技
法（たとえばインライン、より小さなフォントでのインライン、マージン内、テキストの
オーバーレイなど）を使用してハイパーリンクに関する追加情報を示すために、「流体リ
ンク」、より一般的に言えば流体文書の使用を探求してきた。なお依然として、他の研究
でも、マジックレンズフィルタに関する研究が動機となった考えを用いて、一般的なＷｅ
ｂブラウジングの状況においてリンクのプレビューが探求されている。このリンクプレビ
ューに関する研究の多くはシステムアーキテクチャに焦点を当てたものであり、結果とし
て生じるシステムの使いやすさには焦点が当てられていない。加えてこの研究は、具体的
に検索結果に関する情報の提示を対象とするものでもない。
【０００３】
　Ｗｅｂ検索結果を表示するための最も一般的な提示技法の１つが、各結果のタイトル、
ＵＲＬ、および短い要約または注釈を表示することである。要約は、時には宛先Ｗｅｂペ
ージの最初の数行である。さらに最近では、１つまたは複数の照会用語と一致する文の断
片を示す、照会によってバイアスされた要約（ｑｕｅｒｙ－ｂｉａｓｅｄ　ｓｕｍｍａｒ
ｉｅｓ）が普及してきている。どのリンクを辿るかという人々の意思決定を助ける手段と
して、この選択を支持する実験に基づく根拠はいくつかあるが、体系的に評価された照会
はほんの僅かであった。宛先ページ上のテキストから抽出された鍵となる文を使用するこ
とも試みられており、Ｗｅｂ検索を改良する期待の持てる結果を得ているが、ここでも体
系的に評価された照会はわずかであった。宛先ページのコンテンツに関する追加情報を提
供するための技法として、Ｗｅｂページのサムネイルも検討されている。
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　改良された検索結果のコンテンツ提示のためのこれら技法のいくつかは、これらがすべ
ての検索結果に対しておよびユーザ対話とは無関係に表示されるという意味で静的である
。インターネットの検索結果は、通常は静的なスタイルシートに準拠したリストとして表
示される。画面の面積が限られている場合、たとえばラップトップを使用している場合な
どは、このリストを熟読することがより一層困難となる可能性がある。視覚スペースが限
られているかまたは結果がわずかしか表示されない場合、関連する何らかの結果を見つけ
るためにスクロールしなければならない可能性があるか、または結果の記載が省略される
ため、特定のＷｅｂリンクを辿るか否かを知るのが多くの場合困難である。
【０００５】
　本発明の目的は、レンズ内にある検索結果情報をプロモート（ｐｒｏｍｏｔｅ）、拡張
、または強調表示しながら、複数の検索結果を調べる必要性のバランスを保つ調整可能な
ビューレンズに従って、検索結果情報を自動的かつ動的に提示することである。
【課題を解決するための手段】
【０００６】
　本発明のいくつかの態様を基本的に理解するために、本発明の概略を以下に示す。この
概略は本発明の広範囲にわたる概要ではない。本発明の主要／不可欠な要素を識別するこ
と、または本発明の範囲の境界を示すことを意図するものではない。後に示されるより詳
細な説明の前置きとして、本発明のいくつかの概念を簡単な形で表すことのみを目的とす
るものである。
【０００７】
　一態様では、より説明的なコンテンツを検索結果に表示することと、選択されたウィン
ドウフレーム外での他の検索結果の表示が失われることとの兼ね合いが動機の一部となる
、「ウェーブレンズ（Ｗａｖｅ　Ｌｅｎｓ）」技法が提供される。したがって、レンズ内
にはより詳細な情報が選択的に提示される一方で、レンズ外に残る可能性のある他の結果
は、バランスを保つかまたは最小化して表示される。ウェーブレンズ技法では、魚眼レン
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ズ（または領域定義パラメータ）を利用して、スクロールせずに表示可能な検索結果の数
を圧縮する。より説明的なコンテンツを希望に応じて表示するために、ホバーまたはクリ
ックなどのマウス動作に基づいて、追加のページコンテンツを漸進的に表示することがで
きる。魚眼または他の種類のレンズを追加のコンテンツ（たとえば、テキスト挿入、Ｗｅ
ｂページのサムネイル、結果サイズに関する情報、ダウンロード速度、ページの新しさ）
の挿入と統合させることによって、ウェーブレンズ技法は、検索結果リストのレイアウト
をユーザ対話に動的に適合させることができる。これには、より中心的なコンテンツを漸
進的に表示すること、およびオプションで中心的でないコンテンツを重視しないことなど
、レンズおよび表示コンテンツを制御するために様々なユーザパラメータを提供すること
が含まれる。したがって本発明は、ひずみ機能、提示用の追加コンテンツ、および提示ア
ルゴリズムを含む、対話技法用の豊富な設計空間を提供する。
【０００８】
　前述および関係する目的を実施するために、以下の説明および添付の図面に関連して本
発明の例示的な態様が本明細書に記載される。これらの態様は、本発明が実施可能な様々
な方法を示すものであり、そのすべてが本発明の範疇にあるものとする。本発明の他の利
点および新規な特徴は、図面と併せて考慮した場合に、本発明の以下の詳細な説明から明
らかとなるであろう。
【発明を実施するための最良の形態】
【０００９】
　本発明は、画面の選択された領域内に検索結果情報を動的に提示するシステムおよび方
法に関する。一態様では、データ提示用のコンピュータ化されたインターフェースが提供
される。システムは、ユーザインターフェース画面の一部に関連付けられたレンズ構成要
素を含み、レンズ構成要素は、少なくとも１つの検索結果から情報を表示するための領域
を定義する。レイアウト構成要素は、検索結果に基づいてレンズ構成要素内に情報の詳細
なサブセットを表示する。一例では、ユーザ供給パラメータが、レンズ内に表示される検
索項目に関して、より詳細な情報を提供するレンズのビュー領域をサポートする。レンズ
内に表示される検索項目からより詳細な情報をプロモートしながら、結果の集まりを吟味
する必要性のバランスを保ち、結果を観察するためのスクロールアクションを最低限に抑
えるため、レンズの外に表示される検索結果は、重視しないかまたは最小化することがで
きる。
【００１０】
　本明細書で使用される「構成要素」、「レンズ」、「システム」、およびその他の用語
は、ハードウェア、ハードウェアとソフトウェアの組合せ、ソフトウェア、または実行中
のソフトウェアのいずれかである、コンピュータ関連エンティティを表すものであること
が意図される。たとえば構成要素は、プロセッサ上で実行中のプロセス、プロセッサ、オ
ブジェクト、実行可能ファイル（ｅｘｅｃｕｔａｂｌｅ）、実行スレッド、プログラム、
および／またはコンピュータとすることができるが、これらに限定されるものではない。
たとえば、サーバ上で実行中のアプリケーションとサーバとは、どちらも構成要素とする
ことができる。１つまたは複数の構成要素がプロセスおよび／または実行スレッド内に常
駐可能であり、構成要素は、１台のコンピュータ上にローカライズする、かつ／または２
台またはそれ以上のコンピュータ間で分散することができる。これらの構成要素は、様々
なデータ構造を格納している様々なコンピュータ読取り可能媒体から実行することもでき
る。構成要素は、１つまたは複数のデータパケットを有する信号（たとえば、ローカルシ
ステム内、分散システム内の他の構成要素と対話している、および／またはインターネッ
トなどのネットワークをまたがって信号を介して他のシステムと対話している、１つの構
成要素からのデータ）に従うなど、ローカルおよび／またはリモートのプロセスを介して
通信することができる。
【００１１】
　初めに図１に、本発明の一態様に従うウェーブレンズシステム１００を示す。システム
１００は、１つまたは複数のデータベース１３０から情報を取り出す１つまたは複数の検
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索エンジン１２０からの検索結果１１４を表示するユーザインターフェース１１０を含む
。検索エンジン１２０は、データベース１３０からの情報のローカル検索、および／また
はたとえばインターネットを横断するなどのリモート検索を実行することができる。レイ
アウト構成要素１４０は、インターフェース１１０での結果１１４の表示を制御する。こ
れには、結果１１４の表示を操作、変更、および／または選択するユーザ入力１５０を受
信することが含まれる。またユーザ入力１５０は、インターフェース１１０の操作および
結果１１４の表示を定義する、１つまたは複数のパラメータ１６０を選択／調整すること
もできる。こうしたパラメータは、レンズのサイズ、形状、位置、拡大係数、テキストの
プレビュー速度、ならびに以下でより詳細に説明する他のパラメータを含むことができる
。
【００１２】
　パラメータ１６０は、一部には、複数の他の結果１１４からより詳細な特定の結果を表
示するための、パラメータ調整可能レンズ１７０（またはレンズ）を定義するために動作
する。たとえばレンズ１７０は、実質的にはユーザインターフェース１１０上のいずれの
領域も選択可能であるが、ユーザの焦点の中心部分で識別される検索結果１１４の周囲の
領域を定義することができる（たとえば、長方形または正方形のレンズ領域を定義するＸ
およびＹ座標、円形または楕円形の領域を定義する所与の座標での円の半径、など）。所
望であれば、レンズ外部の結果は重視せずに（たとえば、レンズ外部の結果ではテキスト
またはフォントサイズを最小化する）、追加のテキストまたはデータなどレンズ１７０内
部の結果情報をより詳細に提供することができる。理解できるように、レンズ１７０は実
質的に、ユーザインターフェース１１０内の領域を定義するのに好適ないかなるサイズま
たは形状でも可能である。また所望であれば、所与のインターフェース１１４に対して複
数のレンズを定義することもできる。さらに、実質的にいかなる種類の情報またはコンテ
ンツでも取り込んでユーザに提示することができる。たとえばコンテンツの例は、照会関
連のテキスト挿入、Ｗｅｂページのサムネイル、結果のサイズに関する情報、ダウンロー
ド速度、ページの新しさ等を含むことができる。
【００１３】
　一般に、ウェーブレンズシステム１００は、ユーザが検索結果リストを査定および解釈
する際に役立つように設計することができる。設計の一態様は、どの情報を提示するか（
たとえば、どのテキストまたは他のページ属性を表示するか）を決定する。設計の他の態
様は、追加情報を提示する方法（たとえば、どの対話制御を使用するかおよび提示のダイ
ナミクス）を決定する。したがってウェーブレンズシステムでは、検索結果に関する追加
コンテンツの高度に対話的な漸次表示が可能である。ユーザインターフェース１１０は、
システム１００での操作を容易にするための複数の構成可能な寸法、形状、色、テキスト
、データ、およびサウンドを有し、構成可能なアイコン、ボタン、スライダ、入力ボック
ス、選択オプション、メニュー、タブ等の態様を含む、１つまたは複数の表示オブジェク
トを有する画面を含むことができることが理解されよう。加えてインターフェース１１０
は、本発明の１つまたは複数の態様を調整および構成するための複数の他の入力またはコ
ントロールを含むことも可能であり、以下でより詳細に説明する。これは、システム１０
０のインターフェースまたは他の態様の操作に影響を与えるかまたは修正するための、マ
ウス、キーボード、音声入力、Ｗｅｂサイト、リモートＷｅｂサービス、および／または
カメラまたはビデオ入力などの他の装置から、ユーザコマンドを受信することを含むこと
ができる。
【００１４】
　図２～５は、１つまたは複数の自動化された検索画面およびレンズ構成を示す、様々な
例示的なユーザインターフェースを示す図である。しかしながら本発明は、本明細書で示
され、説明された例に限定されるものでないことを理解されよう。さらに本発明のいくつ
かの態様は、静的なスクリーンショットでは図示するのが困難な対話およびダイナミクス
の提示にも関係する。たとえば前述のように、画面上のレンズ領域は画面の様々な領域内
に配置可能であり、レンズの形状は様々な異なるサイズまたは形状を有することが可能で
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ある。
【００１５】
　図２を参照すると、所与の検索結果に関してより詳細な情報を表示するためのレンズ領
域２１０を示す、結果画面２００の例が示されている。一態様では、魚眼レンズ（または
他の種類）が、２１０などの焦点中心の周囲に一般に水平でなく垂直に適用される。検索
結果リストの場合、図２に示されるように、この焦点中心はＷｅｂページのタイトル、説
明、およびＵＲＬを備える１つの結果項目を含むことができる。この例では、すべての構
成要素（タイトル、説明、およびＵＲＬ）が同じ倍率を受けるため、焦点中心２１０は平
坦である。不均等な拡大も可能である。周辺のコンテキスト、この場合は焦点中心２１０
の下および上の結果は区分的な様式で（ｉｎ　ｐｉｅｃｅｗｉｓｅ　ｆａｓｈｉｏｎ）減
らされるため、本発明の一態様にかかるウェーブレンズ技法は、区分的な種類の魚眼ビュ
ーを構成する。しかしながら、設計者は、パラメータ設定により焦点中心の上および下の
拡大係数を独立して変更するだけでなく、テキストの可読性を維持するために最小フォン
トサイズを固定することもできる。一般に、検索結果の可読性とウィンドウフレーム内に
より多くの結果を入れ込むことの間には兼ね合いが存在する。図２は、検索結果の周囲に
従来の魚眼ビューを生成するためにパラメータがどのように調整可能であるかを示すもの
であり、ウィンドウフレーム内により多くの項目を表示するために、上および下の項目は
徐々に小さくなっている。たとえば、図２の最小フォントサイズは８ポイントのサンセリ
フ体に設定することができる。
【００１６】
　対象として係数を使用すること、および対象に達するまでのズームを漸増的に調整する
ことによって、拡大係数と共に拡大速度を制御することができる。Ｗｅｂブラウザでは、
その効果は拡大して最大サイズに落ち着かせるアニメーションテキストである。拡大速度
はズームの実行される速度を制御するが、拡大機能の形態に基づく他のパラメータは、ズ
ーム増分のサイズを制御する。ステップ関数を使用して、テキストをマウスアクションで
即時に最大拡大係数までジャンプさせることができる。他の幾何学関数および指数関数を
使用して変化する加速度においてテキストが大きくなり、および落ち着くことを可能にす
る。
【００１７】
　遅延パラメータは、ズームの開始を制御する。遅延がゼロに設定され、拡大がマウスの
ホバーイベントに結合された場合、カーソルが各検索結果の上を移動するとマウスの方向
を追うようにウェーブが現れ、最高水位点で結果に焦点が合わされる。それ故、ウェーブ
レンズ技法の名称は、この効果に由来するものである。ウェーブレンズ技法は、魚眼レン
ズを使用してスクロールの必要なしに表示できる結果の数を制御できることに加え、マウ
スの動きに基づく追加コンテンツの漸進的な挿入を管理することによって、より多くの説
明的なテキストの必要性に対処する。マウスのホバーまたはクリックイベントによってズ
ームが開始できるのと同様に、コンテンツ挿入も開始できる。したがって、焦点が合わさ
れた結果の漸進的ズームにコンテンツ挿入を結合させる最適な方法を決定することは、設
計者の責務である。これは、毎秒の単語数およびズームの速度または滑らかさなどのパラ
メータを割り当てることによって達成することが可能であり、レイアウト構成要素がパラ
メータに基づいて画面を調整する。ズームと同様に、コンテンツ挿入は挿入速度ならびに
チャンクのサイズ（すなわち、増分は単語単位であるかフレーズ単位であるか）に従って
調整することができる。遅延パラメータは、挿入の開始を指示する。
【００１８】
　逆に言えば、コンテンツ挿入の逆がコンテンツ削除であり、たとえばマウスのホバー、
音声コマンド、またはクリックイベントから離れてキー入力することができる。削除は、
検索結果のオリジナルコンテンツを越えて延在することはない。コンテンツ削除がマウス
のホバーイベントに結合された場合、カーソルが異なる検索結果項目に入ったとき、また
は現在の焦点が失われたときに開始することができる。この柔軟性により、ユーザは、単
にカーソルをウィンドウフレームの外側に移動させるだけで削除を開始することができる
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は他の結果の上でクリックしたときに開始することができる。コンテンツの挿入と同様に
、コンテンツの削除はすべて同時に、または指定された遅延開始で指定された速度で進行
することができる。遅延は、追加された特別なコンテンツが長すぎる傾向にある場合、ユ
ーザが他の項目でズームインし現在の焦点の拡大を解除すると、焦点を即時に縮小する傾
向がある場合に有用であることがわかっている。他のパラメータでは、挿入されたコンテ
ンツを持続させ、さらなるマウスの動きに伴って増大を続行し、またはすべて同時に削除
することができる。
【００１９】
　ウェーブレンズ技法は、たとえばＩＥ５およびＤＯＭを使用するＤＨＴＭＬで実施する
ことができる。クライアント側のコードは、Ｊａｖａ（登録商標）Ｓｃｒｉｐｔで作成す
ることができ、サーバ側のＡＳＰ．ＮＥＴ　Ｃ＃Ｗｅｂアプリケーションは、Ｗｅｂペー
ジを事前に取り出し、挿入用のテキストを抽出する。設計者は、制御パネル（図示せず）
を使用して、ウェーブレンズ内の多くのフレキシブルパラメータを調整することができる
。実験のために、表１にまとめたようにパラメータの一部を設定したが、これについて以
下でより詳細に説明する。
【００２０】
　図３～５は、異なる結果および表示基準を有する結果ページの例である。図３は、標準
ビュー３００で記載される内容を表示し、図４は簡易ビュー４００を、図５は動的ビュー
５００を表示する。前述のウェーブレンズ技法の使い易さを査定するために、参加者がイ
ンターネット検索結果のリストを使用して検索タスクに従事する制御実験を実行した。リ
スト上の１つの検索結果でわかったすべての質問に対して回答が出された。回答の場所は
、回答を含む対象結果を見つけるためにスクロールが必要であったか否かを示す「スクロ
ールが必要（Ｒｅｑｕｉｒｅ　Ｓｃｒｏｌｌｉｎｇ）」と、回答が通常の記述テキスト内
で容易に入手できたか否か、またはマウスアクションによって呼び出した追加のコンテン
ツを調べる必要があったか否かを示す「回答の場所」という、２つの２値変数で制御した
。
【００２１】
　ウェーブレンズ技法は、いくつかのフレキシブルパラメータによって導くことができる
ため、実験の目的の一部は、パラメータ空間内のポイントを、実際の設計として機能でき
ることと、理論上は比較対象の興味の対象であることとの両方であるとみなすことであっ
た。第１に、説明に挿入されたテキストの量、第２に、挿入をトリガするマウスアクショ
ンの種類を拡大係数と結合する対話スタイルという２つの局面に沿って変化した２つのポ
イントが選択された。これら２つのポイントが、それぞれウェーブレンズの「簡易ビュー
４００」および「動的ビュー５００」と呼ばれる。
【００２２】
　動的ビュー５００では、マウスが特定の結果の上を長くホバーするほどテキストを説明
に漸次挿入するように、対話スタイルがテキストの量で調整される。マウスが他の結果に
移動してホバーすると、新しい焦点で倍率およびコンテンツが増加するだけでなく、古い
焦点は収縮して元の状態に戻る。最小フォントサイズである８ポイントのサンセリフ体を
使用し、動的ビューの拡大係数は１．７に設定された。コンテンツ削除の開始が３秒遅延
し、その後、たとえば１００ミリ秒の速さでフレーズごとに前進した。簡易ビューでは、
すべての追加テキストが同時に表示される。対話スタイルはズームなし（すなわち拡大係
数１）のマウスクリックである。他の検索結果がクリックされると、その項目に関する追
加のテキストまたはコンテンツが新しい焦点に対して挿入され、古い焦点から削除される
。表１は、ビュー間の相違点をまとめたものである。標準ビューの場合、実際のＷｅｂペ
ージは「追加のテキストまたはコンテンツ」によって記載される。
【００２３】
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【表１】

【００２４】
　簡易ビュー４００および動的ビュー５００は、倍率およびテキストコンテンツの増加お
よび減少の際のアニメーションの効果を調べるために選択された。簡易ビュー４００は、
動的ビュー５００の特徴であるアニメーション化されたズームを含まずに、追加コンテン
ツの利点を維持することに留意されたい。２つのウェーブレンズビューに加えて、静的な
スタイルシートを使用して検索結果を表示する現在実施されている典型的なビューがあり
、図３に示されるように「標準」ビューと呼ばれる。標準ビュー３００では、タイトルハ
イパーリンクを選択すると、（テキストおよびグラフィックスの両方を含む）Ｗｅｂペー
ジ全体が表示される。Ｗｅｂページ全体が検索結果のリストに置き換わり、検索結果リス
トに戻るためには戻るボタンを使用する。
【００２５】
　スタイルシートに関して、簡易ビュー４００は、タイトル、説明、およびＵＲＬについ
て標準ビューと同様のスタイルシートを使用した。動的ビュー５００は開始時には標準ビ
ューと同様の外観であるが、ユーザが結果と対話して一部を多く、その他を少なく表示す
るに従って変化する。前述のように、図３は標準ビューを表示したものであるが、図４は
標準ビューと同じスタイルシートを使用してフルに拡張された簡易ビューを示す。図５は
、フルに拡張された動的ビューであり、追加コンテンツは簡易ビューと同じであるが、拡
大されているのが特徴である。この特定の結果について、遅延が１秒で拡大速度は５０ミ
リ秒であり、遅延が１．５秒で挿入速度は７５０ミリ秒であって、フル拡張の完了までに
要する時間は４秒未満であった。また、図５の動的ビュー５００では、周辺結果のコンテ
ンツのサイズを小さくすることができる。
【００２６】
　図６～９は、図３～５に関して上記で説明した様々な表示モードに関する検索性能の結
果を示す図である。この態様では、検索完了時間は、特定のテスト問題を受信してからド
ロップダウンボックス内で回答を選択した後に「発見（Ｆｏｕｎｄ　Ｉｔ）」ボタンをク
リックするまでの、合計時間として定義された。また、正しく完了した問題（すなわち、
参加者が「わからない（Ｉ　ｄｏｎ’ｔ　ｋｎｏｗ）」と回答しなかった問題）に対して
一方通行のＡＮＯＶＡテストが実行され、インターフェース（Ｆ２，３０４＝３．９２、
ｐ＜．０５）、スクロールが必要（Ｆ１，３０４＝４．９３、ｐ＜．０５）、および回答
の場所（Ｆ１，３０４＝１５．４７、ｐ＜．００１）という主な効果がわかった。
【００２７】
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　図６は、３つのビューに関する平均検索完了時間を示す。参加者は簡易、動的、および
標準のそれぞれの条件で、平均６９．６秒、７５．８秒、および９２．０秒で検索タスク
を完了した。参加者が標準ビューを見慣れているという事実にもかかわらず、どちらのウ
ェーブレンズ条件も標準条件より速かった。その後のテューキー検定（Ｔｕｋｅｙ　ｔｅ
ｓｔ）を使用した複数の比較により、標準ビューと簡易ビューとの間でかなりの差がある
ことが明らかになった（ｐ＜．０５）。標準条件と簡易条件の平均の差は２２．４秒であ
り、これはほぼ２５％の優位を表す。
【００２８】
　たとえすべてのＷｅｂページおよび追加の要約コンテンツは、ローカルにキャッシュさ
れたとしても、条件によってロード時間がわずかに異なった。標準ビューの場合、イメー
ジなどのグラフィックスはテキストよりもロードするのに時間がかかる。動的ビューの場
合、追加のコンテンツはホバー後１．５秒間表示されず、その後漸進的に表示されたが、
どちらも追加の時間がかかった。標準ビューの平均ダウンロードは２秒未満であり、動的
ビューではフル拡張に３秒未満かかった。標準ビューで項目がクリックされた平均回数は
２．２回であり、ロード時間の差は、標準ビューと簡易ビューとの間の２２．４差を補償
するのには十分でない。しかしながらロード時間の差は、実験で使われたパラメータ設定
が与えられた動的ビューと簡易ビューとの間に大きな効果がないことを補償することがで
きた。
【００２９】
　図７に、スクロールが必要か否かについての平均検索完了時間を示し、図８に、同じく
回答の場所について示す。平均の差は、それぞれ１４．６秒および２５．８秒である。回
答の場所についての主な効果はそれほどでもないが、スクロールが必要か否かについての
主な効果はスクロールが低コストであり迅速であるとすればやや予想外である。
【００３０】
　参加者が「わからない」オプションを選択することによって何らかの質問を放棄する割
合は、標準ビューでは質問の１８．４％、簡易ビューでは質問の８．３％、動的ビューで
は質問の６．９％であった。したがって参加者は、標準ビューでは他の２つよりもやや成
果が悪かっただけでなく、放棄する可能性が２倍を超えた。「わからない」のほとんどは
、放棄できるということを３分タイマが参加者に気付かせた後に応答されたものであるこ
とから、実際には検索時間の差は上記のそれよりも大きい可能性がある。参加者が回答を
見つけた問題の場合、回答ページの選択が所定の選択に合致するか否かが採点された。エ
ラー率は、標準、簡易、および動的のビューでそれぞれ１８．７％、１４．４％、および
１６．４％であった。回答が他のページで見つけられた可能性もあるため、これは控えめ
な採点を表す。完了時間を解釈するための１つのポイントは、エラー率が条件をまたがっ
て比較可能であったことである。
【００３１】
　すべての質問について、標準、簡易、および動的のビューでマウスが各検索結果の上に
あった時間が記録された。平均滞留時間はそれぞれ３９．６、４３．１、および３９．６
秒であり、大きな差はなかった。たとえば、読む際のガイドとしてマウスを使用する人も
いれば、単にそうしない人もいるというように、参加者の間ではマウスの使用方法におけ
る個人差が見られた。
【００３２】
　以前に論じた図６に関して、簡易ビューは、量と質の両方の測定値において他よりも優
った。簡易ビューのパラメータは、追加のページコンテンツを提供することの利点から離
れて対話スタイルから引き出すように設定されたため、参加者はウィンドウフレーム内に
より多くの結果を入れるのではなく、すべてのコンテンツをオンデマンドで取得して、追
加のコンテンツを漸進的に表示することを好むと思われる。しかしながら、動的ビューは
パラメータスペース内の１箇所だけを表し、他のパラメータ設定は動的な情報提示用に調
整できることに留意されたい。たとえば、マウスが焦点領域外に配置されたときにコンテ
ンツが漸進的に削除された１つの実験では、何人かの参加者にこれが予想外であった旨を
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コメントするよう促された。この場合、新しいテキストが挿入されたときにのみテキスト
を削除する方が容易であろう。さらに所望であれば、ユーザがアニメーション化されたズ
ームを開始せずに自分のマウスを置いておくことができる検索結果間の空間を強調表示す
ることができる。
【００３３】
　簡易ビューは、提示の順序の主な効果（Ｆ７，２９２＝２．５２、ｐ＜．０５）で明ら
かなように、慣れるためのトレーニングも必要であることに留意されたい。図９に、より
速い完了時間方向へと推移する、参加者がより多くの検索タスクを簡易ビューで受け取っ
た場合の平均検索完了時間のプロットを示す図である。項目効果は観察されず、質問はラ
ンダムに生成された。この傾向を説明するものとして考えられるのは、抽出されたテキス
トがしばしば長すぎるために、参加者が追加のコンテンツに関してどの検索結果を拡張す
るかについてより入念に選択することを学習したことである。この学習は、動的ビューに
ついては明らかに発生しなかった。
【００３４】
　検索結果の取り出しおよび表示に関して上記で発見した内容は、可能であればいつでも
ユーザがオンデマンドで追加のコンテンツを取り出して容易に利用できるようにすべきで
ある、ということであることに留意されたい。一部の参加者は動的ビューを好んだが、こ
れらの参加者にはあまりＷｅｂ検索者としての経験がないというのが非公式の印象であっ
た。検索結果を詳細に調べるための魚眼レンズのズーム効果について非常に有用なケース
であったかもしれないが、（ズームとテキスト挿入とが混同したために言いにくいが）コ
ンテンツを漸進的に挿入することが、検索完了時間を改善することであるとは思えなかっ
た。このデータでは、簡易ビューが検索結果に関して最良のビューであると思われる。
【００３５】
　図１０に、本発明の一態様かかるレンズビュープロセス１０００の流れ図を示す。説明
を簡単にするために、方法は、一連の動作として表示および説明されるが、動作によって
は本発明に従って異なる順序で、および／または本明細書で表示および説明された他の動
作と同時に発生する可能性があるため、本発明はこの動作の順序に限定されるものでない
ことを理解されよう。たとえば当業者であれば、別の方法として、方法を状態図などの一
連の相関する状態またはイベントとして表すことが可能であることを理解されよう。さら
に、本発明に従って方法を実施するためには、図示されたすべての動作が必要とは限らな
い場合もある。
【００３６】
　ステップ１０１０において、検索結果からの出力を表示および制御するために、１つま
たは複数のビューパラメータが定義される。これには、表示用のレンズ領域を定義するこ
とが含まれるが、所定のレンズ構成（たとえば、画面の上部、中部、または下部で焦点を
合わせるレンズ）を提供することができる。前述のように他のパラメータには、拡大係数
、コンテンツの追加および削除速度、ならびにたとえば、ユーザがコンテンツまたはデー
タを読みながらどのようにスクロールするかを含めることができる。ステップ１０２０で
は、１つまたは複数のローカルまたはリモートのデータベース上で自動化検索が実行され
る。ステップ１０３０では、検索からの結果が表示域に、または表示に備えてメモリ内の
バッファ領域に戻される。ステップ１０４０では、定義されたレンズ領域内にある戻され
た複数（または単数）の検索項目が拡大または強調表示されるか、そうでなければレンズ
外部のそれらの項目の上にプロモートされる。たとえばこれには、レンズの内部に表示さ
れる項目に関して従来の検索結果よりも詳細な情報を提供すること、およびレンズ内に表
示される項目を示すためにこうした情報をボールド体、強調、または他の形式で表示する
ことが含まれる。ステップ１０５０では、様々なユーザ調整を処理して、レンズおよび／
またはレンズ外部に表示される項目の表示特徴を変更することができる。たとえば、レン
ズのサイズまたは位置、ならびにレンズ内からユーザに情報を提示する方法およびタイミ
ングに影響を与える他のパラメータを調整することができる。
【００３７】
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　図１１を参照すると、本発明の様々な態様を実施するための例示的な環境１１１０には
コンピュータ１１１２が含まれる。コンピュータ１１１２は、処理装置１１１４、システ
ムメモリ１１１６、およびシステムバス１１１８を含む。システムバス１１１８は、シス
テムメモリ１１１６を含むがこれに限定されないシステム構成要素を処理装置１１１４に
結合する。処理装置１１１４は、様々な使用可能プロセッサのいずれかとすることができ
る。デュアルプロセッサおよび他の標準チプロセッサアーキテクチャも、処理装置１１１
４として使用することができる。
【００３８】
　システムバス１１１８は、メモリバスまたはメモリコントローラ、周辺バスまたは外部
バス、および／または、１６ビットバス、ＩＳＡ（Ｉｎｄｕｓｔｒｉａｌ　Ｓｔａｎｄａ
ｒｄ　Ａｒｃｈｉｔｅｃｔｕｒｅ）、ＭＣＡ（Ｍｉｃｒｏ－Ｃｈａｎｎｅｌ　Ａｒｃｈｉ
ｔｅｃｔｕｒｅ）、拡張ＩＳＡ（ＥＩＳＡ）、ＩＤＥ（Ｉｎｔｅｌｌｉｇｅｎｔ　Ｄｒｉ
ｖｅ　Ｅｌｅｃｔｒｏｎｉｃｓ）、ＶＥＳＡローカルバス（ＶＬＢ）、ＰＣＩ（Ｐｅｒｉ
ｐｈｅｒａｌ　Ｃｏｍｐｏｎｅｎｔ　Ｉｎｔｅｒｃｏｎｎｅｃｔ）、ユニバーサルシリア
ルバス（ＵＳＢ）、ＡＧＰ（Ａｄｖａｎｃｅｄ　Ｇｒａｐｈｉｃｓ　Ｐｏｒｔ）、ＰＣＭ
ＣＩＡ（Ｐｅｒｓｏｎａｌ　Ｃｏｍｐｕｔｅｒ　Ｍｅｍｏｒｙ　Ｃａｒｄ　Ｉｎｔｅｒｎ
ａｔｉｏｎａｌ　Ａｓｓｏｃｉａｔｉｏｎ）バス、およびＳＣＳＩ（Ｓｍａｌｌ　Ｃｏｍ
ｐｕｔｅｒ　Ｓｙｓｔｅｍｓ　Ｉｎｔｅｒｆａｃｅ）を含むがこれらに限定されることの
ない任意の様々な使用可能なバスアーキテクチャを使用するローカルバスを含む、いくつ
かの種類のバス構造のうちのいずれかとすることができる。
【００３９】
　システムメモリ１１１６は、揮発性メモリ１１２０および不揮発性メモリ１１２２を含
む。起動時などにコンピュータ１１１２内の要素間で情報を転送するための基本ルーチン
を含む基本入力／出力システム（ＢＩＯＳ）は、不揮発性メモリ１１２２内に格納される
。例示のために、不揮発性メモリ１１２２は読取り専用メモリ（ＲＯＭ）、プログラム可
能ＲＯＭ（ＰＲＯＭ）、電気的プログラム可能ＲＯＭ（ＥＰＲＯＭ）、電気的消去可能Ｒ
ＯＭ（ＥＥＰＲＯＭ）、またはフラッシュメモリを含むことができるが、これらに限定さ
れるものではない。揮発性メモリ１１２０は、外部キャッシュメモリとして動作するラン
ダムアクセスメモリ（ＲＡＭ）を含む。例示のために、ＲＡＭは、同期ＲＡＭ（ＳＲＡＭ
）、ダイナミックＲＡＭ（ＤＲＡＭ）、同期ＤＲＡＭ（ＳＤＲＡＭ）、ダブルデータレー
トＳＤＲＡＭ（ＤＤＲ　ＳＤＲＡＭ）、拡張ＳＤＲＡＭ（ＥＳＤＲＡＭ）、Ｓｙｎｃｈｌ
ｉｎｋ　ＤＲＡＭ（ＳＬＤＲＡＭ）、およびダイレクトＲａｍｂｕｓ　ＲＡＭ（ＤＲＲＡ
Ｍ）などの、多くの形で使用可能であるが、これらに限定されるものではない。
【００４０】
　コンピュータ１１１２は、取り外し可能／固定の、揮発性／不揮発性コンピュータ記憶
媒体も含む。たとえば図１１には、ディスク記憶１１２４が示されている。ディスク記憶
１１２４は、磁気ディスクドライブ、フロッピー（登録商標）ディスクドライブ、テープ
ドライブ、Ｊａｚドライブ、Ｚｉｐドライブ、ＬＳ－１００ドライブ、フラッシュメモリ
カード、またはメモリスティックなどの装置を含むが、これらに限定されるものではない
。加えてディスク記憶１１２４は、別の記憶媒体、あるいは、コンパクトディスクＲＯＭ
装置（ＣＤ－ＲＯＭ）、ＣＤ追記型ドライブ（ＣＤ－Ｒドライブ）、ＣＤ書換え可能ドラ
イブ（ＣＤ－ＲＷドライブ）、またはデジタル多用途ディスクＲＯＭドライブ（ＤＶＤ－
ＲＯＭ）などの、光ディスクドライブを含むがこれらに限定されることのない、他の記憶
媒体と組み合わせた記憶媒体を含むこともできる。ディスク記憶装置１１２４とシステム
バス１１１８との接続を容易にするために、典型的には、インターフェース１１２６など
の取り外し可能または固定のインターフェースが使用される。
【００４１】
　図１１には、ユーザと、好適なオペレーティング環境１１１０に記載された基本コンピ
ュータリソースとの間の媒介として働く、ソフトウェアが記載されていることを理解され
よう。こうしたソフトウェアには、オペレーティングシステム１１２８が含まれる。オペ
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レーティングシステム１１２８は、ディスク記憶１１２４上に格納することが可能であり
、コンピュータシステム１１１２のリソースを制御および割り振るように働く。システム
アプリケーション１１３０は、システムメモリ１１１６内またはディスク記憶１１２４上
のいずれかに格納されたプログラムモジュール１１３２およびプログラムデータ１１３４
を介して、オペレーティングシステム１１２８によるリソースの管理を利用する。本発明
は、様々なオペレーティングシステムまたはオペレーティングシステムの組合せで実施可
能であることを理解されよう。
【００４２】
　ユーザは、入力装置１１３６を介してコマンドまたは情報をコンピュータ１１１２に入
力する。入力装置１１３６は、マウスなどのポインティングデバイス、トラックボール、
スタイラス、タッチパッド、キーボード、マイクロフォン、ジョイスティック、ゲームパ
ッド、衛星パラボラアンテナ、スキャナ、ＴＶチューナカード、デジタルカメラ、デジタ
ルビデオカメラ、Ｗｅｂカメラ、およびその他などを含むが、これらに限定されるもので
はない。これらおよび他の入力装置は、インターフェースポート１１３８を介し、システ
ムバス１１１８を通じて処理装置１１１４に接続される。インターフェースポート１１３
８は、たとえばシリアルポート、パラレルポート、ゲームポート、およびユニバーサルシ
リアルバス（ＵＳＢ）を含む。出力装置１１４０は、入力装置１１３６と同じタイプのポ
ートのうちのいくつかを使用する。したがって、たとえばＵＳＢポートを使用して、コン
ピュータ１１１２への入力を提供すること、およびコンピュータ１１１２から出力装置１
１４０に情報を出力することが可能である。出力アダプタ１１４２は、他の出力装置１１
４０の中に、特別なアダプタを必要とするモニタ、スピーカ、およびプリンタなどの何ら
かの出力装置１１４０があることを示すために提供される。出力アダプタ１１４２は、出
力装置１１４０とシステムバス１１１８との間に接続手段を提供するビデオおよびサウン
ドカードを含むが、これらは例示的なものであって限定的なものではない。他の装置およ
び／または装置のシステムが、リモートコンピュータ１１４４などの入力および出力の両
方の機能を提供することに留意されたい。
【００４３】
　コンピュータ１１１２は、リモートコンピュータ１１４４などの１つまたは複数のリモ
ートコンピュータへの論理接続を使用する、ネットワーク化環境で動作可能である。リモ
ートコンピュータ１１４４は、パーソナルコンピュータ、サーバ、ルータ、ネットワーク
ＰＣ、ワークステーション、マイクロプロセッサベースの電気製品、ピア装置または他の
共通ネットワークノード、およびその他とすることが可能であり、典型的には、コンピュ
ータ１１１２に関して説明した要素の多くまたはすべてを含む。簡潔に示すために、リモ
ートコンピュータ１１４４はメモリ記憶装置１１４６のみを伴うように示されている。リ
モートコンピュータ１１４４は、ネットワークインターフェース１１４８を介してコンピ
ュータ１１１２に論理的に接続され、その後通信接続１１５０を介して物理的に接続され
る。ネットワークインターフェース１１４８は、ローカルエリアネットワーク（ＬＡＮ）
およびワイドエリアネットワーク（ＷＡＮ）などの通信ネットワークを包含する。ＬＡＮ
技術には、光ファイバ分散データインターフェース（ＦＤＤＩ）、より対線分散データイ
ンターフェース（ＣＤＤＩ）、イーサネット（登録商標）／ＩＥＥＥ１１０２．３、トー
クンリング／ＩＥＥＥ１１０２．５、およびその他が含まれる。ＷＡＮ技術には、２地点
間リンク、サービス総合デジタル網（ＩＳＤＮ）およびその変形などの回路交換ネットワ
ーク、パケット交換ネットワーク、ならびにデジタル加入者回線（ＤＳＬ）が含まれるが
、これらに限定されるものではない。
【００４４】
　通信接続１１５０とは、ネットワークインターフェース１１４８をバス１１１８に接続
するために使用されるハードウェア／ソフトウェアを指す。通信接続１１５０は図を見や
すくするためにコンピュータ１１１２内に示されているが、コンピュータ１１１２の外部
にあってもよい。ネットワークインターフェース１１４８への接続に必要なハードウェア
／ソフトウェアには、たとえば例示的な目的のみで、通常の電話クラスのモデム、ケーブ
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ルモデム、およびＤＳＬモデムを含むモデム、ＩＳＤＮアダプタ、ならびにイーサネット
（登録商標）カードなどの、内部および外部技術が含まれる。
【００４５】
　図１２に、本発明が対話可能な例示的なコンピューティング環境１２００の概略ブロッ
クを示す。システム１２００は、１つまたは複数のクライアント１２１０を含む。クライ
アント１２１０は、ハードウェアおよび／またはソフトウェア（たとえばスレッド、プロ
セス、コンピューティング装置）とすることができる。システム１２００は、１つまたは
複数のサーバ１２３０も含む。サーバ１２３０はハードウェアおよび／またはソフトウェ
ア（たとえばスレッド、プロセス、コンピューティング装置）とすることもできる。サー
バ１２３０は、たとえば本発明を使用することによって変形を実行するスレッドを収容す
ることができる。クライアント１２１０とサーバ１２３０との間で可能な通信の１つは、
２つまたはそれ以上のコンピュータプロセス間で伝送されるように適合されたデータパケ
ットの形とすることができる。システム１２００は、クライアント１２１０とサーバ１２
３０との間での通信を容易にするために使用可能な通信フレームワーク１２５０を含む。
クライアント１２１０は、クライアント１２１０に対してローカルに情報を格納するため
に使用可能な１つまたは複数のクライアントデータストア１２６０に接続されるように動
作可能である。同様に、サーバ１２３０は、サーバ１２３０に対してローカルに情報を格
納するために使用可能な１つまたは複数のサーバデータストア１２４０に接続されるよう
に動作可能である。
【００４６】
　前述の説明には本発明の例が含まれる。もちろん、本発明を説明する目的で考え得るあ
らゆる組合せの構成要素または方法を説明することは不可能であるが、当業者であれば、
本発明の多くの他の組合せおよび置換えが可能であることを理解されよう。したがって本
発明は、添付の特許請求の範囲の精神および範囲内に含まれる、こうした変更、修正、お
よび変形のすべてを包含することを意図するものである。さらに、「含む」という用語は
、発明を実施するための最良の形態または特許請求の範囲のいずれかで使用される限りで
は、こうした用語は、「備える」という用語が特許請求の範囲で転換語として使用されて
いる場合に「備える」が解釈されるのと同様に包含的であるものとする。
【図面の簡単な説明】
【００４７】
【図１】本発明の一態様かかるウェーブレンズシステムを示す概略ブロック図である。
【図２】本発明の一態様かかるユーザインターフェースおよびレンズビューの一例を示す
図である。
【図３】本発明の一態様かかるユーザインターフェースおよび標準レンズビューの一例を
示す図である。
【図４】本発明の一態様かかるユーザインターフェースおよび簡易レンズビューの一例を
示す図である。
【図５】本発明の一態様かかるユーザインターフェースおよび動的レンズビューの一例を
示す図である。
【図６】本発明の一態様かかるウェーブレンズビューシステムに関する性能データの例を
示す図である。
【図７】本発明の一態様かかるウェーブレンズビューシステムに関する性能データの例を
示す図である。
【図８】本発明の一態様かかるウェーブレンズビューシステムに関する性能データの例を
示す図である。
【図９】本発明の一態様かかるウェーブレンズビューシステムに関する性能データの例を
示す図である。
【図１０】本発明の一態様かかるレンズビュープロセスを示す流れ図である。
【図１１】本発明の一態様かかる好適なオペレーティング環境を示す概略ブロック図であ
る。
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【図１２】本発明が対話可能なコンピューティング環境例を示す概略ブロック図である。
【符号の説明】
【００４８】
　　１００　ウェーブレンズシステム
　　１１４　結果
　　２００　結果画面
　　２１０　焦点中心
　　３００　標準ビュー
　　４００　簡易ビュー
　　５００　動的ビュー
　　１０００　レンズビュープロセス
　　１１１０　例示的な環境
　　１１１２　コンピュータ
　　１２００　例示的な対話可能なコンピューティング環境

【図１】 【図２】
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【図３】 【図４】

【図５】 【図６】
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【図９】 【図１０】
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