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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　タッチスクリーンディスプレイと、
　１つ以上の加速度計と、
　１つ以上のプロセッサと、
　メモリと、
　１つ以上のプログラムとを備える多機能デバイスであって、
　前記１つ以上のプログラムは、前記メモリの中に記憶され、前記１つ以上のプロセッサ
によって実行されるように構成されており、
　前記１つ以上のプログラムは、
　前記タッチスクリーンディスプレイ上に第１のアプリケーションのそれぞれのビューを
縦方向の向きに表示し、
　前記それぞれのビューの中で第１のタッチジェスチャを検出し、
　前記第１のタッチジェスチャを検出するのに応じて、前記第１のアプリケーションの前
記それぞれのビューを部分的に覆う前記第１のアプリケーションのポップアップビューを
表示し、
　前記ポップアップビューを表示している間に、縦方向の向きから横方向の向きへの前記
多機能デバイスの回転を前記１つ以上の加速度計を用いて検出し、
　前記回転を検出するのに応じて、前記それぞれのビューを前記横方向の向きに変換し、
前記ポップアップビューを前記横方向の向きにおける前記それぞれのビューに沿ったサイ
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ドバーに変換する
　命令を含むことを特徴とするデバイス。
【請求項２】
　前記それぞれのビューに沿った前記サイドバーの表示を維持しながら、前記サイドバー
におけるタッチジェスチャを検出し及び該タッチジェスチャに応答する命令をさらに含む
ことを特徴とする、請求項１に記載のデバイス。
【請求項３】
　横方向の向きから縦方向の向きへの前記多機能デバイスの回転を前記１つ以上の加速度
計を用いて検出し、
　前記横方向の向きから前記縦方向の向きへの前記多機能デバイスの前記回転を検出する
のに応じて、前記サイドバーを表示するのを中止し、及び前記それぞれのビューを前記縦
方向の向きに変換する
　命令をさらに含むことを特徴とする、請求項１に記載のデバイス。
【請求項４】
　前記サイドバーの表示を中止した後に、前記それぞれのビューの中で第２のタッチジェ
スチャを検出し、
　前記第２のタッチジェスチャを検出するのに応じて、前記それぞれのビューを部分的に
覆う前記ポップアップビューを表示する
　命令をさらに含むことを特徴とする、請求項３に記載のデバイス。
【請求項５】
　横方向の向きから縦方向の向きへの前記多機能デバイスの回転を前記１つ以上の加速度
計を用いて検出し、
　前記横方向の向きから前記縦方向の向きへの前記多機能デバイスの前記回転を検出する
のに応じて、前記それぞれのビューを前記縦方向の向きに変換し、及び前記サイドバーを
前記縦方向の向きにおける前記それぞれのビューの中のポップアップビューに変換する
　命令をさらに含むことを特徴とする、請求項１に記載のデバイス。
【請求項６】
　命令を含む１つ以上のプログラムを格納する、コンピュータ読み取り可能な記憶媒体で
あって、
　前記命令は、タッチスクリーンディスプレイと１つ以上の加速度計とを備える多機能デ
バイスによって実行された際に、前記デバイスに、
　前記タッチスクリーンディスプレイ上に第１のアプリケーションのそれぞれのビューを
縦方向の向きに表示させ、
　前記それぞれのビューの中で第１のタッチジェスチャを検出させ、
　前記第１のタッチジェスチャを検出するのに応じて、前記第１のアプリケーションの前
記それぞれのビューを部分的に覆う前記第１のアプリケーションのポップアップビューを
表示させ、
　前記ポップアップビューを表示している間に、縦方向の向きから横方向の向きへの前記
多機能デバイスの回転を前記１つ以上の加速度計を用いて検出させ、
　前記回転を検出するのに応じて、前記それぞれのビューを前記横方向の向きに変換させ
、前記ポップアップビューを前記横方向の向きにおける前記それぞれのビューに沿ったサ
イドバーに変換させる
　ことを特徴とするコンピュータ読み取り可能な記憶媒体。
【請求項７】
　前記デバイスに、前記それぞれのビューに沿った前記サイドバーの表示を維持しながら
、前記サイドバーにおけるタッチジェスチャを検出させ及び該タッチジェスチャに応答さ
せる命令をさらに含むことを特徴とする、請求項６に記載のコンピュータ読み取り可能な
記憶媒体。
【請求項８】
　前記デバイスに、
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　横方向の向きから縦方向の向きへの前記多機能デバイスの回転を前記１つ以上の加速度
計を用いて検出させ、
　前記横方向の向きから前記縦方向の向きへの前記多機能デバイスの前記回転を検出する
のに応じて、前記サイドバーを表示するのを中止させ、及び前記それぞれのビューを前記
縦方向の向きに変換させる
　命令をさらに含むことを特徴とする、請求項６に記載のコンピュータ読み取り可能な記
憶媒体。
【請求項９】
　前記デバイスに、
　前記サイドバーの表示を中止した後に、前記それぞれのビューの中で第２のタッチジェ
スチャを検出させ、
　前記第２のタッチジェスチャを検出するのに応じて、前記それぞれのビューを部分的に
覆う前記ポップアップビューを表示させる
　命令をさらに含むことを特徴とする、請求項８に記載のコンピュータ読み取り可能な記
憶媒体。
【請求項１０】
　前記デバイスに、
　横方向の向きから縦方向の向きへの前記多機能デバイスの回転を前記１つ以上の加速度
計を用いて検出させ、
　前記横方向の向きから前記縦方向の向きへの前記多機能デバイスの前記回転を検出する
のに応じて、前記それぞれのビューを前記縦方向の向きに変換させ、及び前記サイドバー
を前記縦方向の向きにおける前記それぞれのビューの中のポップアップビューに変換させ
る
　命令をさらに含むことを特徴とする、請求項６に記載のコンピュータ読み取り可能な記
憶媒体。
【請求項１１】
　タッチスクリーンディスプレイと１つ以上の加速度計とを備える多機能デバイスにおけ
る方法であって、
　前記タッチスクリーンディスプレイ上に第１のアプリケーションのそれぞれのビューを
縦方向の向きに表示する工程と、
　前記それぞれのビューの中で第１のタッチジェスチャを検出する工程と、
　前記第１のタッチジェスチャを検出するのに応じて、前記第１のアプリケーションの前
記それぞれのビューを部分的に覆う前記第１のアプリケーションのポップアップビューを
表示する工程と、
　前記ポップアップビューを表示している間に、縦方向の向きから横方向の向きへの前記
多機能デバイスの回転を前記１つ以上の加速度計を用いて検出する工程と、
　前記回転を検出するのに応じて、前記それぞれのビューを前記横方向の向きに変換し、
前記ポップアップビューを前記横方向の向きにおける前記それぞれのビューに沿ったサイ
ドバービューに変換する工程と、
　を含むことを特徴とする方法。
【請求項１２】
　前記それぞれのビューに沿った前記サイドバーの表示を維持しながら、前記サイドバー
におけるタッチジェスチャを検出し及び該タッチジェスチャに応答する工程をさらに含む
ことを特徴とする、請求項１１に記載の方法。
【請求項１３】
　横方向の向きから縦方向の向きへの前記多機能デバイスの回転を前記１つ以上の加速度
計を用いて検出する工程と、
　前記横方向の向きから前記縦方向の向きへの前記多機能デバイスの前記回転を検出する
のに応じて、前記サイドバーを表示するのを中止し、及び前記それぞれのビューを前記縦
方向の向きに変換する工程と、
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　をさらに含むことを特徴とする、請求項１１に記載の方法。
【請求項１４】
　前記サイドバーの表示を中止した後に、前記それぞれのビューの中で第２のタッチジェ
スチャを検出する工程と、
　前記第２のタッチジェスチャを検出するのに応じて、前記それぞれのビューを部分的に
覆う前記ポップアップビューを表示する工程と、
　をさらに含むことを特徴とする、請求項１３に記載の方法。
【請求項１５】
　横方向の向きから縦方向の向きへの前記多機能デバイスの回転を前記１つ以上の加速度
計を用いて検出する工程と、
　前記横方向の向きから前記縦方向の向きへの前記多機能デバイスの前記回転を検出する
のに応じて、前記それぞれのビューを前記縦方向の向きに変換し、及び前記サイドバーを
前記縦方向の向きにおける前記それぞれのビューの中のポップアップビューに変換する工
程と、
　をさらに含むことを特徴とする、請求項１１に記載の方法。
【請求項１６】
　第１の多機能デバイスであって、
　タッチスクリーンディスプレイと、
　１つ以上のプロセッサと、
　メモリと、
　１つ以上のプログラムとを備え、
　前記１つ以上のプログラムは、前記メモリの中に記憶され、前記１つ以上のプロセッサ
によって実行されるように構成されており、
　前記１つ以上のプログラムは、
　前記タッチスクリーンディスプレイ上に第１のアプリケーションのそれぞれのビューを
表示し、
　前記それぞれのビューの中で第１のタッチジェスチャを検出し、
　前記第１のタッチジェスチャを検出するのに応じて、前記第１のアプリケーションの前
記それぞれのビューを部分的に覆う前記第１のアプリケーションのポップアップビューを
表示し、
　前記ポップアップビューの中で１つ以上の第２のタッチジェスチャを検出し、
　前記ポップアップビューの中で前記１つ以上の第２のタッチジェスチャを検出するのに
応じて、前記第１のアプリケーションにおいて前記第１のアプリケーションの状態を更新
する動作を行い、
　前記ポップアップビューの表示を中止する
　命令を含み、
　前記ポップアップビューは、前記第１の多機能デバイスの前記タッチスクリーンディス
プレイより解像度が低いタッチスクリーンディスプレイを有する多機能移動電話である第
２の多機能デバイス上の対応する第１のアプリケーションにおける全画面幅ビューに対応
し、前記第２の多機能デバイスの前記タッチスクリーンディスプレイの解像度は前記メモ
リに格納されている設定である
　ことを特徴とするデバイス。
【請求項１７】
　命令を含む１つ以上のプログラムを格納する、コンピュータ読み取り可能な記憶媒体で
あって、
　前記命令は、タッチスクリーンディスプレイを備える第１の多機能デバイスによって実
行された際に、前記デバイスに、
　前記タッチスクリーンディスプレイ上に第１のアプリケーションのそれぞれのビューを
表示させ、
　前記それぞれのビューの中で第１のタッチジェスチャを検出させ、
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　前記第１のタッチジェスチャを検出するのに応じて、前記第１のアプリケーションの前
記それぞれのビューを部分的に覆う前記第１のアプリケーションのポップアップビューを
表示させ、
　前記ポップアップビューの中で１つ以上の第２のタッチジェスチャを検出させ、
　前記ポップアップビューの中で前記１つ以上の第２のタッチジェスチャを検出するのに
応じて、前記第１のアプリケーションにおいて前記第１のアプリケーションの状態を更新
する動作を行わせ、
　前記ポップアップビューの表示を中止させる
　命令を含み、
　前記ポップアップビューは、前記第１の多機能デバイスの前記タッチスクリーンディス
プレイより解像度が低いタッチスクリーンディスプレイを有する多機能移動電話である第
２の多機能デバイス上の対応する第１のアプリケーションにおける全画面幅ビューに対応
し、前記第２の多機能デバイスの前記タッチスクリーンディスプレイの解像度は前記第１
の多機能デバイスのメモリに格納されている設定である
　ことを特徴とするコンピュータ読み取り可能な記憶媒体。
【請求項１８】
　前記ポップアップビューは、前記第２の多機能デバイスの横方向解像度に等しい横方向
解像度を有することを特徴とする、請求項１７に記載のコンピュータ読み取り可能な記憶
媒体。
【請求項１９】
　前記ポップアップビューは、前記第２の多機能デバイス上の前記対応する第１のアプリ
ケーションにおける前記全画面幅ビューを実装する実行可能な命令と、実質的に同一の実
行可能な命令によって実装されることを特徴とする、請求項１７に記載のコンピュータ読
み取り可能な記憶媒体。
【請求項２０】
　タッチスクリーンディスプレイを備える第１の多機能デバイスにおける方法であって、
　前記タッチスクリーンディスプレイ上に第１のアプリケーションのそれぞれのビューを
表示する工程と、
　前記それぞれのビューの中で第１のタッチジェスチャを検出する工程と、
　前記第１のタッチジェスチャを検出するのに応じて、前記第１のアプリケーションの前
記それぞれのビューを部分的に覆う前記第１のアプリケーションのポップアップビューを
表示する工程と、
　前記ポップアップビューの中で１つ以上の第２のタッチジェスチャを検出する工程と、
　前記ポップアップビューの中で前記１つ以上の第２のタッチジェスチャを検出するのに
応じて、前記第１のアプリケーションにおいて前記第１のアプリケーションの状態を更新
する動作を行う工程と、
　前記ポップアップビューの表示を中止する工程と、
　を含み、
　前記ポップアップビューは、前記第１の多機能デバイスの前記タッチスクリーンディス
プレイより解像度が低いタッチスクリーンディスプレイを有する多機能移動電話である第
２の多機能デバイス上の対応する第１のアプリケーションにおける全画面幅ビューに対応
し、前記第２の多機能デバイスの前記タッチスクリーンディスプレイの解像度は前記第１
の多機能デバイスのメモリに格納されている設定である
　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、タッチセンシティブ表面を備えた電子デバイスに関するものであり、
対話型ポップアップビューを用いるタッチセンシティブ表面を備えたデバイスを含むけれ
ども、それらに限定されない。
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【背景技術】
【０００２】
　近年、タッチセンシティブ表面をコンピュータおよびその他の電子コンピューティング
デバイス用の入力デバイスとして用いることが大幅に増えている。典型的なタッチセンシ
ティブ表面には、タッチパッドやタッチスクリーンディスプレイなどがある。そのような
表面は、ユーザインタフェースをナビゲートしてそれらと対話するのに広く用いられてい
る。ユーザインタフェースと対話する１つのやり方は、ポップアップビュー（例えばウィ
ンドウ）を介することである。
【０００３】
　しかし、ポップアップビューを用いる既存の方法は、面倒であり、効率が悪い。例えば
、ポップアップビューでは、所望の操作を行うのに必要以上の入力が求められる。そのよ
うなポップアップビューを用いるのは退屈である。加えて、既存の方法は、必要以上に時
間がかかり、それによってエネルギーを浪費する。この後者の動機は、電池で動作するデ
バイスでは特に重要である。
【発明の概要】
【０００４】
　従って、ポップアップビューを用いるためのより迅速かつ効率的な方法およびインタフ
ェースを備えたコンピューティングデバイスの必要性がある。そのような方法およびイン
タフェースは、ポップアップビューを用いるための従来の方法を補完または置換しうる。
そのような方法およびインタフェースは、ユーザにかかる認知上の負担を軽減し、より効
率的なヒューマン・マシン・インタフェースを実現する。電池で動作するコンピューティ
ングデバイスにとっては、そのような方法およびインタフェースは、電力を節約し、次回
の電池充電までの時間を増加させる。
【０００５】
　タッチセンシティブ表面を備えたコンピューティングデバイス用のユーザインタフェー
スに関連する前述の欠如およびその他の問題が、開示されるデバイスによって軽減または
解消される。各種の実施形態では、デバイスはデスクトップコンピュータであるが、他の
実施形態では、デバイスは携帯用である（例えば、ノートパソコン、タブレットコンピュ
ータ、またはハンドヘルドデバイス）。任意で、デバイスはタッチパッドを有する。ある
いは、またはそれに加えて、デバイスはタッチセンシティブディスプレイ（「タッチスク
リーン」または「タッチスクリーンディスプレイ」としても知られる）を有してもよい。
デバイスは、グラフィカルユーザインタフェース（ＧＵＩ）と、１つ以上のプロセッサと
、メモリと、１つ以上のモジュールと、プログラムと、または複数の機能を実行するため
にメモリの中に記憶された命令の集合とを有する。機能には、画像編集と、描画と、プレ
ゼンテーションと、文章処理と、ウェブサイト作成と、ディスクオーサリングと、表計算
シート作成と、ゲームをすることと、電話を使うことと、テレビ会議をすることと、電子
メールをすることと、インスタントメッセージングと、エクササイズのサポートと、デジ
タル写真撮影と、デジタルビデオ撮影と、インターネット閲覧と、デジタル音楽演奏と、
および／またはデジタルビデオ視聴とが含まれうる。これらの機能を行うための実行可能
な命令が、コンピュータ可読記憶媒体、または、１つ以上のプロセッサによる実行のため
に構成された、その他のコンピュータプログラム製品に含まれうる。ユーザは、主にタッ
チセンシティブ表面上の指の接触とジェスチャとを通して、ＧＵＩと対話する。
【０００６】
　一部の実施形態によると、タッチスクリーンディスプレイを備えた多機能デバイスにお
いて、或る方法が行われる。方法は、タッチスクリーンディスプレイ上に第１のアプリケ
ーションのそれぞれのビューを表示することと、それぞれのビューの中で第１のタッチジ
ェスチャを検出することとを含んでいる。第１のタッチジェスチャを検出するのに応じて
、デバイスは、第１のアプリケーションのそれぞれのビューを部分的に覆う第１のアプリ
ケーションのポップアップビューを表示する。ポップアップビューは、第１の多機能デバ
イスのタッチスクリーンディスプレイより解像度が低いタッチスクリーンディスプレイを
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有する第２の多機能デバイス上の対応する第１のアプリケーションにおける全画面幅ビュ
ーに対応する。また、方法は、ポップアップビューの中で１つ以上の第２のタッチジェス
チャを検出することと、ポップアップビューの中で１つ以上の第２のタッチジェスチャを
検出するのに応じて、第１のアプリケーションの状態を更新する第１のアプリケーション
における動作を実行することとを含んでいる。方法はさらに、ポップアップビューの表示
を中止することを含んでいる。
【０００７】
　一部の実施形態によると、タッチスクリーンディスプレイと１つ以上の加速度計とを備
えた多機能デバイスで行われる方法は、縦方向の向き（ポートレートの向き）においてタ
ッチスクリーンディスプレイ上に第１のアプリケーションのそれぞれのビューを表示する
ことと、それぞれのビューの中で第１のタッチジェスチャを検出することと、第１のタッ
チジェスチャを検出するのに応じて、第１のアプリケーションのそれぞれのビューを部分
的に覆う第１のアプリケーションのポップアップビューを表示することとを含んでいる。
また、方法は、ポップアップビューの中で１つ以上の第２のタッチジェスチャを検出する
ことと、ポップアップビューの中で１つ以上の第２のタッチジェスチャを検出するのに応
じて、第１のアプリケーションにおいて第１のアプリケーションの状態を更新する動作を
行うこととを含んでいる。方法は、さらに、ポップアップビューを表示している間に、縦
方向の向きから横方向の向き（風景の向き）への多機能デバイスの回転を１つ以上の加速
度計を用いて検出することと、回転を検出するのに応じて、それぞれのビューを横方向の
向きに変換することと、ポップアップビューを横方向の向きにおけるそれぞれのビューに
沿ったサイドバーに変換することとを含んでいる。
【０００８】
　一部の実施形態によると、多機能デバイスは、タッチスクリーンディスプレイと、１つ
以上のプロセッサと、メモリと、１つ以上のプログラムとを含んでおり、１つ以上のプロ
グラムは、メモリの中に記憶されていて、１つ以上のプロセッサによって実行されるよう
に構成されており、そして、１つ以上のプログラムは、上記のいずれかの方法の操作を行
うための命令を含んでいる。一部の実施形態によると、タッチスクリーンディスプレイと
メモリとメモリの中に記憶された１つ以上のプログラムを実行するための１つ以上のプロ
セッサとを備えた多機能デバイス上のグラフィカルユーザインタフェースは、上記のいず
れかの方法の中で表示される１つ以上の要素を含んでおり、それらの要素は、上記のいず
れかの方法の中で記述したように、入力に応じて更新される。一部の実施形態によると、
コンピュータ可読記憶媒体が、タッチスクリーンディスプレイを備えた多機能デバイスに
よって実行された場合に、デバイスに上記の方法のいずれかの操作を行わせる命令を記憶
している。一部の実施形態によると、多機能デバイスが、タッチスクリーンディスプレイ
と、上記のいずれかの方法の操作を行うための手段とを含んでいる。一部の実施形態によ
ると、タッチスクリーンディスプレイを備えた多機能デバイスで用いる情報処理装置が、
上記のいずれかの方法の操作を行うための手段を含んでいる。
【０００９】
　一部の実施形態によると、第１の多機能デバイスが、第１のアプリケーションのそれぞ
れのビューを表示するタッチスクリーンディスプレイユニットを含んでいる。タッチスク
リーンディスプレイユニットには、処理ユニットが接続されている。処理ユニットは、タ
ッチスクリーンディスプレイユニット上のそれぞれのビューの中で第１のタッチジェスチ
ャを検出し、第１のタッチジェスチャの検出に応じて、第１のアプリケーションのそれぞ
れのビューを部分的に覆う第１のアプリケーションのポップアップビューのタッチスクリ
ーンディスプレイユニット上の表示を可能にするように構成されており、ここで、ポップ
アップビューは、第１の多機能デバイスのタッチスクリーンディスプレイユニットより解
像度の低いタッチスクリーンディスプレイを有する第２の多機能デバイス上の対応する第
１のアプリケーションにおける全画面幅ビューに対応し、かつ、処理ユニットは、タッチ
スクリーンディスプレイユニット上のポップアップビューの中で１つ以上の第２のタッチ
ジェスチャを検出し、ポップアップビューの中で１つ以上の第２のタッチジェスチャを検
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出するのに応じて第１のアプリケーションの状態を更新する第１のアプリケーションにお
ける動作を実行し、そして、タッチスクリーンディスプレイユニット上のポップアップビ
ューの表示を中止するように構成されている。
【００１０】
　一部の実施形態によると、多機能デバイスが、縦方向の向きにおいて第１のアプリケー
ションのそれぞれのビューを表示するタッチスクリーンディスプレイユニットと、向きの
判定のためのデータを提供するように構成された１つ以上の加速度計と、タッチスクリー
ンディスプレイユニットおよび１つ以上の加速度計に接続された処理ユニットとを含んで
いる。処理ユニットは、タッチスクリーンディスプレイユニット上のそれぞれのビューの
中で第１のタッチジェスチャを検出し、第１のタッチジェスチャの検出に応じて、タッチ
スクリーンディスプレイユニット上の第１のアプリケーションのそれぞれのビューを部分
的に覆う第１のアプリケーションのポップアップビューの表示を可能にし、タッチスクリ
ーンディスプレイユニット上のポップアップビューの中で１つ以上の第２のタッチジェス
チャを検出し、ポップアップビューの中で１つ以上の第２のタッチジェスチャを検出する
のに応じて、第１のアプリケーションの状態を更新する第１のアプリケーションにおける
動作を実行し、タッチスクリーンディスプレイユニット上にポップアップビューを表示し
ている間に、縦方向の向きから横方向の向きへの多機能デバイスの回転を１つ以上の加速
度計を用いて検出し、そして、回転を検出するのに応じて、タッチスクリーンディスプレ
イユニット上でそれぞれのビューを横方向の向きに変換し、タッチスクリーンディスプレ
イユニット上でポップアップビューをそれぞれのビューに沿ったサイドバービューに変換
するように構成される。
【００１１】
　それゆえ、タッチスクリーンディスプレイを備えた多機能デバイスが、対話型ポップア
ップビューを用いるためのより迅速で効率の良い方法およびインタフェースを備え、それ
によって、有効性と効率と、そのようなデバイスに対するユーザの満足とを高める。その
ような方法およびインタフェースは、ポップアップビューを用いるための従来の方法を補
完または置換しうる。
【図面の簡単な説明】
【００１２】
　本発明の前述の諸実施形態およびさらなる諸実施形態をよりよく理解するため、下記の
図面と併せて下記の「発明を実施するための形態」を参照するべきであり、図中、類似の
参照番号は図面全体を通して対応する部分を指す。
【００１３】
【図１Ａ】一部の実施形態によるタッチセンシティブディスプレイを備えた携帯用多機能
デバイスを示すブロック図である。
【図１Ｂ】一部の実施形態によるタッチセンシティブディスプレイを備えた携帯用多機能
デバイスを示すブロック図である。
【図１Ｃ】一部の実施形態によるイベント処理のための例示的な構成要素を示すブロック
図である。
【図２】一部の実施形態によるタッチスクリーンを有する携帯用多機能デバイスを示す図
である。
【図３】一部の実施形態によるディスプレイとタッチセンシティブ表面とを備えた例示的
な多機能デバイスのブロック図である。
【図４Ａ】一部の実施形態による携帯用多機能デバイス上のアプリケーションのメニュー
についての例示的なユーザインタフェースを示す図である。
【図４Ｂ】一部の実施形態による携帯用多機能デバイス上のアプリケーションのメニュー
についての例示的なユーザインタフェースを示す図である。
【図４Ｃ】一部の実施形態による、ディスプレイとは別のタッチセンシティブ表面を備え
た多機能デバイスのための例示的なユーザインタフェースを示す図である。
【図５Ａ】一部の実施形態による、対話型ポップアップビューを用いるための例示的なユ
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ーザインタフェースを示す図である。
【図５Ｂ】一部の実施形態による、対話型ポップアップビューを用いるための例示的なユ
ーザインタフェースを示す図である。
【図５Ｃ】一部の実施形態による、対話型ポップアップビューを用いるための例示的なユ
ーザインタフェースを示す図である。
【図５Ｄ】一部の実施形態による、対話型ポップアップビューを用いるための例示的なユ
ーザインタフェースを示す図である。
【図５Ｅ】一部の実施形態による、対話型ポップアップビューを用いるための例示的なユ
ーザインタフェースを示す図である。
【図５Ｆ】一部の実施形態による、対話型ポップアップビューを用いるための例示的なユ
ーザインタフェースを示す図である。
【図５Ｇ】一部の実施形態による、対話型ポップアップビューを用いるための例示的なユ
ーザインタフェースを示す図である。
【図５Ｈ】一部の実施形態による、対話型ポップアップビューを用いるための例示的なユ
ーザインタフェースを示す図である。
【図５Ｉ】一部の実施形態による、対話型ポップアップビューを用いるための例示的なユ
ーザインタフェースを示す図である。
【図５Ｊ】一部の実施形態による、対話型ポップアップビューを用いるための例示的なユ
ーザインタフェースを示す図である。
【図５Ｋ】一部の実施形態による、対話型ポップアップビューを用いるための例示的なユ
ーザインタフェースを示す図である。
【図５Ｌ】一部の実施形態による、対話型ポップアップビューを用いるための例示的なユ
ーザインタフェースを示す図である。
【図５Ｍ】一部の実施形態による、対話型ポップアップビューを用いるための例示的なユ
ーザインタフェースを示す図である。
【図５Ｎ】一部の実施形態による、対話型ポップアップビューを用いるための例示的なユ
ーザインタフェースを示す図である。
【図５Ｏ】一部の実施形態による、対話型ポップアップビューを用いるための例示的なユ
ーザインタフェースを示す図である。
【図５Ｐ】一部の実施形態による、対話型ポップアップビューを用いるための例示的なユ
ーザインタフェースを示す図である。
【図５Ｑ】一部の実施形態による、対話型ポップアップビューを用いるための例示的なユ
ーザインタフェースを示す図である。
【図５Ｒ】一部の実施形態による、対話型ポップアップビューを用いるための例示的なユ
ーザインタフェースを示す図である。
【図５Ｓ】一部の実施形態による、対話型ポップアップビューを用いるための例示的なユ
ーザインタフェースを示す図である。
【図５Ｔ】一部の実施形態による、対話型ポップアップビューを用いるための例示的なユ
ーザインタフェースを示す図である。
【図５Ｕ】一部の実施形態による、対話型ポップアップビューを用いるための例示的なユ
ーザインタフェースを示す図である。
【図５Ｖ】一部の実施形態による、対話型ポップアップビューを用いるための例示的なユ
ーザインタフェースを示す図である。
【図５Ｗ】一部の実施形態による、対話型ポップアップビューを用いるための例示的なユ
ーザインタフェースを示す図である。
【図５Ｘ】一部の実施形態による、対話型ポップアップビューを用いるための例示的なユ
ーザインタフェースを示す図である。
【図５Ｙ】一部の実施形態による、対話型ポップアップビューを用いるための例示的なユ
ーザインタフェースを示す図である。
【図５Ｚ】一部の実施形態による、対話型ポップアップビューを用いるための例示的なユ
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ーザインタフェースを示す図である。
【図５ＡＡ】一部の実施形態による、対話型ポップアップビューを用いるための例示的な
ユーザインタフェースを示す図である。
【図５ＢＢ】一部の実施形態による、対話型ポップアップビューを用いるための例示的な
ユーザインタフェースを示す図である。
【図５ＣＣ】一部の実施形態による、対話型ポップアップビューを用いるための例示的な
ユーザインタフェースを示す図である。
【図５ＤＤ】一部の実施形態による、対話型ポップアップビューを用いるための例示的な
ユーザインタフェースを示す図である。
【図５ＥＥ】一部の実施形態による、対話型ポップアップビューを用いるための例示的な
ユーザインタフェースを示す図である。
【図５ＦＦ】一部の実施形態による、対話型ポップアップビューを用いるための例示的な
ユーザインタフェースを示す図である。
【図５ＧＧ】一部の実施形態による、対話型ポップアップビューを用いるための例示的な
ユーザインタフェースを示す図である。
【図５ＨＨ】一部の実施形態による、対話型ポップアップビューを用いるための例示的な
ユーザインタフェースを示す図である。
【図５ＩＩ】一部の実施形態による、対話型ポップアップビューを用いるための例示的な
ユーザインタフェースを示す図である。
【図５ＪＪ】一部の実施形態による、対話型ポップアップビューを用いるための例示的な
ユーザインタフェースを示す図である。
【図５ＫＫ】一部の実施形態による、対話型ポップアップビューを用いるための例示的な
ユーザインタフェースを示す図である。
【図５ＬＬ】一部の実施形態による、対話型ポップアップビューを用いるための例示的な
ユーザインタフェースを示す図である。
【図５ＭＭ】一部の実施形態による、対話型ポップアップビューを用いるための例示的な
ユーザインタフェースを示す図である。
【図５ＮＮ】一部の実施形態による、対話型ポップアップビューを用いるための例示的な
ユーザインタフェースを示す図である。
【図５ＯＯ】一部の実施形態による、対話型ポップアップビューを用いるための例示的な
ユーザインタフェースを示す図である。
【図５ＰＰ】一部の実施形態による、対話型ポップアップビューを用いるための例示的な
ユーザインタフェースを示す図である。
【図５ＱＱ】一部の実施形態による、対話型ポップアップビューを用いるための例示的な
ユーザインタフェースを示す図である。
【図５ＲＲ】一部の実施形態による、対話型ポップアップビューを用いるための例示的な
ユーザインタフェースを示す図である。
【図５ＳＳ】一部の実施形態による、対話型ポップアップビューを用いるための例示的な
ユーザインタフェースを示す図である。
【図５ＴＴ】一部の実施形態による、対話型ポップアップビューを用いるための例示的な
ユーザインタフェースを示す図である。
【図５ＵＵ】一部の実施形態による、対話型ポップアップビューを用いるための例示的な
ユーザインタフェースを示す図である。
【図５ＶＶ】一部の実施形態による、対話型ポップアップビューを用いるための例示的な
ユーザインタフェースを示す図である。
【図５ＷＷ】一部の実施形態による、対話型ポップアップビューを用いるための例示的な
ユーザインタフェースを示す図である。
【図５ＸＸ】一部の実施形態による、対話型ポップアップビューを用いるための例示的な
ユーザインタフェースを示す図である。
【図５ＹＹ】一部の実施形態による、対話型ポップアップビューを用いるための例示的な
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ユーザインタフェースを示す図である。
【図５ＺＺ】一部の実施形態による、対話型ポップアップビューを用いるための例示的な
ユーザインタフェースを示す図である。
【図５ＡＡＡ】一部の実施形態による、対話型ポップアップビューを用いるための例示的
なユーザインタフェースを示す図である。
【図５ＢＢＢ】一部の実施形態による、対話型ポップアップビューを用いるための例示的
なユーザインタフェースを示す図である。
【図５ＣＣＣ】一部の実施形態による、対話型ポップアップビューを用いるための例示的
なユーザインタフェースを示す図である。
【図５ＤＤＤ】一部の実施形態による、対話型ポップアップビューを用いるための例示的
なユーザインタフェースを示す図である。
【図５ＥＥＥ】一部の実施形態による、対話型ポップアップビューを用いるための例示的
なユーザインタフェースを示す図である。
【図５ＦＦＦ】一部の実施形態による、対話型ポップアップビューを用いるための例示的
なユーザインタフェースを示す図である。
【図５ＧＧＧ】一部の実施形態による、対話型ポップアップビューを用いるための例示的
なユーザインタフェースを示す図である。
【図５ＨＨＨ】一部の実施形態による、対話型ポップアップビューを用いるための例示的
なユーザインタフェースを示す図である。
【図５ＩＩＩ】一部の実施形態による、対話型ポップアップビューを用いるための例示的
なユーザインタフェースを示す図である。
【図５ＪＪＪ】一部の実施形態による、対話型ポップアップビューを用いるための例示的
なユーザインタフェースを示す図である。
【図５ＫＫＫ】一部の実施形態による、対話型ポップアップビューを用いるための例示的
なユーザインタフェースを示す図である。
【図５ＬＬＬ】一部の実施形態による、対話型ポップアップビューを用いるための例示的
なユーザインタフェースを示す図である。
【図６Ａ】一部の実施形態による対話型ポップアップビューを用いる方法を示すフロー図
である。
【図６Ｂ】一部の実施形態による対話型ポップアップビューを用いる方法を示すフロー図
である。
【図７Ａ】一部の実施形態によるポップアップビューをサイドバーに変換する方法を示す
フロー図である。
【図７Ｂ】一部の実施形態によるポップアップビューをサイドバーに変換する方法を示す
フロー図である。
【図８】一部の実施形態による電子デバイスの機能ブロック図である。
【図９】一部の実施形態による電子デバイスの機能ブロック図である。
【発明を実施するための形態】
【００１４】
　次に、実施形態について詳細に説明し、それらの例を添付の図面に示す。以下の詳細記
述では、本発明の十分な理解を提供するために、多くの特定の詳細が記述されている。し
かし、当業者には明らかであろうが、本発明は、これらの特定の詳細がなくても実施され
うる。その他の事例では、周知の方法、手順、構成要素、回路およびネットワークは、実
施形態の態様を不要にあいまいにしないように、詳細には記述していない。
【００１５】
　また理解されるであろうが、第１、第２などの用語は、本明細書では、各種の要素（エ
レメント）を記述するために使用されうるけれども、これらの要素はこれらの用語によっ
て限定されるべきでない。これらの用語は、要素と要素とを区別するためだけに用いられ
ている。例えば、本発明の範囲から逸脱することなく、第１の接触は第２の接触と呼ばれ
てもよいだろうし、同様に、第２の接触が第１の接触と呼ばれてもよいだろう。第１の接
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触と第２の接触とは、どちらも接触であるが、同じ接触ではない。
【００１６】
　本明細書で本発明の記述の中で用いられる用語は、特定の実施形態を記述することを目
的としており、本発明を限定することを意図していない。本発明の記述および添付の請求
項で用いられる場合、単数形「ａ」、「ａｎ」、「ｔｈｅ」は、文脈が別に明示しない限
り、複数形も同様に含むことを意図する。さらに理解されるであろうが、「および／また
は(and/or)」という用語は、本明細書で用いられる場合、関連するリストされた項目のう
ちの１つ以上のいずれかの、または、すべての起こりうる組み合わせを言及し、それを包
含する。さらに理解されるであろうが、「含む(include)」、「含んでいる(including)」
、「備える(comprise)」および／または「備えている(comprising)」という用語は、本明
細書で用いられる場合、述べられた特徴、整数、ステップ、動作、要素および／または構
成要素の存在を明記するが、１つ以上の他の特徴、整数、ステップ、動作、要素、構成要
素、および／またはそれらのグループの存在もしくは追加を排除しない。
【００１７】
　本明細書では、「もしも(if)」は、文脈に依存して、「する時(when)」または「した時
点で(upon)」または「判定したことに応じて(in response to determining)」または「検
出したことに応じて(in response to detecting)」を意味すると解釈されてもよい。同様
に、「と判定された場合(if it is determined)」または「［述べられた条件またはイベ
ント］が検出された場合(if [a stated condition or event] is detected)」は、文脈に
依存して、「判定した時点で(upon determining)」または「判定したことに応じて(in re
sponse to determining)」または「［述べられた条件またはイベント］を検出した時点で
(upon detecting [the stated condition or event])」または「［述べられた条件または
イベント］を検出したことに応じて(in response to detecting [the stated condition 
or event])」を意味すると解釈されてもよい。
【００１８】
　本明細書では、ディスプレイの「解像度(resolution)」という用語は、ディスプレイの
個々の軸に沿った、または個々の次元における、ピクセルの数（「ピクセルカウント(pix
el count)」または「ピクセル解像度(pixel resolution)」とも呼ばれる）のことを言う
。例えば、ディスプレイが、３２０×４８０ピクセルの解像度を持っていてもよい。さら
に、本明細書では、多機能デバイスの「解像度(resolution)」は、多機能デバイスの中の
ディスプレイの解像度を言う。「解像度(resolution)」という用語は、個々のピクセルの
サイズまたはピクセルの間隔に関する何らかの制限を意味しない。例えば、１０２４×７
６８ピクセルの解像度を持つ第１のディスプレイと比べて、３２０×４８０ピクセルの解
像度を持つ第２のディスプレイは、解像度が低い。しかし、留意されるべきだが、ディス
プレイの物理的大きさは、ピクセル解像度だけに依存するのではなく、ピクセルのサイズ
およびピクセルの間隔を含めた多くの他の因子にも依存する。従って、第１のディスプレ
イは、第２のディスプレイと比べて、大きさが同じ、小さい、または大きいことがある。
【００１９】
　本明細書では、ディスプレイの「ビデオ解像度(video resolution)」という用語は、デ
ィスプレイの個々の軸に沿った、または個々の次元における、ピクセルの密度のことを言
う。ビデオ解像度は、ＤＰＩ（ｄｏｔｓ－ｐｅｒ－ｉｎｃｈ）の単位で測られることが多
く、これは、ディスプレイのそれぞれの次元に沿った１インチの範囲の中に一列に入れる
ことのできるピクセルの数を数えるものである。
【００２０】
　コンピューティングデバイス、そのようなデバイスのためのユーザインタフェース、お
よびそのようなデバイスを使用するための関連プロセスの実施形態について記述する。一
部の実施形態では、コンピューティングデバイスは、携帯用通信デバイス、例えば移動電
話であり、その他の機能、例えばＰＤＡおよび／または音楽プレーヤ機能も有している。
携帯用多機能デバイスの例示的な実施形態には、限定することなく、カリフォルニア州Ｃ
ｕｐｅｒｔｉｎｏのＡｐｐｌｅ　Ｉｎｃ．のｉＰｈｏｎｅ（登録商標）およびｉＰｏｄ　
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Ｔｏｕｃｈ（登録商標）デバイスが含まれる。また、その他の携帯用デバイス、例えばタ
ッチセンシティブ表面（例えばタッチスクリーンディスプレイおよび／またはタッチパッ
ド）を持つラップトップコンピュータまたはタブレットコンピュータが用いられてもよい
。また、理解されるべきだが、一部の実施形態では、デバイスは、携帯用通信デバイスで
はなく、タッチセンシティブ表面（例えばタッチスクリーンディスプレイおよび／または
タッチパッド）を持つデスクトップコンピュータである。
【００２１】
　下記の議論では、ディスプレイおよびタッチセンシティブ表面を含むコンピューティン
グデバイスについて記述する。しかし、理解されるべきだが、コンピューティングデバイ
スは、１つ以上の他の物理的ユーザインタフェースデバイス、例えば物理的キーボード、
マウス、および／またはジョイスティックを含んでいてもよい。
【００２２】
　デバイスは多様なアプリケーション、例えば、描画アプリケーション、プレゼンテーシ
ョンアプリケーション、文章処理アプリケーション、ウェブサイト作成アプリケーション
、ディスクオーサリングアプリケーション、表計算アプリケーション、ゲームアプリケー
ション、電話アプリケーション、テレビ会議アプリケーション、電子メールアプリケーシ
ョン、インスタントメッセージングアプリケーション、エクササイズ(workout)サポート
アプリケーション、写真管理アプリケーション、デジタルカメラアプリケーション、デジ
タルビデオカメラアプリケーション、インターネット閲覧アプリケーション、デジタル音
楽プレーヤアプリケーション、および／またはデジタルビデオプレーヤアプリケーション
のうちの１つ以上をサポートする。
【００２３】
　デバイス上で実行されうる各種のアプリケーションは、少なくとも１つの共通の物理的
ユーザインタフェースデバイス、例えばタッチセンシティブ表面を使用してもよい。タッ
チセンシティブ表面の１つ以上の機能、およびデバイス上に表示される対応する情報は、
アプリケーション毎に、および／または、それぞれのアプリケーションの中で、調整され
たり、および／または、変更されたりしてもよい。このようにして、デバイスの共通の物
理的アーキテクチャ（例えばタッチセンシティブ表面）は、ユーザにとって直感的かつ透
過的なユーザインタフェースを使って多様なアプリケーションをサポートしうる。
【００２４】
　ユーザインタフェースは、１つ以上のソフトキーボードの実施形態を含んでいてもよい
。ソフトキーボードの実施形態は、表示されたキーボードのアイコン上に標準の（ＱＷＥ
ＲＴＹ）および／または標準でない構成のシンボルを含んでいてもよく、それらは例えば
、２００６年７月２４日に出願された米国特許出願第１１／４５９，６０６号「Ｋｅｙｂ
ｏａｒｄｓ　ｆｏｒ　Ｐｏｒｔａｂｌｅ　Ｅｌｅｃｔｒｏｎｉｃ　Ｄｅｖｉｃｅｓ」およ
び２００６年７月２４日に出願された米国特許出願第１１／４５９，６１５号「Ｔｏｕｃ
ｈ　Ｓｃｒｅｅｎ　Ｋｅｙｂｏａｒｄｓ　Ｆｏｒ　Ｐｏｒｔａｂｌｅ　Ｅｌｅｃｔｒｏｎ
ｉｃ　Ｄｅｖｉｃｅｓ」に記述されており、その内容を全部、参照により本願に援用する
。キーボードの実施形態の中には、既存の物理的キーボード、例えばタイプライタのキー
ボードにあるキーの数と比べてアイコン（またはソフトキー）の数が少ない実施形態があ
ってもよい。これによって、ユーザは、キーボードの中の１つ以上のアイコン、それゆえ
、１つ以上の対応するシンボルを選択するのがより容易になる。キーボードの実施形態は
、適応的であってよい。例えば、表示されたアイコンが、例えば１つ以上のアイコンおよ
び／または１つ以上の対応するシンボルを選択するようなユーザの動作に従って修正され
てもよい。デバイス上の１つ以上のアプリケーションが、共通の、および／または異なる
キーボード実施形態を利用してもよい。それゆえ、使用されるキーボードの実施形態は、
少なくとも一部のアプリケーションに合わせてカスタマイズされてもよい。一部の実施形
態では、１つ以上のキーボードの実施形態が、それぞれのユーザに合わせてカスタマイズ
されてもよい。例えば、１つ以上のキーボードの実施形態が、それぞれのユーザの言葉の
利用履歴（辞書編集法、スラング、個別の用途）に基づいてそれぞれのユーザに合わせて
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カスタマイズされてもよい。一部のキーボードの実施形態は、ソフトキーボードの実施形
態を用いる時に、１つ以上のアイコンを、それゆえ１つ以上のシンボルを、選択する場合
にユーザエラーの確率を減らすように調整されてもよい。
【００２５】
　次に、タッチセンシティブディスプレイを備えた携帯用デバイスの実施形態に注意を向
けよう。図１Ａおよび図１Ｂは、一部の実施形態による、タッチセンシティブディスプレ
イ１１２を持つ携帯用多機能デバイス１００を示すブロック図である。タッチセンシティ
ブディスプレイ１１２は、便宜上「タッチスクリーン」と呼ばれることもあり、また、タ
ッチセンシティブディスプレイシステムとして知られ、またはそう呼ばれることもある。
デバイス１００は、メモリ１０２（１つ以上のコンピュータ可読記憶媒体を含みうる）と
、メモリコントローラ１２２と、１つ以上の処理ユニット（ＣＰＵ）１２０と、周辺装置
インタフェース１１８と、ＲＦ回路部１０８と、音声回路部１１０と、スピーカ１１１と
、マイク１１３と、入力／出力（Ｉ／Ｏ）サブシステム１０６と、他の入力または制御デ
バイス１１６と、外部ポート１２４とを含んでいてもよい。デバイス１００は、１つ以上
の光センサ１６４を含んでいてもよい。これらの構成要素は、１つ以上のコミュニケーシ
ョンバスまたは信号線１０３を経て通信してもよい。
【００２６】
　理解されるべきだが、デバイス１００は、携帯用多機能デバイスの一例にすぎず、デバ
イス１００は、図示するより構成要素が多いことも少ないこともあり、２つ以上の構成要
素を組み合わせることもあり、あるいは、構成要素の別の構成または配置を有することも
ある。図１Ａおよび図１Ｂに示す各種の構成要素は、ハードウェア、ソフトウェア、また
はハードウェアとソフトウェアの両方の組み合わせとして、１つ以上の信号処理回路およ
び／または特定用途向け集積回路を含めて実装されてもよい。
【００２７】
　メモリ１０２は、高速ランダムアクセスメモリを含んでいてもよく、また、不揮発性メ
モリ、例えば１つ以上の磁気ディスクストレージデバイス、フラッシュメモリデバイス、
またはその他の不揮発性ソリッドステートメモリデバイスを含んでいてもよい。メモリ１
０２へのデバイス１００の他のコンポーネント、例えばＣＰＵ１２０および周辺インタフ
ェース１１８によるアクセスは、メモリコントローラ１２２によって制御されてもよい。
【００２８】
　周辺装置インタフェース１１８を用いて、デバイスの入出力周辺装置をＣＰＵ１２０お
よびメモリ１０２に接続することができる。１つ以上のプロセッサ１２０は、各種のソフ
トウェアプログラムおよび／またはメモリ１０２の中に記憶された命令の集合を動作させ
るかまたは実行して、デバイス１００についての各種の機能を行い、データを処理する。
【００２９】
　一部の実施形態では、周辺装置インタフェース１１８と、ＣＰＵ１２０と、メモリコン
トローラ１２２とは、例えばチップ１０４のような単一のチップ上に実装されてもよい。
一部の実施形態では、それらは別個のチップ上に実装されてもよい。
【００３０】
　ＲＦ（ｒａｄｉｏ　ｆｒｅｑｕｅｎｃｙ）回路部１０８は、電磁信号とも呼ばれるＲＦ
信号を送受信する。ＲＦ回路部１０８は、電気信号を電磁信号に、電磁信号を電気信号に
変換し、電磁信号を介して通信ネットワークおよびその他の通信デバイスと通信する。Ｒ
Ｆ回路部１０８は、アンテナシステムと、ＲＦトランシーバと、１つ以上の増幅器と、チ
ューナと、１つ以上のオシレータと、デジタル信号プロセッサと、ＣＯＤＥＣチップセッ
トと、ＳＩＭ（ｓｕｂｓｃｒｉｂｅｒ　ｉｄｅｎｔｉｔｙ　ｍｏｄｕｌｅ）カードと、メ
モリと、等々を含めて、これらの機能を行うための周知の回路部を含んでいてもよいが、
それらに限定されない。ＲＦ回路部１０８は、ＷＷＷ（Ｗｏｒｌｄ　Ｗｉｄｅ　Ｗｅｂ）
とも呼ばれるインターネット、イントラネット、および／または、セルラー電話ネットワ
ーク、ワイヤレスローカルエリアネットワーク（ＬＡＮ）、および／またはメトロポリタ
ンエリアネットワーク（ＭＡＮ）のようなワイヤレスネットワーク、のようなネットワー
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クとワイヤレス通信によって通信してもよいし、その他のデバイスとワイヤレス通信によ
って通信してもよい。ワイヤレス通信は、ＧＳＭ（登録商標）（Ｇｌｏｂａｌ　Ｓｙｓｔ
ｅｍ　ｆｏｒ　Ｍｏｂｉｌｅ　Ｃｏｍｍｕｎｉｃａｔｉｏｎｓ）、ＥＤＧＥ（Ｅｎｈａｎ
ｃｅｄ　Ｄａｔａ　ＧＳＭ（登録商標）　Ｅｎｖｉｒｏｎｍｅｎｔ）、ＨＳＤＰＡ（ｈｉ
ｇｈ－ｓｐｅｅｄ　ｄｏｗｎｌｉｎｋ　ｐａｃｋｅｔ　ａｃｃｅｓｓ）、Ｗ－ＣＤＭＡ（
ｗｉｄｅｂａｎｄ　ｃｏｄｅ　ｄｉｖｉｓｉｏｎ　ｍｕｌｔｉｐｌｅ　ａｃｃｅｓｓ）、
ＣＤＭＡ（ｃｏｄｅ　ｄｉｖｉｓｉｏｎ　ｍｕｌｔｉｐｌｅ　ａｃｃｅｓｓ）、ＴＤＭＡ
（ｔｉｍｅ　ｄｉｖｉｓｉｏｎ　ｍｕｌｔｉｐｌｅ　ａｃｃｅｓｓ）、Ｂｌｕｅｔｏｏｔ
ｈ（登録商標）、Ｗｉ－Ｆｉ（Ｗｉｒｅｌｅｓｓ　Ｆｉｄｅｌｉｔｙ）（例えばＩＥＥＥ
８０２．１１ａ、ＩＥＥＥ８０２．１１ｂ、ＩＥＥＥ８０２．１１ｇおよび／またはＩＥ
ＥＥ８０２．１１ｎ）、ＶｏＩＰ（ｖｏｉｃｅ　ｏｖｅｒ　Ｉｎｔｅｒｎｅｔ　Ｐｒｏｔ
ｏｃｏｌ）、Ｗｉ－ＭＡＸ、電子メール用のプロトコル（例えばＩＭＡＰ（Ｉｎｔｅｒｎ
ｅｔ　ｍｅｓｓａｇｅ　ａｃｃｅｓｓ　ｐｒｏｔｏｃｏｌ）および／またはＰＯＰ（ｐｏ
ｓｔ　ｏｆｆｉｃｅ　ｐｒｏｔｏｃｏｌ））、インスタントメッセージング（例えばＸＭ
ＰＰ（ｅｘｔｅｎｓｉｂｌｅ　ｍｅｓｓａｇｉｎｇ　ａｎｄ　ｐｒｅｓｅｎｃｅ　ｐｒｏ
ｔｏｃｏｌ）、ＳＩＭＰＬＥ（Ｓｅｓｓｉｏｎ　Ｉｎｉｔｉａｔｉｏｎ　Ｐｒｏｔｏｃｏ
ｌ　ｆｏｒ　Ｉｎｓｔａｎｔ　Ｍｅｓｓａｇｉｎｇ　ａｎｄ　Ｐｒｅｓｅｎｃｅ　Ｌｅｖ
ｅｒａｇｉｎｇ　Ｅｘｔｅｎｓｉｏｎｓ）、ＩＭＰＳ（Ｉｎｓｔａｎｔ　Ｍｅｓｓａｇｉ
ｎｇ　ａｎｄ　Ｐｒｅｓｅｎｃｅ　Ｓｅｒｖｉｃｅ））、および／または、ＳＭＳ（Ｓｈ
ｏｒｔ　Ｍｅｓｓａｇｅ　Ｓｅｒｖｉｃｅ）、あるいはいずれかの他の適切な通信プロト
コル（本明細書の提出日の時点ではまだ開発されていない通信プロトコルを含む）を含め
るがそれらに限定されない、複数の通信標準、プロトコル、および技術のいずれを使用し
てもよい。
【００３１】
　音声回路部１１０と、スピーカ１１１と、マイク１１３とは、ユーザとデバイス１００
との間の音声インタフェースを提供する。音声回路部１１０は、周辺装置インタフェース
１１８から音声データを受信し、音声データを電気信号に変換し、電気信号をスピーカ１
１１に送信する。スピーカ１１は、電気信号を人間に聞こえる音波に変換する。また、音
声回路部１１０は、音波からマイク１１３によって変換された電気信号を受信する。音声
回路部１１０は、電気信号を音声データに変換し、音声データを処理するために周辺装置
インタフェース１１８へ送信する。音声データは、周辺装置インタフェース１１８によっ
て、メモリ１０２および／またはＲＦ回路部１０８から取得されるか、および／または、
メモリ１０２および／またはＲＦ回路部１０８へ送信されてもよい。また、一部の実施形
態では、音声回路部１１０は、ヘッドフォンジャック（例えば図２の２１２）を含んでい
る。ヘッドフォンジャックは、音声回路部１１０と、例えば出力のみのヘッドフォンや出
力（例えば片耳または両耳用のヘッドフォン）と入力（例えばマイク）とを備えたヘッド
フォンのような、着脱式音声入力／出力周辺装置との間のインタフェースを提供する。
【００３２】
　Ｉ／Ｏサブシステム１０６は、デバイス１００の入力／出力周辺装置、例えばタッチス
クリーン１１２およびその他の入力制御デバイス１１６を、周辺装置インタフェース１１
８に接続する。Ｉ／Ｏサブシステム１０６は、ディスプレイコントローラ１５６と、その
他の入力または制御デバイス用の１つ以上の入力コントローラ１６０とを含んでいてもよ
い。１つ以上の入力コントローラ１６０は、その他の入力または制御デバイス１１６との
間で電気信号の送受信を行う。その他の入力または制御デバイス１１６には、物理的ボタ
ン（例えばプッシュボタン、ロッカーボタン等）、ダイヤル、スライド式スイッチ、ジョ
イスティック、クリックホイール等が含まれてもよい。一部の代替的実施形態では、入力
コントローラ１６０は、キーボード、赤外線ポート、ＵＳＢポート、および例えばマウス
のようなポインタデバイスのうちのいずれかに接続されても（あるいは、まったくされな
くても）よい。１つ以上のボタン（例えば図２の２０８）は、スピーカ１１１および／ま
たはマイク１１３の音量調節のための上／下ボタンを含んでいてもよい。１つ以上のボタ
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ンは、プッシュボタン（例えば図２の２０６）を含んでいてもよい。すばやくプッシュボ
タンを押すことにより、タッチスクリーン１１２のロックをはずすかまたは、デバイスの
ロックを解除するためにタッチスクリーン上でジェスチャを用いるプロセスを開始しても
よく、それについては、２００５年１２月２３日に出願した米国特許出願第１１／３２２
，５４９号「Ｕｎｌｏｃｋｉｎｇ　ａ　Ｄｅｖｉｃｅ　ｂｙ　Ｐｅｒｆｏｒｍｉｎｇ　Ｇ
ｅｓｔｕｒｅｓ　ｏｎ　ａｎ　Ｕｎｌｏｃｋ　Ｉｍａｇｅ」に記述されており、それをそ
のまま全部、参照により本願に援用する。プッシュボタン（例えば２０６）を長めに押す
ことにより、デバイス１００の電源をオンまたはオフにしてもよい。ユーザが、１つ以上
のボタンの機能性をカスタマイズすることができてもよい。バーチャルボタンもしくはソ
フトボタンおよび１つ以上のソフトキーボードを実装するのに、タッチスクリーン１１２
が用いられる。
【００３３】
　タッチセンシティブディスプレイ１１２は、デバイスとユーザとの間の入力インタフェ
ースおよび出力インタフェースを提供する。ディスプレイコントローラ１５６は、タッチ
スクリーン１１２との間で電気信号を送受信する。タッチスクリーン１１２は、視覚的出
力をユーザに表示する。視覚的出力は、グラフィックスと、テキストと、アイコンと、ビ
デオと、それらのいずれかの組み合わせと（集合的に「グラフィックス」と称する）を含
んでいてもよい。一部の実施形態では、視覚的出力の一部または全部が、ユーザインタフ
ェースのオブジェクトに対応していてもよい。
【００３４】
　タッチスクリーン１１２は、タッチセンシティブ表面と、触覚および／または触感によ
る接触に基づいてユーザからの入力を受け入れるセンサまたはセンサの集合とを有する。
タッチスクリーン１１２およびディスプレイコントローラ１５６は（メモリ１０２の中の
いずれかの関連のモジュールおよび／または命令の集合と共に）、タッチスクリーン１１
２上の接触（および接触の移動または中断）を検出し、検出した接触を、タッチスクリー
ン１１２上に表示されるユーザインタフェースオブジェクト（例えば１つ以上のソフトキ
ー、アイコン、ウェブページ、または画像）との対話に変換する。例示的な一実施形態で
は、タッチスクリーン１１２とユーザとの間の接点は、ユーザの指に対応する。
【００３５】
　タッチスクリーン１１２は、ＬＣＤ（ｌｉｑｕｉｄ　ｃｒｙｓｔａｌ　ｄｉｓｐｌａｙ
）技術、ＬＰＤ（ｌｉｇｈｔ　ｅｍｉｔｔｉｎｇ　ｐｏｌｙｍｅｒ　ｄｉｓｐｌａｙ）技
術、またはＬＥＤ（ｌｉｇｈｔ　ｅｍｉｔｔｉｎｇ　ｄｉｏｄｅ）技術を用いてもよいが
、他の実施形態では他のディスプレイ技術が用いられてもよい。タッチスクリーン１１２
およびディスプレイコントローラ１５６は、接触またはいずれかの動作またはその中断を
、静電容量、抵抗、赤外線、表面音波だけでなく、タッチスクリーン１１２との１つ以上
の接点を判定するための他の近接センサアレーまたは他の要素も含むけれどもそれらに限
定されることなく、現在既知であるか今後開発される複数のタッチセンシング技術のいず
れを用いて検出してもよい。例示的な一実施形態では、カリフォルニア州Ｃｕｐｅｒｔｉ
ｎｏのＡｐｐｌｅ　Ｉｎｃ．製のｉＰｈｏｎｅ（登録商標）およびｉＰｏｄ　Ｔｏｕｃｈ
（登録商標）にみられるような、投影型相互静電容量センシング技術が用いられている。
【００３６】
　タッチスクリーン１１２の一部の実施形態におけるタッチセンシティブディスプレイは
、米国特許第６，３２３，８４６号（Ｗｅｓｔｅｒｍａｎ他）、第６，５７０，５５７号
（Ｗｅｓｔｅｒｍａｎ他）、および／または第６，６７７，９３２号（Ｗｅｓｔｅｒｍａ
ｎ）、および／または米国特許公開第２００２／００１５０２４Ａ１のなかに記述された
マルチタッチ・センシティブ・タッチパッドに類似していてもよく、その各々をそのまま
全部、参照により本願に援用する。しかし、タッチスクリーン１１２は、携帯用デバイス
１００からの視覚的な出力を表示するが、タッチセンシティブタッチパッドは、視覚的な
出力を提供しない。
【００３７】



(17) JP 5859508 B2 2016.2.10

10

20

30

40

50

　タッチスクリーン１１２の一部の実施形態におけるタッチセンシティブディスプレイが
、以下の出願の中に記述されたようであってよい。すなわち、（１）２００６年５月２日
に出願された米国特許出願第１１／３８１，３１３号「Ｍｕｌｔｉｐｏｉｎｔ　Ｔｏｕｃ
ｈ　Ｓｕｒｆａｃｅ　Ｃｏｎｔｒｏｌｌｅｒ」、（２）２００４年５月６日に出願された
米国特許出願第１０／８４０，８６２号「Ｍｕｌｔｉｐｏｉｎｔ　Ｔｏｕｃｈｓｃｒｅｅ
ｎ」、（３）２００４年７月３０日に出願された米国特許出願第１０／９０３，９６４号
「Ｇｅｓｔｕｒｅｓ　Ｆｏｒ　Ｔｏｕｃｈ　Ｓｅｎｓｉｔｉｖｅ　Ｉｎｐｕｔ　Ｄｅｖｉ
ｃｅｓ」、（４）２００５年１月３１日に出願された米国特許出願第１１／０４８，２６
４号「Ｇｅｓｔｕｒｅｓ　Ｆｏｒ　Ｔｏｕｃｈ　Ｓｅｎｓｉｔｉｖｅ　Ｉｎｐｕｔ　Ｄｅ
ｖｉｃｅｓ」、（５）２００５年１月１８日に出願された米国特許出願第１１／０３８，
５９０号「Ｍｏｄｅ－Ｂａｓｅｄ　Ｇｒａｐｈｉｃａｌ　Ｕｓｅｒ　Ｉｎｔｅｒｆａｃｅ
ｓ　Ｆｏｒ　Ｔｏｕｃｈ　Ｓｅｎｓｉｔｉｖｅ　Ｉｎｐｕｔ　Ｄｅｖｉｃｅｓ」、（６）
２００５年９月１６日に出願された米国特許出願第１１／２２８，７５８号「Ｖｉｒｔｕ
ａｌ　Ｉｎｐｕｔ　Ｄｅｖｉｃｅ　Ｐｌａｃｅｍｅｎｔ　Ｏｎ　Ａ　Ｔｏｕｃｈ　Ｓｃｒ
ｅｅｎ　Ｕｓｅｒ　Ｉｎｔｅｒｆａｃｅ」、（７）２００５年９月１６日に出願された米
国特許出願第１１／２２８，７００号「Ｏｐｅｒａｔｉｏｎ　Ｏｆ　Ａ　Ｃｏｍｐｕｔｅ
ｒ　Ｗｉｔｈ　Ａ　Ｔｏｕｃｈ　Ｓｃｒｅｅｎ　Ｉｎｔｅｒｆａｃｅ」、（８）２００５
年９月１６日に出願された米国特許出願第１１／２２８，７３７号「Ａｃｔｉｖａｔｉｎ
ｇ　Ｖｉｒｔｕａｌ　Ｋｅｙｓ　Ｏｆ　Ａ　Ｔｏｕｃｈ－Ｓｃｒｅｅｎ　Ｖｉｒｔｕａｌ
　Ｋｅｙｂｏａｒｄ」、および、（９）２００６年３月３日に出願された米国特許出願第
１１／３６７，７４９号「Ｍｕｌｔｉ－Ｆｕｎｃｔｉｏｎａｌ　Ｈａｎｄ－Ｈｅｌｄ　Ｄ
ｅｖｉｃｅ」である。これらの出願のすべてを、そのまま全部、参照により本願に援用す
る。
【００３８】
　タッチスクリーン１１２は、１００ｄｐｉを超えるビデオ解像度を有してもよい。一部
の実施形態では、タッチスクリーンは、およそ１６０ｄｐｉのビデオ解像度を有する。ユ
ーザは、いずれかの適切なオブジェクトまたは付属物、例えばスタイラス、指等を用いて
、タッチスクリーン１１２に接触してもよい。一部の実施形態では、ユーザインタフェー
スは、主に指に基づく接触およびジェスチャにより機能するように設計されるが、その場
合、指がタッチスクリーン上で接触する面積が広いため、スタイラスに基づく入力ほど正
確でないことがありうる。一部の実施形態では、デバイスは、指に基づくおおまかな入力
を、正確なポインタ／カーソル位置またはユーザが望んだ動作を行うためのコマンドへと
変換する。
【００３９】
　一部の実施形態では、タッチスクリーンに加えて、デバイス１００は、個別の機能を起
動または停止させるための（図示しない）タッチパッドを含んでいてもよい。一部の実施
形態では、タッチパッドは、タッチスクリーンとは異なり、視覚的出力を表示しない、デ
バイスのタッチセンシティブエリアである。タッチパッドは、タッチスクリーン１１２と
は別のタッチセンシティブ表面であるかまたは、タッチスクリーンによって形成されるタ
ッチセンシティブ表面の延長であってもよい。
【００４０】
　一部の実施形態では、デバイス１００は、物理的またはバーチャルなホイール（例えば
クリックホイール）を入力制御デバイス１１６として含んでいてもよい。ユーザは、クリ
ックホイールを回転させることによってかまたはクリックホイールを使って接点を移動さ
せることによって（例えば、接点の移動量が、クリックホイールの中心点に対するその角
変位によって測定される）、タッチスクリーン１１２の中に表示される１つ以上のグラフ
ィカルオブジェクト（例えばアイコン）の間をナビゲートし、およびそれらと対話しても
よい。また、クリックホイールは、１つ以上の表示されたアイコンを選択するのに用いら
れてもよい。例えば、ユーザがクリックホイールの少なくとも一部分または関連のボタン
を押し下げてもよい。クリックホイールを介してユーザによって提供されたユーザコマン
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ドおよびナビゲーションコマンドが、入力コントローラ１６０だけでなく、メモリ１０２
の中の１つ以上のモジュールおよび／または命令の集合によって処理されてもよい。バー
チャルなクリックホイールの場合、クリックホイールとクリックホイールコントローラと
はそれぞれ、タッチスクリーン１１２およびディスプレイコントローラ１５６の一部であ
ってもよい。バーチャルなクリックホイールの場合、クリックホイールは、デバイスとユ
ーザとの対話に応じてタッチスクリーンディスプレイに現れたり消えたりする不透明また
は半透明のオブジェクトであってもよい。一部の実施形態では、バーチャルなクリックホ
イールは、携帯用多機能デバイスのタッチスクリーン上に表示され、ユーザがタッチスク
リーンに接触することによって操作される。
【００４１】
　また、デバイス１００は、各種の構成要素に電力を供給するための電力系統１６２を含
んでいる。電力系統１６２は、電力管理システムと、１つ以上の電源（例えばバッテリ、
交流電流（ＡＣ））と、再充電システムと、電源障害検出回路と、電力コンバータまたは
電力インバータと、電力ステータスインジケータ（例えばＬＥＤ（ｌｉｇｈｔ－ｅｍｉｔ
ｔｉｎｇ　ｄｉｏｄｅ））と、携帯用デバイスの中の電力の生成、管理、分配に関連する
その他のいずれかの構成要素とを含んでいてもよい。
【００４２】
　また、デバイス１００は、１つ以上の光センサ１６４を含んでいてもよい。図１Ａおよ
び図１Ｂは、Ｉ／Ｏサブシステム１０６の中の光センサコントローラ１５８に接続された
光センサを示す。光センサ１６４は、ＣＣＤ（ｃｈａｒｇｅ－ｃｏｕｐｌｅｄ　ｄｅｖｉ
ｃｅ）またはＣＭＯＳ（ｃｏｍｐｌｅｍｅｎｔａｒｙ　ｍｅｔａｌ－ｏｘｉｄｅ　ｓｅｍ
ｉｃｏｎｄｕｃｔｏｒ）フォトトランジスタを含んでいてもよい。光センサ１６４は、１
つ以上のレンズを通して投影された、環境からの光を受信して、その光を、画像を表すデ
ータに変換する。イメージングモジュール（カメラモジュールとも呼ばれる）１４３と連
動して、光センサ１６４は、静止画像またはビデオをキャプチャしてもよい。一部の実施
形態では、タッチスクリーンディスプレイが静止画像またはビデオ画像を取得するための
ビューファインダとして用いられうるように、光センサが、デバイスの前面にあるタッチ
スクリーンディスプレイ１１２の反対側の、デバイス１００の背面に位置している。一部
の実施形態では、ユーザがテレビ会議の他の参加者をタッチスクリーンディスプレイ上で
見ながらユーザの画像がテレビ会議用に取得されうるように、光センサが、デバイスの前
面に位置している。一部の実施形態では、単一の光センサ１６４が、テレビ会議だけでな
く静止画像および／またはビデオ画像の取得のためにもタッチスクリーンディスプレイと
共に用いられうるように、光センサ１６４の位置は、ユーザによって（例えば、デバイス
のハウジングの中でレンズとセンサとを回転させることによって）変更されうる。
【００４３】
　また、デバイス１００は、１つ以上の近接センサ１６６を含んでいてもよい。図１Ａお
よび図１Ｂは、周辺装置インタフェース１１８に接続された近接センサ１６６を示す。ま
たは、近接センサ１６６は、Ｉ／Ｏサブシステム１０６の中の入力コントローラ１６０に
接続されてもよい。近接センサ１６６は、米国特許出願第１１／２４１，８３９号「Ｐｒ
ｏｘｉｍｉｔｙ　Ｄｅｔｅｃｔｏｒ　Ｉｎ　Ｈａｎｄｈｅｌｄ　Ｄｅｖｉｃｅ」、第１１
／２４０，７８８号「Ｐｒｏｘｉｍｉｔｙ　Ｄｅｔｅｃｔｏｒ　Ｉｎ　Ｈａｎｄｈｅｌｄ
　Ｄｅｖｉｃｅ」、第１１／６２０，７０２号「Ｕｓｉｎｇ　Ａｍｂｉｅｎｔ　Ｌｉｇｈ
ｔ　Ｓｅｎｓｏｒ　Ｔｏ　Ａｕｇｍｅｎｔ　Ｐｒｏｘｉｍｉｔｙ　Ｓｅｎｓｏｒ　Ｏｕｔ
ｐｕｔ」、第１１／５８６，８６２号「Ａｕｔｏｍａｔｅｄ　Ｒｅｓｐｏｎｓｅ　Ｔｏ　
Ａｎｄ　Ｓｅｎｓｉｎｇ　Ｏｆ　Ｕｓｅｒ　Ａｃｔｉｖｉｔｙ　Ｉｎ　Ｐｏｒｔａｂｌｅ
　Ｄｅｖｉｃｅｓ」、および、第１１／６３８，２５１号「Ｍｅｔｈｏｄｓ　Ａｎｄ　Ｓ
ｙｓｔｅｍｓ　Ｆｏｒ　Ａｕｔｏｍａｔｉｃ　Ｃｏｎｆｉｇｕｒａｔｉｏｎ　Ｏｆ　Ｐｅ
ｒｉｐｈｅｒａｌｓ」に記述したように動作してもよく、それらをそのまま全部、参照に
より本願に援用する。一部の実施形態では、近接センサは、多機能デバイスがユーザの耳
の近くに置かれた場合に（例えばユーザが電話をかけようとする場合）タッチスクリーン
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１１２をオフにして使用不能にする。
【００４４】
　また、デバイス１００は、１つ以上の加速度計１６８を含んでいてもよい。図１Ａおよ
び図１Ｂは、周辺装置インタフェース１１８に接続された加速度計１６８を示す。または
、加速度計１６８は、Ｉ／Ｏサブシステム１０６の中の入力コントローラ１６０に接続さ
れてもよい。加速度計１６８は、米国特許公開第２００５０１９００５９号「Ａｃｃｅｌ
ｅｒａｔｉｏｎ－ｂａｓｅｄ　Ｔｈｅｆｔ　Ｄｅｔｅｃｔｉｏｎ　Ｓｙｓｔｅｍ　ｆｏｒ
　Ｐｏｒｔａｂｌｅ　Ｅｌｅｃｔｒｏｎｉｃ　Ｄｅｖｉｃｅｓ」および第２００６００１
７６９２号「Ｍｅｔｈｏｄｓ　Ａｎｄ　Ａｐｐａｒａｔｕｓｅｓ　Ｆｏｒ　Ｏｐｅｒａｔ
ｉｎｇ　Ａ　Ｐｏｒｔａｂｌｅ　Ｄｅｖｉｃｅ　Ｂａｓｅｄ　Ｏｎ　Ａｎ　Ａｃｃｅｌｅ
ｒｏｍｅｔｅｒ」の中に記述されたように動作してもよく、それらを両方共そのまま全部
、参照により本願に援用する。一部の実施形態では、情報は、１つ以上の加速度計から受
信されたデータの分析に基づいてポートレートビューまたはランドスケープビューとして
タッチスクリーンディスプレイ上に表示される。デバイス１００は、任意で、加速度計１
６８に加えて、デバイス１００の位置および向き（例えばポートレートまたはランドスケ
ープ）に関する情報を取得するための磁気計（図示せず）とＧＰＳ（またはＧＬＯＮＡＳ
Ｓまたはその他の全地球的航法システム）受信器（図示せず）とを含んでいる。
【００４５】
　一部の実施形態では、メモリ１０２の中に記憶されるソフトウェアコンポーネントには
、オペレーティングシステム１２６と、通信モジュール（または命令の集合）１２８と、
接触／動きモジュール（または命令の集合）１３０と、グラフィックスモジュール（また
は命令の集合）１３２と、テキスト入力モジュール（または命令の集合）１３４と、ＧＰ
Ｓ（Ｇｌｏｂａｌ　Ｐｏｓｉｔｉｏｎｉｎｇ　Ｓｙｓｔｅｍ）モジュール（または命令の
集合）１３５と、アプリケーション１３６（または命令の集合）とが含まれる。さらに、
一部の実施形態では、メモリ１０２は、図１Ａ、図１Ｂ、および図３に示すように、デバ
イス／グローバル内部状態１５７を記憶する。デバイス／グローバル内部状態１５７は、
もしあれば、どのアプリケーションが現在アクティブであるのかを示す、アクティブアプ
リケーション状態と、どのアプリケーション、ビュー、またはその他の情報が、タッチス
クリーンディスプレイ１１２の各種の領域を占有しているのかを示す表示状態と、デバイ
スの各種のセンサおよび入力制御デバイス１１６から取得された情報を含む、センサ状態
と、デバイスの位置および／または姿勢に関する位置情報とのうち、１つ以上を含んでい
る。
【００４６】
　オペレーティングシステム１２６（例えば、Ｄａｒｗｉｎ、ＲＴＸＣ、ＬＩＮＵＸ（登
録商標）、ＵＮＩＸ（登録商標）、ＯＳ　Ｘ、ＷＩＮＤＯＷＳ（登録商標）、または例え
ばＶｘ　Ｗｏｒｋｓのように内蔵されたオペレーティングシステム）は、一般的なシステ
ムタスクを制御および管理（例えばメモリ管理、ストレージデバイス制御、電力管理等）
するための各種のソフトウェアコンポーネントおよび／またはドライバを含んでおり、各
種のハードウェアおよびソフトウェアコンポーネント間の通信を円滑化する。
【００４７】
　通信モジュール１２８は、１つ以上の外部ポート１２４を経た他のデバイスとの通信を
円滑化し、また、ＲＦ回路部１０８および／または外部ポート１２４によって受信された
データを処理するための各種のソフトウェアコンポーネントを含んでいる。外部ポート１
２４（例えばＵＳＢ（Ｕｎｉｖｅｒｓａｌ　Ｓｅｒｉａｌ　Ｂｕｓ）、ＦＩＲＥＷＩＲＥ
等）は、直接またはネットワーク経由（例えばインターネット、ワイヤレスＬＡＮ等）で
間接的に、他のデバイスに接続するように構成される。一部の実施形態では、外部ポート
は、ｉＰｏｄ（Ａｐｐｌｅ　Ｉｎｃ．の登録商標）で用いられている３０ピンコネクタと
同じ、または類似した、および／または互換性のある、マルチピン（例えば３０ピン）コ
ネクタである。
【００４８】
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　接触／動きモジュール１３０は、（ディスプレイコントローラ１５６と連動して）タッ
チスクリーン１１２とその他のタッチセンシティブデバイス（例えばタッチパッドまたは
物理的クリックホイール）との接触を検出してもよい。接触／動きモジュール１３０は、
例えば接触が行われたかどうかを（例えば指が下がるイベントを検出して）判定すること
と、接触の移動があるかどうかを（例えば１つ以上の指がドラッグするイベントを検出し
て）判定してその移動をタッチスクリーン表面全体にわたって追跡することと、接触が中
止されたかどうかを（例えば指が上がるイベントまたは接触の中断を検出して）判定する
こととのような、接触の検出に関連する各種の操作を行うための各種のソフトウェアコン
ポーネントを含んでいる。接触／動きモジュール１３０は、タッチセンシティブ表面から
接触データを受信する。接点の移動を判定することは、一連の接触データによって表され
るのだが、接点の速さ（大小）と、速度（大小および向き）と、および／または加速度（
大小および／または向きの変化）とを判定することを含んでもよい。これらの操作は、単
一の接触（例えば１本の指の接触）または複数の同時接触（例えば「マルチタッチ」／複
数の指の接触）に適用されうる。一部の実施形態では、接触／動きモジュール１３０およ
びディスプレイコントローラ１５６は、タッチパッド上の接触を検出する。一部の実施形
態では、接触／動きモジュール１３０およびコントローラ１６０は、クリックホイール上
の接触を検出する。
【００４９】
　接触／動きモジュール１３０は、ユーザによるジェスチャ入力を検出してもよい。タッ
チセンシティブ表面上の多様なジェスチャは、多様な接触パタンを有する。それゆえ、ジ
ェスチャは、個別の接触パタンを検出することによって検出されうる。例えば、指をタッ
プするジェスチャを検出することは、指が下がるイベントを検出し、その後、指が上がる
（リフトオフ）イベントを指が下がるイベントと同じ位置（アイコンの位置）で（または
実質的に同じ位置で）検出することを含んでいる。別の例として、タッチセンシティブ表
面を指でスワイプするジェスチャを検出することは、指が下がるイベントを検出した後に
１つ以上の指をドラッグするイベントを検出し、その後、指が上がる（リフトオフ）イベ
ントを検出することを含んでいる。
【００５０】
　グラフィックスモジュール１３２は、表示されるグラフィックスの輝度を変更するため
のコンポーネントを含めて、タッチスクリーン１１２またはその他のディスプレイ上にグ
ラフィックスをレンダリングして表示するための各種の既知のソフトウェアコンポーネン
トを含んでいる。本明細書では、「グラフィックス」という用語は、テキストと、ウェブ
ページと、（例えば、ソフトキーを含むユーザインタフェースオブジェクトのような）ア
イコンと、デジタル画像と、ビデオと、アニメーションとそれに類似したものとを限定す
ることなく含めて、ユーザに表示されうるいかなるオブジェクトをも含んでいる。
【００５１】
　一部の実施形態では、グラフィックスモジュール１３２は、用いられることになるグラ
フィックスを表すデータを記憶している。個々の図形は、対応するコードを割り当てられ
てもよい。グラフィックスモジュール１３２は、アプリケーション等から、必要に応じて
、コーディネートされたデータおよびその他のグラフィックプロパティデータと共に表示
されることになるグラフィックスを指定する１つ以上のコードを受信し、次いで、ディス
プレイコントローラ１５６に出力するためのスクリーン画像データを生成する。
【００５２】
　テキスト入力モジュール１３４は、グラフィックスモジュール１３２の構成要素であっ
てもよいが、各種のアプリケーション（例えば、連絡先１３７、電子メール１４０、ＩＭ
１４１、ブラウザ１４７、そしてテキスト入力を必要とするいずれかの他のアプリケーシ
ョン）にテキストを入力するためのソフトキーボードを提供する。
【００５３】
　ＧＰＳモジュール１３５は、デバイスの位置を判定し、この情報を各種のアプリケーシ
ョンで使用するために（例えば位置特定に基づくダイヤル操作で使用するために電話１３
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８に、ピクチャ／ビデオメタデータとしてカメラ１４３に、例えば天気ウィジェット、ロ
ーカル・イエローページ・ウィジェット、地図／航法用ウィジェットのような、位置特定
に基づくサービスを提供するアプリケーションに）提供する。
【００５４】
　アプリケーション１３６は、以下のモジュール（または命令の集合）またはそれらの下
位集合または上位集合を含んでいてもよい。
　　・連絡先モジュール１３７（アドレス帳またはコンタクトリストと呼ばれることもあ
る）、
　　・電話モジュール１３８、
　　・テレビ会議モジュール１３９、
　　・電子メールクライアントモジュール１４０、
　　・インスタントメッセージング（ＩＭ）モジュール１４１、
　　・エクササイズサポートモジュール１４２、
　　・静止画像および／またはビデオ画像用のカメラモジュール１４３
　　・画像管理モジュール１４４、
　　・ビデオプレーヤモジュール１４５、
　　・音楽プレーヤモジュール１４６、
　　・ブラウザモジュール１４７、
　　・カレンダモジュール１４８、
　　・天気ウィジェット１４９－１、株式ウィジェット１４９－２、電卓ウィジェット１
４９－３、アラームクロックウィジェット１４９－４、辞書ウィジェット１４９－５、お
よびユーザによって取得されるその他のウィジェットならびにユーザが作成したウィジェ
ット１４９－６のうち１つ以上を含みうるウィジェットモジュール１４９、
　　・ユーザが作成したウィジェット１４９－６を作成するためのウィジェットクリエー
タモジュール１５０、
　　・検索モジュール１５１、
　　・ビデオプレーヤモジュール１４５と音楽プレーヤモジュール１４６とを結合するビ
デオおよび音楽プレーヤモジュール１５２、
　　・メモモジュール１５３、
　　・地図モジュール１５４、および／または、
　　・オンラインビデオモジュール１５５。
【００５５】
　メモリ１０２の中に記憶されうるその他のアプリケーション１３６の例には、他の文章
作成アプリケーション、他の画像編集アプリケーション、描画アプリケーション、プレゼ
ンテーションアプリケーション、ＪＡＶＡ（登録商標）対応アプリケーション、暗号化、
デジタル権利管理、音声認識、および音声複製等が含まれる。
【００５６】
　タッチスクリーン１１２、ディスプレイコントローラ１５６、コンタクトモジュール１
２０、グラフィックスモジュール１３２およびテキスト入力モジュール１３４と連動して
、連絡先モジュール１３７は、名前をアドレス帳に追加することと、名前をアドレス帳か
ら削除することと、名前に電話番号、電子メールアドレス、物理的アドレスまたはその他
の情報を関連付けることと、名前に画像を関連付けることと、名前をカテゴリ化したりソ
ートしたりすることと、電話１３８、テレビ会議１３９、電子メール１４０、またはＩＭ
１４１等によって通信を開始および／または円滑化するため、電話番号または電子メール
アドレスを提供すること等を含めて、（例えば、メモリ１０２またはメモリ３７０の中の
連絡先モジュール１３７のアプリケーション内部状態１９２の中に記憶された）アドレス
帳またはコンタクトリストを管理するのに用いられてもよい。
【００５７】
　ＲＦ回路部１０８、音声回路部１１０、スピーカ１１１、マイク１１３、タッチスクリ
ーン１１２、ディスプレイコントローラ１５６、接触モジュール１３０、グラフィックス
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モジュール１３２およびテキスト入力モジュール１３４と連動して、電話番号に対応する
文字のシーケンスを入力し、アドレス帳１３７の中の１つ以上の電話番号にアクセスし、
入力された電話番号を修正し、それぞれの電話番号をダイヤルし、会話を行い、そして、
会話が完了した時に接続を切るかまたは電話を切るのに電話モジュール１３８を用いても
よい。上記のように、ワイヤレス通信が、複数の通信標準、プロトコルおよび技術のいず
れを用いてもよい。
【００５８】
　ＲＦ回路部１０８、音声回路部１１０、スピーカ１１１、マイク１１３、タッチスクリ
ーン１１２、ディスプレイコントローラ１５６、光センサ１６４、光センサコントローラ
１５８、接触モジュール１３０、グラフィックスモジュール１３２、テキスト入力モジュ
ール１３４、連絡先リスト１３７および電話モジュール１３８と連動して、テレビ会議モ
ジュール１３９は、ユーザと１人以上の他の参加者との間でユーザの命令に従ってテレビ
会議を開始し、実行し、終了するための実行可能な命令を含んでいる。
【００５９】
　ＲＦ回路部１０８、タッチスクリーン１１２、ディスプレイコントローラ１５６、接触
モジュール１３０、グラフィックスモジュール１３２およびテキスト入力モジュール１３
４と連動して、電子メールクライアントモジュール１４０は、ユーザの命令に応じて電子
メールを作成し、送信し、受信し、管理するための実行可能な命令を含んでいる。画像管
理モジュール１４４と連動して、電子メールクライアントモジュール１４０は、カメラモ
ジュール１４３で撮影された静止画像またはビデオ画像を添えて電子メールを作成して送
信することを非常に容易にする。
【００６０】
　ＲＦ回路部１０８、タッチスクリーン１１２、ディスプレイコントローラ１５６、接触
モジュール１３０、グラフィックスモジュール１３２およびテキスト入力モジュール１３
４と連動して、インスタントメッセージングモジュール１４１は、インスタントメッセー
ジに対応する文字のシーケンスを入力し、以前に入力した文字を修正し、それぞれのイン
スタントメッセージを（例えば、電話に基づくインスタントメッセージについてのＳＭＳ
（Ｓｈｏｒｔ　Ｍｅｓｓａｇｅ　ＳｅｒｖｉｃｅまたはＭＭＳ（Ｍｕｌｔｉｍｅｄｉａ　
Ｍｅｓｓａｇｅ　Ｓｅｒｖｉｃｅ）プロトコルを用いてかまたは、インターネットに基づ
くインスタントメッセージについてのＸＭＰＰ、ＳＩＭＰＬＥ、ＩＭＰＳを用いて）送信
し、インスタントメッセージを受信し、そして受信されたインスタントメッセージを見る
ための実行可能な命令を含んでいる。一部の実施形態では、送信された、および／または
、受信されたインスタントメッセージには、ＭＭＳおよび／またはＥＭＳ（Ｅｎｈａｎｃ
ｅｄ　Ｍｅｓｓａｇｉｎｇ　Ｓｅｒｖｉｃｅ）でサポートされるように、グラフィックス
、写真、音声ファイル、ビデオファイル、および／または、その他の添付物が含まれても
よい。本明細書では、「インスタントメッセージング」とは、電話に基づくメッセージ（
例えばＳＭＳまたはＭＭＳを用いて送信されるメッセージ）とインターネットに基づくメ
ッセージ（例えばＸＭＰＰ、ＳＩＭＰＬＥ，またはＩＭＰＳを用いて送信されるメッセー
ジ）との両方のことを言う。
【００６１】
　ＲＦ回路部１０８、タッチスクリーン１１２、ディスプレイコントローラ１５６、接触
モジュール１３０、グラフィックスモジュール１３２、テキスト入力モジュール１３４、
ＧＰＳモジュール１３５、地図モジュール１５４および音楽プレーヤモジュールと連動し
て、エクササイズサポートモジュール１４２は、エクササイズを（例えば、時間、距離、
および／またはカロリー燃焼目標を添えて）作成し、エクササイズセンサ（スポーツデバ
イス）と通信し、エクササイズセンサデータを受信し、エクササイズを監視するのに用い
られるセンサを較正し、エクササイズ用の音楽を選択して演奏し、そして、エクササイズ
データを表示・記憶・送信するための実行可能な命令を含んでいる。
【００６２】
　タッチスクリーン１１２、ディスプレイコントローラ１５６、光センサ１６４、光セン
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サコントローラ１５８、接触モジュール１３０、グラフィックスモジュール１３２および
画像管理モジュール１４４と連動して、カメラモジュール１４３は、静止画像またはビデ
オ（ビデオストリームを含めて）をキャプチャしてそれらをメモリ１０２の中に記憶し、
静止画像またはビデオの特性を修正し、あるいは、静止画像またはビデオをメモリ１０２
から削除するための実行可能な命令を含んでいる。
【００６３】
　タッチスクリーン１１２、ディスプレイコントローラ１５６、接触モジュール１３０、
グラフィックスモジュール１３２、テキスト入力モジュール１３４およびカメラモジュー
ル１４３と連動して、画像管理モジュール１４４は、静止画像および／またはビデオ画像
を校正し、修正（例えば編集）し、または他の要領で操作し、ラベルを付け、削除し、（
例えばデジタルスライドショーまたはアルバムとして）提示し、そして、記憶するための
実行可能な命令を含んでいる。
【００６４】
　タッチスクリーン１１２、ディスプレイコントローラ１５６、接触モジュール１３０、
グラフィックスモジュール１３２、音声回路部１１０およびスピーカ１１１と連動して、
ビデオプレーヤモジュール１４５は、ビデオを表示し、提示し、またはその他の要領で（
例えばタッチスクリーン１１２上に、または外部ポート１２４を介して外部の接続された
ディスプレイ上に）再生するための実行可能な命令を含んでいる。
【００６５】
　タッチスクリーン１１２、ディスプレイシステムコントローラ１５６、接触モジュール
１３０、グラフィックスモジュール１３２、音声回路部１１０、スピーカ１１１、ＲＦ回
路部１０８、およびブラウザモジュール１４７と連動して、音楽プレーヤモジュール１４
６は、例えばＭＰ３またはＡＡＣファイルのような１つ以上のファイル形式で記憶された
、録音された音楽およびその他の音声ファイルをユーザがダウンロードして再生すること
を可能にする実行可能な命令を含んでいる。一部の実施形態では、デバイス１００は、例
えばｉＰｏｄ（Ａｐｐｌｅ　Ｉｎｃ．の登録商標）のようなＭＰ３プレーヤの機能性を含
んでいてもよい。
【００６６】
　ＲＦ回路部１０８、タッチスクリーン１１２、ディスプレイシステムコントローラ１５
６、接触モジュール１３０、グラフィックスモジュール１３２およびテキスト入力モジュ
ール１３４と連動して、ブラウザモジュール１４７は、ウェブページまたはその部分だけ
でなくウェブページにリンクされた添付ファイルおよびその他のファイルをも、検索し、
それにリンクし、受信し、そして表示することを含めて、ユーザ命令に従ってインターネ
ットを閲覧するための実行可能な命令を含んでいる。
【００６７】
　ＲＦ回路部１０８、タッチスクリーン１１２、ディスプレイシステムコントローラ１５
６、接触モジュール１３０、グラフィックスモジュール１３２、テキスト入力モジュール
１３４、電子メールクライアントモジュール１４０およびブラウザモジュール１４７と連
動して、カレンダモジュール１４８は、ユーザ命令に従って、カレンダおよびカレンダに
関連するデータ（例えばカレンダのエントリ、やることリスト等）を作成し、表示し、修
正し、記憶するための実行可能な命令を含んでいる。
【００６８】
　ＲＦ回路部１０８、タッチスクリーン１１２、ディスプレイシステムコントローラ１５
６、接触モジュール１３０、グラフィックスモジュール１３２、テキスト入力モジュール
１３４およびブラウザモジュール１４７と連動して、ウィジェットモジュール１４９は、
ユーザによってダウンロードされ、使用されうる（例えば、天気ウィジェット１４９－１
、株式ウィジェット１４９－２、電卓ウィジェット１４９－３、アラームクロックウィジ
ェット１４９－４、および辞書ウィジェット１４９－５）かまたはユーザによって作成さ
れうる（例えばユーザが作成したウィジェット１４９－６）ミニアプリケーションである
。一部の実施形態では、ウィジェットは、ＨＴＭＬ（Ｈｙｐｅｒｔｅｘｔ　Ｍａｒｋｕｐ
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　Ｌａｎｇｕａｇｅ）ファイルと、ＣＳＳ（Ｃａｓｃａｄｉｎｇ　Ｓｔｙｌｅ　Ｓｈｅｅ
ｔｓ）ファイルと、ＪａｖａＳｃｒｉｐｔ（登録商標）ファイルとを含んでいる。一部の
実施形態では、ウィジェットは、ＸＭＬ（Ｅｘｔｅｎｓｉｂｌｅ　Ｍａｒｋｕｐ　Ｌａｎ
ｇｕａｇｅ）ファイルと、ＪａｖａＳｃｒｉｐｔ（登録商標）ファイル（例えばＹａｈｏ
ｏ！Ｗｉｄｇｅｔｓ）とを含んでいる。
【００６９】
　ＲＦ回路部１０８、タッチスクリーン１１２、ディスプレイシステムコントローラ１５
６、接触モジュール１３０、グラフィックスモジュール１３２、テキスト入力モジュール
１３４およびブラウザモジュール１４７と連動して、ウィジェットクリエータモジュール
１５０が、（例えば、ウェブページのユーザ指定部分をウィジェットに変えて）ウィジェ
ットを作成するためにユーザによって使用されてもよい。
【００７０】
　タッチスクリーン１１２、ディスプレイシステムコントローラ１５６、接触モジュール
１３０、グラフィックスモジュール１３２およびテキスト入力モジュール１３４と連動し
て、検索モジュール１５１は、ユーザの命令による１つ以上の検索基準（例えば１つ以上
のユーザ指定の検索語）に合致するテキスト、音楽、音声、画像、ビデオ、および／また
はメモリ１０２の中のその他のファイルを検索するための実行可能な命令を含んでいる。
【００７１】
　タッチスクリーン１１２、ディスプレイコントローラ１５６、接触モジュール１３０、
グラフィックスモジュール１３２およびテキスト入力モジュール１３４と連動して、メモ
モジュール１５３は、ユーザ命令に従って、メモ、やることリスト等を作成して管理する
ための実行可能な命令を含んでいる。
【００７２】
　ＲＦ回路部１０８、タッチスクリーン１１２、ディスプレイシステムコントローラ１５
６、接触モジュール１３０、グラフィックスモジュール１３２、テキスト入力モジュール
１３４、ＧＰＳモジュール１３５およびブラウザモジュール１４７と連動して、地図モジ
ュール１５４は、ユーザ命令に従って、地図および地図に関連するデータ（例えば、ドラ
イブの指示、店に関するデータ、および個別の位置またはその近くにおけるその他の観光
スポット、およびその他の位置特定に基づくデータ）を受信し、表示し、修正し、そして
記憶するために用いられうる。
【００７３】
　タッチスクリーン１１２、ディスプレイシステムコントローラ１５６、接触モジュール
１３０、グラフィックスモジュール１３２、音声回路部１１０、スピーカ１１１、ＲＦ回
路部１０８、テキスト入力モジュール１３４、電子メールクライアントモジュール１４０
およびブラウザモジュール１４７と連動して、オンラインビデオモジュール１５５は、ユ
ーザがアクセスし、閲覧し、（例えばストリーミングおよび／またはダウンロードによっ
て）受信し、（例えばタッチスクリーン上で、または、外部ポート１２４を介して接続さ
れた外部のディスプレイ上で）再生し、個別のオンラインビデオへのリンクを持つ電子メ
ールを送信し、そして、例えばＨ．２６４のような１つ以上のファイル形式のオンライン
ビデオをその他の要領で管理することを可能にする命令を含んでいる。一部の実施形態で
は、電子メールクライアントモジュール１４０ではなく、インスタントメッセージングモ
ジュール１４１を用いて、個別のオンラインビデオへのリンクを送信する。オンラインビ
デオアプリケーションの追加記述は、２００７年６月２０日に出願された米国仮特許出願
第６０／９３６，５６２号「Ｐｏｒｔａｂｌｅ　Ｍｕｌｔｉｆｕｎｃｔｉｏｎ　Ｄｅｖｉ
ｃｅ，　Ｍｅｔｈｏｄ，　ａｎｄ　Ｇｒａｐｈｉｃａｌ　Ｕｓｅｒ　Ｉｎｔｅｒｆａｃｅ
　ｆｏｒ　Ｐｌａｙｉｎｇ　Ｏｎｌｉｎｅ　Ｖｉｄｅｏｓ」および２００７年１２月３１
日に出願された米国特許出願第１１／９６８，０６７号「Ｐｏｒｔａｂｌｅ　Ｍｕｌｔｉ
ｆｕｎｃｔｉｏｎ　Ｄｅｖｉｃｅ，　Ｍｅｔｈｏｄ，　ａｎｄ　Ｇｒａｐｈｉｃａｌ　Ｕ
ｓｅｒ　Ｉｎｔｅｒｆａｃｅ　ｆｏｒ　Ｐｌａｙｉｎｇ　Ｏｎｌｉｎｅ　Ｖｉｄｅｏｓ」
に記載されており、その内容を全部、参照により本願に援用する。
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【００７４】
　上記の識別されたモジュールおよびアプリケーションの各々は、上記の１つ以上の機能
と本願に記述する方法（例えば、本明細書で記述したコンピュータに実装された方法と、
その他の情報処理方法）とを行うための実行可能な命令の集合に対応する。これらのモジ
ュール（すなわち命令の集合）は、別個のソフトウェア、手順またはモジュールとして実
装される必要はなく、それゆえ、各種のこれらのモジュールの部分集合が、各種の実施形
態の中で組み合わされたり、その他の要領で再構成されたりしてもよい。例えば、ビデオ
プレーヤモジュール１４５は、音楽プレーヤモジュール１４６と組み合わされて、単一の
モジュール（例えば、図１Ｂのビデオおよび音楽プレーヤモジュール１５２）にされても
よい。一部の実施形態では、メモリ１０２は、上記で識別したモジュールおよびデータ構
造の部分集合を記憶してもよい。さらに、メモリ１０２は、上記で記述されていない追加
のモジュールおよびデータ構造を記憶してもよい。
【００７５】
　一部の実施形態では、デバイス１００は、デバイス上の機能の事前設定された集合の操
作が、タッチスクリーンおよび／またはタッチパッドだけを通して行われるようなデバイ
スである。タッチスクリーンおよび／またはタッチパッドをデバイス１００の操作用の主
要な入力制御デバイスとして用いることによって、デバイス１００上の物理的入力制御デ
バイス（例えばプッシュボタン、ダイヤル等）の数が削減されうる。
【００７６】
　タッチスクリーンおよび／またはタッチパッドだけを通して行われうる事前設定された
機能の集合には、ユーザインタフェース間のナビゲーションが含まれる。一部の実施形態
では、ユーザがタッチすると、タッチパッドがデバイス１００を、デバイス１００上に表
示されうるいかなるユーザインタフェースからもメイン、ホーム、またはルートメニュー
へとナビゲートする。そのような実施形態では、タッチパッドは、「メニューボタン」と
呼ばれてもよい。一部のその他の実施形態では、メニューボタンは、タッチパッドの代わ
りに、物理的なプッシュボタンまたはその他の物理的な入力制御デバイスであってもよい
。
【００７７】
　図１Ｃは、一部の実施形態による、イベント処理のための例示的な構成要素を示すブロ
ック図である。一部の実施形態では、（図１Ａおよび図１Ｂの）メモリ１０２または（図
３の）メモリ３７０は、（例えばオペレーティングシステム１２６の中に）イベントソー
タ１７０と、それぞれのアプリケーション１３６－１（例えば前述のアプリケーション１
３７乃至１５１、１５５、３８０乃至３９０のうちのいずれか）とを含んでいる。
【００７８】
　イベントソータ１７０は、イベント情報を受信して、アプリケーション１３６－１と、
イベント情報の配信先であるアプリケーション１３６－１のアプリケーションビュー１９
１とを判定する。イベントソータ１７０は、イベントモニタ１７１とイベント発送モジュ
ール１７４とを含んでいる。一部の実施形態では、アプリケーション１３６－１は、アプ
リケーションがアクティブであるか実行中である場合にタッチセンシティブディスプレイ
１１２上に表示される現在のアプリケーションビューを示す、アプリケーション内部状態
１９２を含んでいる。一部の実施形態では、イベントソータ１７０は、デバイス／グロー
バル内部状態１５７を用いて、どのアプリケーションが現在アクティブであるのかを判定
し、そして、アプリケーション内部状態１９２を用いて、イベント情報の配信先であるア
プリケーションビュー１９１を判定する。
【００７９】
　一部の実施形態では、アプリケーション内部状態１９２は、追加情報として、例えば、
アプリケーション１３６－１が実行を再開する時に用いられることになる再開情報と、ア
プリケーション１３６－１によって表示されているかまたは表示される準備ができている
情報を示すユーザインタフェース状態情報と、アプリケーション１３６－１の以前の状態
またはビューにユーザが戻ることを可能にするための状態の待ち行列と、ユーザが行った
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以前の動作のやり直しまたは取り消しの待ち行列とのうちの１つ以上を含んでいる。
【００８０】
　イベントモニタ１７１は、周辺装置インタフェース１１８からイベント情報を受信する
。イベント情報には、サブイベント（例えば、マルチタッチジェスチャの一部として、タ
ッチセンシティブディスプレイ１１２上のユーザのタッチ）についての情報が含まれる。
周辺装置インタフェース１１８は、Ｉ／Ｏサブシステム１０６、または、例えば近接セン
サ１６６のようなセンサ、加速度計１６８、および／または（音声回路部１１０を通して
）マイク１１３から受信する情報を送信する。周辺装置インタフェース１１８がＩ／Ｏサ
ブシステム１０６から受信する情報は、タッチセンシティブディスプレイ１１２またはタ
ッチセンシティブ表面からの情報を含んでいる。
【００８１】
　一部の実施形態では、イベントモニタ１７１は、所定の間隔で周辺装置インタフェース
１１８に要求を送信する。それに応じて、周辺装置インタフェース１１８は、イベント情
報を送信する。その他の実施形態では、周辺装置インタフェース１１８は、重大なイベン
ト（例えば、所定の雑音閾値を超える、および／または、所定の持続時間を超える入力を
受信すること）がある場合に限って、イベント情報を送信する。
【００８２】
　また、一部の実施形態では、イベントソータ１７０は、ヒットビュー判定モジュール１
７２および／またはアクティブイベント・レコグナイザ判定モジュール１７３を含んでい
る。
【００８３】
　ヒットビュー判定モジュール１７２は、タッチセンシティブディスプレイ１１２が２つ
以上のビューを表示した時、サブイベントが１つ以上のビューの中のどこで発生したかを
判定するためのソフトウェア手順を提供する。ビューは、ユーザがディスプレイ上で見る
ことのできる制御部およびその他の要素で構成されている。
【００８４】
　アプリケーションに関連するユーザインタフェースのもう１つの態様は、本明細書では
アプリケーションビューまたはユーザインタフェースウィンドウと呼ばれることもあるビ
ューの集合であり、その中で情報が表示され、タッチに基づくジェスチャが行われる。そ
の中でタッチが検出される（それぞれのアプリケーションの）アプリケーションビューは
、アプリケーションのプログラマチック階層またはビュー階層の中のプログラマチックレ
ベルに対応してもよい。例えば、タッチが検出される最低のレベルのビューは、ヒットビ
ューと呼ばれてもよく、適切な入力として認められるイベントの集合は、タッチに基づく
ジェスチャを開始する最初のタッチのヒットビューに、少なくとも部分的に、基づいて判
定されてもよい。
【００８５】
　ヒットビュー判定モジュール１７２は、タッチに基づくジェスチャのサブイベントに関
する情報を受信する。アプリケーションが、階層として編成された複数のビューを有する
場合、ヒットビュー判定モジュール１７２は、ヒットビューを、サブイベントを処理すべ
き階層の中の最低のビューとして識別する。ほとんどの状況では、ヒットビューは、最初
のサブイベント（すなわち、イベントまたは潜在的イベントを形成するサブイベントのシ
ーケンスの中の最初のサブイベント）が生じる最低レベルのビューである。一旦ヒットビ
ューがヒットビュー判定モジュールによって識別されると、ヒットビューは典型的には、
ヒットビューとして識別された同じタッチすなわち入力源に関するすべてのサブイベント
を受信する。
【００８６】
　アクティブイベント・レコグナイザ判定モジュール１７３は、ビューの階層の中でどの
ビューがサブイベントの個別のシーケンスを受信すべきかを判定する。一部の実施形態で
は、アクティブイベント・レコグナイザ判定モジュール１７３は、ヒットビューだけが、
サブイベントの個別のシーケンスを受信するべきだと判定する。その他の実施形態では、
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アクティブイベント・レコグナイザ判定モジュール１７３は、サブイベントの物理的位置
を含むすべてのビューが、アクティブに関わっているビューであると判定し、従って、す
べてのアクティブに関わっているビューが、サブイベントの個別のシーケンスを受信すべ
きだと判定する。その他の実施形態では、たとえタッチサブイベントが、１つの個別のビ
ューに関連するエリアに完全に限定されたとしても、階層の中のより上位のビューは、や
はり、アクティブに関わっているビューのままであり続けるだろう。
【００８７】
　イベント発送モジュール１７４は、イベント情報をイベントレコグナイザ（例えばイベ
ントレコグナイザ１８０）へ発送する。アクティブイベント・レコグナイザ判定モジュー
ル１７３を含む実施形態では、イベント発送モジュール１７４は、アクティブイベント・
レコグナイザ判定モジュール１７３によって判定されたイベントレコグナイザへイベント
情報を配信する。一部の実施形態では、イベント発送モジュール１７４は、それぞれのイ
ベント受信器モジュール１８２によって取得されたイベント情報を、イベント待ち行列に
記憶する。
【００８８】
　一部の実施形態では、オペレーティングシステム１２６はイベントソータ１７０を含ん
でいる。あるいは、アプリケーション１３６－１がイベントソータ１７０を含んでいる。
別の実施形態では、イベントソータ１７０は、スタンドアロンモジュールであるかまたは
、例えば接触／動きモジュール１３０のような、メモリ１０２の中に記憶された別のモジ
ュールの一部である。
【００８９】
　一部の実施形態では、アプリケーション１３６－１は、複数のイベントハンドラ１９０
と１つ以上のアプリケーションビュー１９１とを含んでおり、その各々は、アプリケーシ
ョンのユーザインタフェースのそれぞれのビューの中で生じるタッチイベントを処理する
ための命令を含んでいる。アプリケーション１３６－１の個々のアプリケーションビュー
１９１は、１つ以上のイベントレコグナイザ１８０を含んでいる。典型的には、それぞれ
のアプリケーションビュー１９１は、複数のイベントレコグナイザ１８０を含んでいる。
他の実施形態では、１つ以上のイベントレコグナイザ１８０は、例えばユーザインタフェ
ースキット（図示せず）かまたは、そこからアプリケーション１３６－１が方法および他
のプロパティを継承する高位レベルオブジェクトのような、別個のモジュールの一部であ
る。一部の実施形態では、それぞれのイベントハンドラ１９０は、データ更新器１７６と
、オブジェクト更新器１７７と、ＧＵＩ更新器１７８と、および／または、イベントソー
タ１７０から受信されたイベントデータ１７９とのうち１つ以上を含んでいる。イベント
ハンドラ１９０は、データ更新器１７６か、オブジェクト更新器１７７かまたはＧＵＩ更
新器１７８を利用するかまたは呼び出して、アプリケーション内部状態１９２を更新して
もよい。あるいは、アプリケーションビュー１９１のうちの１つ以上は、１つ以上のそれ
ぞれのイベントハンドラ１９０を含んでいる。また、一部の実施形態では、データ更新器
１７６と、オブジェクト更新器１７７と、ＧＵＩ更新器１７８とのうち１つ以上が、それ
ぞれのアプリケーションビュー１９１の中に含まれている。
【００９０】
　それぞれのイベントレコグナイザ１８０は、イベント情報（例えばイベントデータ１７
９）をイベントソータ１７０から受信し、そして、イベント情報からイベントを識別する
。イベントレコグナイザ１８０は、イベント受信器１８２と、イベント比較器１８４とを
含んでいる。また、一部の実施形態では、イベントレコグナイザ１８０は、メタデータ１
８３と、（サブイベント配信命令を含みうる）イベント配信命令１８８との少なくとも部
分集合を含んでいる。
【００９１】
　イベント受信器１８２は、イベント情報をイベントソータ１７０から受信する。イベン
ト情報は、サブイベントについての情報、例えば、タッチまたはタッチの移動を含んでい
る。また、サブイベントに依存して、イベント情報は、例えばサブイベントの位置のよう
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な、追加情報を含んでいる。また、サブイベントが、タッチの動きに関わる場合、イベン
ト情報は、サブイベントの速度および向きを含んでもよい。一部の実施形態では、イベン
トは、１つの向きから別の向きへの（例えば縦方向の向きからランドスケープの向きへの
、またはその逆の）デバイスの回転を含んでおり、イベント情報は、デバイスの現在の向
き（デバイスの姿勢とも呼ばれる）についての対応する情報を含んでいる。
【００９２】
　イベント比較器１８４は、イベント情報を事前設定されたイベントまたはサブイベント
定義と比較し、そして、比較に基づいて、イベントもしくはサブイベントを判定するかま
たは、イベントもしくはサブイベントの状態を判定または更新する。一部の実施形態では
、イベント比較器１８４は、イベント定義１８６を含んでいる。イベント定義１８６は、
イベントの定義（例えば、事前設定されたサブイベントのシーケンス）、例えば、イベン
ト１（１８７－１）、イベント２（１８７－２）等を含んでいる。一部の実施形態では、
イベント１８７のサブイベントは、例えば、タッチ開始、タッチ終了、タッチ動作、タッ
チ中止、および複数のタッチを含んでいる。一例では、イベント１（１８７－１）につい
ての定義は、表示されたオブジェクト上の２回のタップである。２回のタップは、例えば
、所定の段階についての表示されたオブジェクト上の第１のタッチ（タッチ開始）と、所
定の段階についての第１のリフトオフ（タッチ終了）と、所定の段階についての表示され
たオブジェクト上の第２のタッチ（タッチ開始）と、所定の段階についての第２のリフト
オフ（タッチ終了）とを含んでいる。別の例では、イベント２（１８７－２）についての
定義は、表示されたオブジェクト上のドラッギングである。ドラッギングは、例えば、所
定の段階についての表示されたオブジェクト上のタッチ（または接触）と、タッチセンシ
ティブディスプレイ１１２を横断するタッチの移動と、タッチのリフトオフ（タッチ終了
）とを含んでいる。また、一部の実施形態では、イベントは、１つ以上の関連するイベン
トハンドラ１９０についての情報を含んでいる。
【００９３】
　一部の実施形態では、イベント定義１８７は、それぞれのユーザインタフェースオブジ
ェクトについてのイベントの定義を含んでいる。一部の実施形態では、イベント比較器１
８４は、どのユーザインタフェースオブジェクトがサブイベントに関連しているかを判定
するため、ヒットテストを行う。例えば、３つのユーザインタフェースオブジェクトがタ
ッチセンシティブディスプレイ１１２上に表示されているアプリケーションウィンドウに
おいて、タッチセンシティブディスプレイ１１２上でタッチが検出された時、イベント比
較器１８４は、３つのユーザインタフェースオブジェクトのうちのどれがタッチ（サブイ
ベント）に関連しているかを判定するため、ヒットテストを行う。個々の表示されたオブ
ジェクトがそれぞれのイベントハンドラ１９０に関連付けられると、イベント比較器は、
ヒットテストの結果を用いて、どのイベントハンドラ１９０が起動されるべきかを判定す
る。例えば、イベント比較器１８４は、ヒットテストをトリガするサブイベントおよびオ
ブジェクトに関連するイベントハンドラを選択する。
【００９４】
　また、一部の実施形態では、それぞれのイベント１８７についての定義は、サブイベン
トのシーケンスがイベントレコグナイザのイベントタイプに対応しているか否かが判定さ
れるまでイベント情報の配信を遅らせる遅延作用を含んでいる。
【００９５】
　それぞれのイベントレコグナイザ１８０が、一連のサブイベントはイベント定義１８６
の中のいずれのイベントにも合致しないと判定した場合、それぞれのイベントレコグナイ
ザ１８０は、イベント不可能、イベント失敗、またはイベント終了状態を入力し、その後
は、タッチに基づくジェスチャのその後のサブイベントを無視する。この状況では、もし
あれば、ヒットビューについてアクティブであり続けるその他のイベントレコグナイザは
、進行中のタッチに基づくジェスチャのサブイベントの追跡と処理とを続ける。
【００９６】
　一部の実施形態では、それぞれのイベントレコグナイザ１８３は、構成可能なプロパテ
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ィと、フラグと、および／または、イベント配信システムがどのようにしてアクティブに
関わっているイベントレコグナイザへのサブイベント配信を行うかを示すリストとを備え
たメタデータ１８３を含んでいる。一部の実施形態では、メタデータ１８３は、構成可能
なプロパティと、フラグと、および／または、イベントレコグナイザがどのようにして相
互に対話しうるかを示すリストとを含んでいる。一部の実施形態では、メタデータ１８３
は、構成可能なプロパティと、フラグと、および／または、サブイベントがビュー階層ま
たはプログラマチック階層の中の多様なレベルへ配信されるかどうかを示すリストとを含
んでいる。
【００９７】
　一部の実施形態では、それぞれのイベントレコグナイザ１８０は、イベントのうちの１
つ以上の個別のサブイベントが認識された場合にイベントに関連するイベントハンドラ１
９０を起動する。一部の実施形態では、それぞれのイベントレコグナイザ１８０は、イベ
ントに関連するイベント情報をイベントハンドラ１９０に配信する。イベントハンドラ１
９０を起動することは、サブイベントをそれぞれのヒットビューに送信すること（および
送信を延期すること）とは区別される。一部の実施形態では、イベントレコグナイザ１８
０は、認識されたイベントに関連するフラグをスロー(throw)し、そして、フラグに関連
するイベントハンドラ１９０は、フラグをキャッチ(catch)して事前設定されたプロセス
を行う。
【００９８】
　一部の実施形態では、イベント配信命令１８８は、イベントハンドラを起動することな
くサブイベントについてのイベント情報を配信するサブイベント配信命令を含んでいる。
代わりに、サブイベント配信命令は、イベント情報を、一連のイベントハンドラに関連す
るイベントハンドラに、またはアクティブに関わっているビューに配信する。一連のイベ
ントハンドラにかまたはアクティブに関わっているビューに関連するイベントハンドラは
、イベント情報を受信して、所定のプロセスを行う。
【００９９】
　一部の実施形態では、データ更新器１７６は、アプリケーション１３６－１で用いられ
るデータを作成して更新する。例えば、データ更新器１７６は、連絡先モジュール１３７
の中で用いられる電話番号を更新し、またはビデオプレーヤモジュール１４５の中で用い
られるビデオファイルを記憶する。一部の実施形態では、オブジェクト更新器１７７は、
アプリケーション１３６－１で用いられるオブジェクトを作成して更新する。例えば、オ
ブジェクト更新器１７７は、新たなユーザインタフェースオブジェクトを作成するかまた
は、ユーザインタフェースオブジェクトの位置を更新する。ＧＵＩ更新器１７８は、ＧＵ
Ｉを更新する。例えば、ＧＵＩ更新器１７８は、ディスプレイ情報を準備して、それをグ
ラフィックスモジュール１３２へ送信してタッチセンシティブディスプレイ上に表示させ
る。
【０１００】
　一部の実施形態では、イベントハンドラ１９０は、データ更新器１７６と、オブジェク
ト更新器１７７と、ＧＵＩ更新器１７８とを含んでいるかまたはそれらにアクセスする。
一部の実施形態では、データ更新器１７６と、オブジェクト更新器１７７と、ＧＵＩ更新
器１７８とは、それぞれのアプリケーション１３６－１またはアプリケーションビュー１
９１の単一のモジュールの中に含まれている。その他の実施形態では、それらは、２つ以
上のソフトウェアモジュールの中に含まれている。
【０１０１】
　理解されるべきだが、タッチセンシティブディスプレイ上のユーザのタッチについての
イベント処理に関する前述の議論は、入力デバイスを使って多機能デバイス１００を操作
するための他の形のユーザ入力にも適用されるのであるが、そのすべてがタッチスクリー
ン上で開始されるのではなく、例えば、マウスの移動やマウスボタンの押し下げを、１つ
または複数のキーボードの押し下げや保持、タッチパッド上のユーザの移動のタップ、ド
ラッグ、スクロール等、ペンスタイラス入力、デバイスの動き、口頭の命令、検出された
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目の動き、バイオメトリック入力、および／またはいずれかのそれらの組み合わせと組み
合わせるかまたは組み合わせることなく統合し、それらが、認識されることになるイベン
トを定義するサブイベントに対応する入力として利用されてもよい。
【０１０２】
　図２は、一部の実施形態による、タッチスクリーン１１２を有する携帯用多機能デバイ
ス１００を示す図である。タッチスクリーンは、ユーザインタフェース（ＵＩ）２００の
中に１つ以上のグラフィックスを表示してもよい。本実施形態および以下に記述するその
他の実施形態では、ユーザは、例えば１つ以上の指２０２（図では原寸に比例して描かれ
てはいない）または１つ以上のスタイラス２０３（図では原寸に比例して描かれてはいな
い）を使ってグラフィックスに接触するかまたはタッチすることによって、１つ以上のグ
ラフィックスを選択してもよい。一部の実施形態では、１つ以上のグラフィックスの選択
は、ユーザが１つ以上のグラフィックスとの接触を中断する時に行われる。一部の実施形
態では、接触には、デバイス１００と接触していた指のジェスチャ、例えば１つ以上のタ
ップ、１つ以上のスワイプ（左から右へ、右から左へ、上へおよび／または下へ）および
／またはローリング（左から右へ、右から左へ、上へおよび／または下へ）が含まれうる
。一部の実施形態では、グラフィックとの不注意な接触は、グラフィックを選択しなくて
もよい。例えば、選択に対応するジェスチャがタップである場合、アプリケーションのア
イコンをスワイプするジェスチャは、対応するアプリケーションを選択しなくてもよい。
【０１０３】
　また、デバイス１００は、例えば「ホーム」またはメニューボタン２０４のような、１
つ以上の物理的ボタンを含んでいてもよい。前述したように、メニューボタン２０４を用
いて、デバイス１００上で実行されうるアプリケーションの集合の中のいずれかのアプリ
ケーション１３６へのナビゲートが行われてもよい。あるいは、一部の実施形態では、メ
ニューボタンは、タッチスクリーン１１２上に表示されるＧＵＩの中のソフトキーとして
実装される。
【０１０４】
　一実施形態では、デバイス１００は、タッチスクリーン１１２と、メニューボタン２０
４と、デバイスの電源をオン／オフにしてデバイスをロックするためのプッシュボタン２
０６と、音声調整ボタン２０８と、ＳＩＭ（Ｓｕｂｓｃｒｉｂｅｒ　Ｉｄｅｎｔｉｔｙ　
Ｍｏｄｕｌｅ）カードスロット２１０と、ヘッドフォンジャック２１２と、ドッキング／
充電用外部ポート１２４とを含んでいる。プッシュボタン２０６を用いて、ボタンを押し
て事前設定された時間間隔の間ボタンを押された状態に保持することによってデバイスの
電源をオン／オフにし、ボタンを押して事前設定された時間間隔が経過する前にボタンを
解放することによってデバイスをロックし、および／または、デバイスのロックを解除し
て、ロック解除プロセスを開始してもよい。また、代替的実施形態では、デバイス１００
は、マイク１１３を通して一部の機能の起動または停止のための口頭入力を受け入れても
よい。
【０１０５】
　図３は、一部の実施形態による、ディスプレイとタッチセンシティブ表面とを備えた例
示的な多機能デバイスのブロック図である。デバイス３００は携帯用である必要はない。
一部の実施形態では、デバイス３００は、ラップトップコンピュータ、デスクトップコン
ピュータ、タブレットコンピュータ、マルチメディアプレーヤデバイス、ナビゲーション
デバイス、（例えば子供の学習玩具のような）教育デバイス、ゲーミングシステム、また
は制御デバイス（例えばホームまたは業務用コントローラ）である。デバイス３００は、
典型的には、１つ以上の処理ユニット（ＣＰＵ）３１０と、１つ以上のネットワーク通信
インタフェースまたはその他の通信インタフェース３６０と、メモリ３７０と、これらの
構成要素を相互接続するための１つ以上の通信バス３２０とを含んでいる。通信バス３２
０は、システムの構成要素間の通信を相互接続して制御する回路部（チップセットと呼ば
れることもある）を含んでいてもよい。デバイス３００は、典型的にはタッチスクリーン
ディスプレイであるディスプレイ３４０を含むＩ／Ｏ（ｉｎｐｕｔ／ｏｕｔｐｕｔ）イン
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タフェース３３０を含んでいる。また、Ｉ／Ｏインタフェース３３０は、キーボードおよ
び／またはマウス（またはその他のポインティングデバイス）３５０とタッチパッド３５
５とを含んでいてもよい。メモリ３７０は、高速ランダムアクセスメモリ、例えばＤＲＡ
Ｍ、ＳＲＡＭ、ＤＤＲ　ＲＡＭまたはその他のランダムアクセス・ソリッドステート・メ
モリデバイスを含んでおり、また、不揮発性メモリ、例えば、１つ以上の磁気ディスクス
トレージデバイス、光学ディスクストレージデバイス、フラッシュメモリデバイス、また
はその他の不揮発性ソリッドステート・ストレージデバイスを含んでいてもよい。メモリ
３７０は、任意で、ＣＰＵ３１０から離れた位置の１つ以上のストレージデバイスを含ん
でいてもよい。一部の実施形態では、メモリ３７０は、携帯用多機能デバイス１００（図
１）のメモリ１０２の中に記憶されたプログラム、モジュールおよびデータ構造と類似し
たプログラム、モジュールおよびデータ構造、またはそのサブセットを記憶している。さ
らに、メモリ３７０は、携帯用多機能デバイス１００のメモリ１０２の中に現存しない追
加のプログラム、モジュールおよびデータ構造を記憶してもよい。例えば、デバイス３０
０のメモリ３７０は、描画モジュール３８０、プレゼンテーションモジュール３８２、ワ
ードプロセッシングモジュール３８４、ウェブサイト作成モジュール３８６、ディスクオ
ーサリングモジュール３８８、および／または、表計算モジュール３９０を記憶してもよ
いが、一方で、携帯用多機能デバイス１００（図１）のメモリ１０２は、これらのモジュ
ールを記憶しなくてもよい。
【０１０６】
　上記で識別した図３の個々の要素は、前述した１つ以上のメモリデバイスの中に記憶さ
れてもよい。上記で識別した個々のモジュールは、上記の機能を行うための命令の集合に
対応する。上記で識別したモジュールまたはプログラム（すなわち、命令の集合）は、別
個のソフトウェアプログラム、手順またはモジュールとして実装される必要はなく、それ
ゆえ、これらのモジュールの各種の部分集合が、各種の実施形態の中で組み合わされても
よいし、その他の要領で再構成されてもよい。一部の実施形態では、メモリ３７０は、上
記で識別したモジュールおよびデータ構造の部分集合を記憶してもよい。さらに、メモリ
３７０は、上述していない追加のモジュールおよびデータ構造を記憶してもよい。
【０１０７】
　次に、携帯用多機能デバイス１００に実装されうるユーザインタフェース（「ＵＩ」）
の実施形態に注意を向けよう。
【０１０８】
　図４Ａおよび図４Ｂは、一部の実施形態による、携帯用多機能デバイス１００上のアプ
リケーションのメニューのための例示的なユーザインタフェースを示す図である。同様の
ユーザインタフェースがデバイス３００上に実装されてもよい。一部の実施形態では、ユ
ーザインタフェース４００Ａは、以下の要素、またはその部分集合または上位集合を含ん
でいる。
　　・例えばセルラーおよびＷｉＦｉ信号のようなワイヤレス通信用の信号強度指標４０
２、
　　・時刻４０４、
　　・Ｂｌｕｅｔｏｏｔｈ（登録商標）指標４０５、
　　・電池状態指標４０６、
　　・以下のような頻繁に使用するアプリケーション用のアイコンを備えたトレイ４０８
　　　　・電話１３８、これは、不在着信もしくはボイスメールメッセージの数の指標４
１４を含んでいてもよい
　　　　・電子メールクライアント１４０、これは未読の電子メールの数の指標４１０を
含んでいてもよい
　　　　・ブラウザ１４７、
　　　　・音楽プレーヤ１４６、および
　　・その他のアプリケーション用のアイコン、例えば、
　　　　・ＩＭ１４１、
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　　　　・画像管理１４４、
　　　　・カメラ１４３、
　　　　・ビデオプレーヤ１４５、
　　　　・天気１４９－１、
　　　　・株式１４９－２、
　　　　・エクササイズサポート１４２、
　　　　・カレンダ１４８、
　　　　・電卓１４９－３、
　　　　・アラームクロック１４９－４、
　　　　・辞書１４９－５、および
　　　　・ユーザ作成によるウィジェット１４９－６。
【０１０９】
　一部の実施形態では、ユーザインタフェース４００Ｂは、以下の要素、またはそれらの
部分集合もしくは上位集合を含んでいる。
　　・上記の４０２、４０４、４０５、４０６、１４１、１４８、１４４、１４３、１４
９－３、１４９－２、１４９－１、１４９－４、４１０、４１４、１３８、１４０、およ
び１４７、
　　・地図１５４、
　　・メモ１５３、
　　・設定４１２、これは、以下にさらに述べるように、デバイス１００およびその各種
のアプリケーション１３６の設定へのアクセスを提供する
　　・ビデオおよび音楽プレーヤモジュール１５２、これは、ｉＰｏｄ（Ａｐｐｌｅ　Ｉ
ｎｃ．の登録商標）モジュール１５２とも呼ばれる
　　・オンラインビデオモジュール１５５、ＹｏｕＴｕｂｅ（Ｇｏｏｇｌｅ　Ｉｎｃ．の
登録商標）モジュール１５５とも呼ばれる。
【０１１０】
　図４Ｃは、ディスプレイ４５０（例えばタッチスクリーンディスプレイ１１２）とは別
のタッチセンシティブ表面４５１（例えば図３のタブレットまたはタッチパッド３５５）
を備えたデバイス（例えば図３のデバイス３００）上の例示的なユーザインタフェースを
示す図である。以下に記す例の多くは、（タッチセンシティブ表面とディスプレイとが組
み合わされた）タッチスクリーンディスプレイ１１２上の入力に言及しながら与えられる
であろうが、一部の実施形態では、デバイスは、図４Ｃに示すように、ディスプレイとは
別のタッチセンシティブ表面上の入力を検出する。一部の実施形態では、タッチセンシテ
ィブ表面（例えば図４Ｃの４５１）は、ディスプレイ（例えば４５０）上の主軸（例えば
図４Ｃの４５３）に対応する主軸（例えば図４Ｃの４５２）を有する。これらの実施形態
によれば、デバイスは、タッチセンシティブ表面４５１との接触（例えば図４Ｃの４６０
および４６２）を、ディスプレイ上のそれぞれの位置に対応する位置で検出する（例えば
図４Ｃでは４６０は４６８に対応し、４６２は４７０に対応する）。このようにして、タ
ッチセンシティブ表面がディスプレイとは別である場合に、タッチセンシティブ表面（例
えば図４Ｃの４５１）上でデバイスによって検出されたユーザの入力（例えば接触４６０
および４６２、並びにその動き）が、多機能デバイスのディスプレイ上のユーザインタフ
ェースを操作するためにデバイスによって用いられる。理解されるべきだが、同様の方法
が、本明細書で記述されたその他のユーザインタフェースについて用いられてもよい。
【０１１１】
　加えて、以下に記す例は、主に指入力（例えば指の接触、指のタップジェスチャ、指の
スワイプジェスチャ）に言及しながら与えられるであろうが、理解されるべきだが、一部
の実施形態では、１つ以上の指入力が、別の入力デバイスからの入力（例えば、スタイラ
ス入力）に置換される。
【０１１２】
　以下に与えられる説明において、「接触」（コンタクトリストまたはアドレス帳などの
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エントリを説明するために用いられる場合を除く）は、「タッチジェスチャ」の簡略な用
語として用いられ、それゆえ以下で述べられまたは説明されるそれぞれの接触は、タッチ
センシティブディスプレイ又は他のタッチセンシティブ表面のセンサ（またはセンサのセ
ット）によって検出される任意の適切なタッチジェスチャでありうる。同様に、以下で述
べられまたは説明される「指のタップ」の各々は、任意の適切なタッチジェスチャであり
うる。加えて、一部の実施形態では、「タッチジェスチャ」は、タッチセンシティブスク
リーン１１２またはその他のタッチセンシティブ表面に物理的接触を行う、１つ以上の指
または１つ以上のスタイラスによって行われるジェスチャだけではなく、タッチセンシテ
ィブスクリーン１１２またはその他のタッチセンシティブ表面の１つ以上のセンサがこれ
らのジェスチャを検出することができるほどタッチセンシティブスクリーン１１２または
その他のタッチセンシティブ表面に、全体としてまたは部分的に、十分近い状態で行われ
るジェスチャも含んでいる。
【０１１３】
　次に、例えばデバイス３００または携帯用多機能デバイス１００のような、ディスプレ
イとタッチセンシティブ表面とを持つ多機能デバイスに実装されうるユーザインタフェー
ス（「ＵＩ」）および関連のプロセスの実施形態に注意を向けよう。
【０１１４】
　図５Ａ乃至５ＬＬＬは、一部の実施形態による対話型ポップアップビューを備えた例示
的なユーザインタフェースを示す図である。これらの図におけるユーザインタフェースは
、図６Ａ乃至６Ｂおよび７Ａ乃至７Ｂにおけるプロセスを含めて、以下に記すプロセスを
示すのに用いられる。
【０１１５】
　留意すべきだが、図５Ａ乃至５ＬＬＬにおいて、対応するジェスチャは類似の名前で呼
ばれている。例えば、図５Ｂで、第１の多機能デバイス１００－１上の接触が５０５－Ａ
と呼ばれるのに対して、第２の多機能デバイス１００－２上の対応する接触は５０５－Ａ
’と呼ばれる。対応するジェスチャのそれ以外の例は、少なくとも図５Ｄ、５Ｊ乃至５Ｌ
、５Ｏ乃至５Ｒ、５Ｖ、５Ｙ、５ＡＡ、５ＥＥ、５ＭＭの中に見ることができる。
【０１１６】
　図５Ａ乃至５Ｔに、第１の多機能デバイス１００－１のタッチスクリーン１１２－１上
の地図アプリケーション（例えば、図１の地図モジュール１５４）における対話型ポップ
アップビューを備えた例示的なユーザインタフェースを示す。また、比較のため、第２の
多機能デバイス１００－２のタッチスクリーン１１２－２上の対応する地図アプリケーシ
ョンにおける対応する全画面幅ビューのためのユーザインタフェースも示す。第２の多機
能デバイス１００－２のタッチスクリーン１１２－２は、第１の多機能デバイス１００－
１のタッチスクリーン１１２－１より解像度が低い。一例では、タッチスクリーン１１２
－１は、タッチスクリーン１１２－２の解像度の２倍の解像度を有する（すなわち、横す
なわち水平の次元に２倍のピクセル、垂直の次元に２倍のピクセル、全体としてタッチス
クリーン１１２－２の４倍のピクセル）。別の例では、タッチスクリーン１１２－１は、
水平の次元にタッチスクリーン１１２－２の少なくとも２倍のピクセル、そして、垂直の
次元に少なくとも２倍のピクセルを持つ、タッチスクリーン１１２－２の解像度の２倍を
超える解像度を有する。
【０１１７】
　本明細書では、ディスプレイ上のアプリケーションにおける「全画面幅ビュー」という
用語は、ディスプレイの幅のすべてまたは実質的にすべて（例えば、少なくとも８０％、
８５％、９０％、９５％）を占めるビューのことを言う。留意すべきだが、全画面幅ビュ
ーは、高さの点では必ずしもディスプレイの全画面を占めない。例えば、全画面幅ビュー
には、ディスプレイの画面全体を占める第１のビュー（すなわち、全画面幅および全画面
高のビュー）だけでなく、幅はディスプレイの全画面を占めるけれども高さは画面の半分
のエリアを占める第２のビューが含まれる。
【０１１８】
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　図５Ａは、第１の多機能デバイス１００－１上の地図アプリケーションにおいて地図５
２０－１を表示する例示的なユーザインタフェースを描いた図である。地図アプリケーシ
ョンは、以下の要素またはそれらの下位集合または上位集合を含んでいてもよい。
　　・検索モードアイコン５０８－１であって、（例えばアイコン上の指のタップまたは
その他のタッチジェスチャによって）起動された場合、検索モードで地図の表示を開始す
るようになっていて、検索モードでは、地図は、検索結果を重畳するように構成されてお
り、この例では、検索モードアイコンが起動され、その結果、検索モードアイコンが太字
の輪郭線で強調表示される。
　　・道順モードアイコン５１０－１であって、（例えばアイコン上の指のタップまたは
その他のタッチジェスチャによって）起動された場合、道順モードで地図の表示を開始す
るようになっていて、道順モードでは、地図アプリケーションは、道順を重畳するように
構成される。
　　・ビュー位置アイコン５１２－１であって、（例えばアイコン上の指のタップまたは
その他のタッチジェスチャによって）起動された場合、地図アプリケーションの各種のモ
ードを開始するようになっていて、例えば、ビュー位置アイコン５１２－１が最初に起動
された場合、デバイスの現在位置が地図５２０－１上に表示される。
　　・最近入力アイコン５１４－１であって、（例えばアイコン上の指のタップまたはそ
の他のタッチジェスチャによって）起動された場合、ブックマーク位置、連絡先、および
／または最近の入力（例えば最近の検索用語の入力）の表示を開始する。
　　・検索用語入力エリア５１６－１であって、（例えばアイコン上の指のタップまたは
その他のタッチジェスチャによって）起動された場合、検索用語（例えば、位置検索であ
れば、検索用語は、住所の全部または一部であってもよいし、企業名または人名であって
もよい）の受け取りを開始する。
【０１１９】
　また、第１の多機能デバイス１００－１上の例示的なユーザインタフェースは、（例え
ばＷｉＦｉ、ＥＤＧＥ、および３Ｇのような無線通信信号の強度を示す）信号強度指標５
０２－１と、現在時刻指標５０４－１と、電池残量指標５０６－１とを含んでいる。
【０１２０】
　また、図５Ａは、２つの位置を表す２つのピン（５２２－１および５２２－２）を示す
。位置は、検索（例えば検索結果）から、アドレス帳（例えばアドレス帳に記憶されてい
る位置）から、地図（例えば観光スポット、または、例えばガソリンスタンドのような、
よく知られている位置）から、および／またはユーザの入力（例えば、以下に記すように
、ピンを落とした位置）から取得されてもよい。
【０１２１】
　加えて、図５Ａは、第２の多機能デバイス１００－２上の地図アプリケーションに対応
する地図５２０－２を表示する、例示的なユーザインタフェースを描いている。第２の多
機能デバイス１００－２上の地図アプリケーションは、上記の類似要素と同様である要素
５０８－２、５１０－２、５１２－２、５１６－２および５２２－１’、あるいはそれら
の下位集合または上位集合を含んでいてもよい。第２の多機能デバイス１００－２上のユ
ーザインタフェースは、上記の類似要素と同様である要素５０２－２、５０４－２、５０
６－２、あるいはそれらの下位集合または上位集合を含んでいてもよい。
【０１２２】
　図５Ｂでは、接触５０５－Ａ（またはその他のタッチジェスチャ）が、ピン５２２－１
に対応するタッチスクリーン１１２－１上の位置で検出され、それによって、ピン５２２
－１が選択される。同様に、接触５０５－Ａ’が、タッチスクリーン１１２－２上のピン
５２２－１’に対応する位置で検出される。
【０１２３】
　図５Ｃは、第１の多機能デバイス１００－１上でピン５２２－１に隣接するコールアウ
ト５２４－１の表示を示す図である。コールアウト５２４－１は、ピン５２２－１を指し
示すポインタを有する。コールアウト５２４－１は、住所、位置（または建物）のタイプ
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、および／または、その位置にいる人物の名前に対応するテキストを含んでいてもよい。
この例では、コールアウト５２４－１は、位置／建物のタイプを示すテキストである「図
書館」を含んでいる。コールアウト５２４－１は、加えて、以下の要素またはそれらの下
位集合または上位集合を含んでいてもよい。
　　・ストリートビューアイコン５２８－１であって、（例えばアイコン上の指のタップ
またはその他のタッチジェスチャによって）起動された場合、地図５２０－１上のピン５
２２－１の位置に対応する位置からのストリートビューの表示を開始する。
　　・情報アイコン５２６－１であって、（例えばアイコン上の指のタップまたはその他
のタッチジェスチャによって）起動された場合、地図５２０－１上のピン５２２－１の位
置に対応する位置についての情報を含むポップアップビューの表示を開始する。
【０１２４】
　同様に、第２の多機能デバイス１００－２上で、コールアウト５２４－２が表示される
。コールアウト５２４－２は、以下の要素またはそれらの下位集合または上位集合を含ん
でいてもよい：５２６－２および５２８－２、それらは、上記の同様の要素に類似してい
る。
【０１２５】
　図５Ｄでは、接触５０７－Ａが、情報アイコン５２６－１に対応するタッチスクリーン
１１２－１上の位置で検出される。同様に、接触５０７－Ａ’が、情報アイコン５２６－
２に対応するタッチスクリーン１１２－２上の位置で検出される。
【０１２６】
　図５Ｅ乃至５Ｇは、第１の多機能デバイス１００－１上のポップアップビュー５３０－
１を示すアニメーションを示す。また、図５Ｅ乃至５Ｇでは、第２の多機能デバイス１０
０－２上の対応する全画面幅ビュー上でのアニメーションも示す。
【０１２７】
　図５Ｅ乃至５Ｇでは、ポップアップビュー５３０－１は、第２の多機能デバイス１００
－２のタッチスクリーン１１２－２の横方向解像度に対応する横方向解像度を有する。例
えば、第２の多機能デバイス１００－２のタッチスクリーン１１２－２が、３２０ピクセ
ルの横方向解像度を有する場合、ポップアップビュー５３０－１の横方向解像度は３２０
ピクセルである。
【０１２８】
　図５Ｇは、アニメーションの完了を示す。第１の多機能デバイス１００－１上で、ポッ
プアップビュー５３０－１は、地図５２０－１を部分的に覆う。それと比べて、第２の多
機能デバイス１００－２上の対応する全画面幅ビューは、地図５２０－２を完全に覆う。
【０１２９】
　図５Ｇでは、ポップアップビュー５３０－１はポインタを含んでおり、ポインタはピン
５２２－１を指し示す。
【０１３０】
　また、図５Ｇは、ポップアップビュー５３０－１が、以下の要素またはそれらの下位集
合または上位集合を含んでいてもよいことを示す。
　　・道順アイコン５３２－４および５３２－５であって、（例えばアイコン上の指のタ
ップによって）起動された場合、道順モードを開始し、ピンの位置をそれぞれ、終点また
は出発点として提供する。
　　・地図５２０－１上のピン５２２－１の位置に対応する位置に関連する電話番号、ホ
ームページ、および住所をそれぞれ含むメニューアイコン５３８－１、５３８－２、およ
び５３８－３であって、それぞれのメニューアイコンは、（例えばアイコン上の指のタッ
プによって）起動された場合、それぞれのメニューアイコン５３８に関連するそれぞれの
コンテンツ（例えば電話番号、ホームページ、住所）についての編集プロセスを開始する
。
　　・地図５２０上のピン５２２－１の位置に対応する位置についてのストリートビュー
を含んでいるストリートビューアイコン５３８－４であって、ストリートビューアイコン
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５３８－４は、（例えばアイコン上の指のタップによって）起動された場合、ストリート
ビューの表示を開始する。
　　・「連絡先追加」アイコン５３２－１であって、（例えばアイコン上の指のタップに
よって）起動された場合、ユーザのアドレス帳（ユーザの連絡先またはコンタクトリスト
と呼ばれることもある）の中にピン５２２－１に関連する位置情報を記憶することを開始
する。
　　・共有アイコン５３２－２であって、（例えばアイコン上の指のタップによって）起
動された場合、ピン５２２－１に関連する位置情報を選択された人物またはグループと共
有することを開始する。
　　・ブックマークアイコン－３であって、（例えばアイコン上の指のタップによって）
起動された場合、ピン５２２－１に関連する位置情報をブックマークに記憶することを開
始する。
【０１３１】
　図５Ｇでは、第２の多機能デバイス１００－２上の対応する全画面幅ビューが、上記の
同様の要素（例えば電話、ホームページ、住所等）またはそれらの下位集合または上位集
合を含んでいてもよい。
【０１３２】
　ポップアップビュー５３０－１と対応する全画面幅ビューとは、図５Ｇでは同一ではな
い。具体的には、要素の配置が異なる。例えば、ポップアップビュー５３０－１では、道
順アイコン５３２－４および５３２－５は、メニューアイコン５３８－１、５３８－２、
５３８－３の上にあり、他方、第２の多機能デバイス１００－２に表示される対応する全
画面幅ビューでは、道順アイコンはメニューアイコンの下に現れる。
【０１３３】
　さらに、ポップアップビュー５３０－１の高さは、対応する全画面幅ビューの高さと合
致する必要はない。この例では、ポップアップビュー５３０－１は、第２の多機能デバイ
ス１００－２上の対応する全画面幅ビューの高さより高い。また、この例のポップアップ
ビュー５３０－１は、第２の多機能デバイス上の対応する全画面幅ビュー上に現れないア
イコン５３２－１、５３２－２、５３２－３も表示する。
【０１３４】
　図５Ｈ乃至５Ｉは、対応する全画面幅ビュー上のスクロール操作を示す。図５Ｈは、接
触５０９の、タッチスクリーン１１２－２上の５０９－Ａ’に対応する位置での検出を示
す。図５Ｉでは、接触５０９は、タッチスクリーン１１２－２上で５０９－Ｂ’に対応す
る位置へと移動している。対応する全画面幅ビューは、接触５０９の移動に従ってスクロ
ールし、上記の同様の要素に類似したアイコン５３２－１’、５３２－２’、５３２－３
’を表示する。
【０１３５】
　図５Ｊでは、接触５１１－Ａが、タッチスクリーン１１２－１上の「連絡先追加」アイ
コン５３２－１に対応する位置で検出される。同様に、接触５１１－Ａ’が、タッチスク
リーン１１２－２上で「連絡先追加」アイコン５３２－１に対応する位置で検出される。
【０１３６】
　図５Ｋおよび５Ｌは、第２のポップアップビューを表示する２つの実施形態を示す図で
ある。図５Ｋは、ポップアップビュー５３０－１の中の第２のポップアップビュー５３４
－１の表示を示す図である。第２のポップアップビュー５３４－１は、以下の要素または
それらの下位集合または上位集合を含んでいてもよい。
　　・「連絡先新規作成」アイコン５３８－４であって、（例えばアイコン上の指のタッ
プまたはその他のタッチジェスチャによって）起動された場合、ピン５２２－１に関連す
る位置情報を添えてユーザのアドレス帳に新規連絡先を作成することを開始する。
　　・「既存連絡先への追加」アイコン５３８－５であって、（例えばアイコン上の指の
タップまたはその他のタッチジェスチャによって）起動された場合、ピン５２２－１に関
連する位置情報を既存の連絡先に追加することを開始する。
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　　・キャンセルアイコン５３８－６であって、（例えばアイコン上の指のタップまたは
その他のタッチジェスチャによって）起動された場合、第２のポップアップビュー５３４
－１を表示するのを中止する。
【０１３７】
　同様に、第２の多機能デバイス１００－２は、スライドインメニュー５３６－１を表示
する。スライドインメニュー５３６－１は、上記の要素またはそれらの下位集合または上
位集合を含んでいてもよい。この例では、スライドインメニュー５３５－１は、（ユーザ
のアドレス帳に新規連絡先を作成するための）「新規連絡先作成」アイコン５３８－４’
を含んでいてもよい。
【０１３８】
　また、図５Ｋは、デバイス１００－１のタッチスクリーン１１２－１上の「新規連絡先
作成」アイコン５３８－４に対応する位置で接触５１３－Ａが検出されることを示す図で
ある。同様に、デバイス１００－２のタッチスクリーン１１２－２上の「新規連絡先作成
」アイコン５３８－４’に対応する位置で接触５１３－Ａ’が検出される。
【０１３９】
　図５Ｌは、ポップアップビュー５３０－１の次の第２のポップアップビュー５３４－２
の表示を示す図である。この例では、第２のポップアップビュー５３４－２は、ポップア
ップビュー５３０－１の下に表示される。図５Ｌでは、第２のポップアップビュー５３４
－２は、第１のポップアップビュー５３０－１を覆わない。第２のポップアップビュー５
３４－２は、「連絡先追加」アイコン５３２－１を指し示すポインタを有する。ポップア
ップビュー５３０－１と地図５２０－１の残りの部分の表示は、維持される。第２のポッ
プアップビュー５３４－２は、上記の要素またはそれらの下位集合または上位集合を含ん
でいてもよい。
【０１４０】
　また、図５Ｌは、第１の多機能デバイス１００－１のタッチスクリーン１１２－１上で
、第２のポップアップビュー５３４－２の中の「連絡先新規作成」アイコン５３８－４に
対応する位置で接触５１３－ＡＡが検出されることを示す。図５Ｌでは、第２の多機能デ
バイス１００－２は、図５Ｋに関して上述したように示される。
【０１４１】
　図５Ｍ乃至５Ｎは、（図５Ｍに示す）ポップアップビュー５３０－１上にスライドして
入る第３のポップアップビュー５３０－２（図５Ｎに示す）のアニメーションを示す図で
ある。図５Ｎに示すように、第３のポップアップビュー５３０－２は、複数の要素、例え
ばファーストネーム、ラストネーム、連絡先タイプ、写真、電話番号、電子メールアドレ
ス、およびホームページを含んでいる。
【０１４２】
　また、図５Ｎでは、第３のポップアップビュー５３０－２は、下記の要素またはそれら
の下位集合または上位集合を含んでいる。
　　・キャンセルアイコン５３２－４であって、（例えばアイコン上の指のタップまたは
その他のタッチジェスチャによって）起動された場合、多機能デバイス１００－１が第３
のポップアップビュー５３０－２を表示するのを中止することを開始する。
　　・完了アイコン５３２－５であって、（例えばアイコン上の指のタップまたはその他
のタッチジェスチャによって）起動された場合、ピン５２２－１に関連する位置情報を、
第１の多機能デバイス１００－１のメモリ（例えば図１Ａのメモリ１０２または図３のメ
モリ３７０）の中の（ユーザの連絡先またはコンタクトリストとも呼ばれる）ユーザのア
ドレス帳に記憶する。
【０１４３】
　上記の第１のポップアップビュー５３０－１と同様に、第１の多機能デバイス１００－
１上で、第２のポップアップビュー５３０－２は、地図５２０－１を部分的に覆う。それ
と比べて、第２の多機能デバイス１００－２上の対応する全画面幅ビューは、第２の多機
能デバイス１００－２上の地図５２０－２を完全に覆う。
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【０１４４】
　図５Ｏ乃至５Ｑは、第３のポップアップビュー５３０－２の中のスクローリング操作を
示す図である。図５Ｏでは、接触５１５－Ａが、第３のポップアップビュー５３０－２上
で検出される。同様に、接触５１５－Ａ’が、第２の多機能デバイス１００－２のユーザ
インタフェース１１２－２上で検出される。
【０１４５】
　図５Ｐは、第１の多機能デバイス１００－１のタッチスクリーン１１２－１上で接触５
１５が別の位置５１５－Ｂへ移動することを示す図である。移動の間、接触５１５は、タ
ッチスクリーン１１２－１との接触を続ける。第３のポップアップビュー５３０－２は、
接触５１５の移動に従って第３のポップアップビュー５３０－２の一部分をスクロールす
る。同様に、第２の多機能デバイス１００－２上の接触５１５は、タッチスクリーン１１
２－２上で別の位置５１５－Ｂ’へ移動し、第２の多機能デバイス１００－２上のビュー
は、ビューの一部分をスクロールする。
【０１４６】
　図５Ｑは、第１の多機能デバイス１００－１のタッチスクリーン１１２－１上で接触５
１５が別の位置５１５－Ｃへ移動することを示す図である。この例では、接触５１５は、
位置５１５－Ａに近い位置に戻る。第３のポップアップビュー５３０－２は、接触５１５
の移動に従ってポップアップビュー５３０－２の一部分をスクロールする。同様に、第２
の多機能デバイス１００－２上で、対応する接触５１５が、別の位置５１５－Ｃ’へ移動
する。
【０１４７】
　図５Ｒでは、第１の多機能デバイス１００－１のタッチスクリーン１１２－１上で、接
触５１７－Ａが、キャンセルアイコン５３２－４に対応する位置で検出される。同様に、
第２の多機能デバイス１００－２のタッチスクリーン１１２－２上で、接触５１７－Ａ’
が、キャンセルアイコン５３２－４’に対応する位置で検出される。
【０１４８】
　図５Ｓ乃至５Ｔは、第３のポップアップビュー５３０－２の表示を中止するアニメーシ
ョンを示す図である。図５Ｓでは、第３のポップアップビュー５３０－２が、底からスラ
イドして出てくる。図５Ｔは、アニメーションの完了を示す図である。図５Ｔでは、ポッ
プアップビュー５３０－１の表示は、第１の多機能デバイス１００－１上で維持される。
【０１４９】
　図５Ｕ乃至５ＪＪは、タッチスクリーン１１２－１上のブラウザアプリケーションにお
ける対話型ポップアップビューを伴う例示的なユーザインタフェースを示す図である。比
較のため、第２の多機能デバイス１００－２のタッチスクリーン１１２－２上の対応する
地図アプリケーションにおける対応する全画面幅ビューのためのユーザインタフェースも
示す。
【０１５０】
　図５Ｕ乃至５ＪＪでは、ポップアップビュー５３０は、上記のように、第２の多機能デ
バイス１００－２のタッチスクリーン１１２－２の横方向解像度に対応する横方向解像度
を有する。
【０１５１】
　図５Ｕは、第１の多機能デバイス１００－１上のブラウザアプリケーションにおいてウ
ェブコンテンツ５４１－１を表示する例示的なユーザインタフェースを描いた図である。
ブラウザアプリケーションは、下記の要素またはそれらの下位集合または上位集合を含ん
でいてもよい。
　　・戻るアイコン５４４－１であって、（例えばアイコン上の指のタップによって）起
動された場合、ブラウザアプリケーションの中で閲覧した以前のページの表示を開始する
。
　　・次へアイコン５４６－１であって、（例えばアイコン上の指のタップによって）起
動された場合、ブラウザアプリケーションの中で閲覧した次のページの表示を開始する。
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　　・ページアイコン５４８－１であって、（例えばアイコン上の指のタップによって）
起動された場合、複数のウェブページの表示を開始する。
　　・ブックマークアイコン５５０－１であって、（例えばアイコン上の指のタップによ
って）起動された場合、ブックマークの表示を開始する。
　　・追加アイコン５５２－１であって、（例えばアイコン上の指のタップによって）起
動された場合、現行のウェブページアドレスをブックマークに追加することを開始する。
　　・表示されたウェブページのウェブアドレスを表示するアドレスバーであって、起動
された場合、アドレスバーは、閲覧のためのウェブページアドレスを受信することを開始
する。
　　・上記のような検索用語入力エリア５１６－１（ブラウザにとって、検索用語入力は
、インターネット検索エンジン用のクエリ用語である。）
【０１５２】
　加えて、タッチスクリーン１１２－１は、上記のように、信号強度指標５０２－１、現
在時刻指標５０４－１、および電池残量指標５０６－１を含んでいる。
【０１５３】
　また、図５Ｕは、第２の多機能デバイス１００－２上の対応するブラウザアプリケーシ
ョンにおいてウェブコンテンツ５４２－２を表示する例示的なユーザインタフェースも示
す。第２の多機能デバイス１００－２上のブラウザは、以下の要素またはそれらの下位集
合または上位集合を含んでいてもよい：５１６－２、５４４－２、５４６－２、５４８－
２、５５０－２、５５２－２、それらは上記の５１６－１、５４４－１、５４６－１、５
４８－１、５５０－１、５５２－１に類似している。また、第２の多機能デバイス１００
－２上のユーザインタフェースは、以下の要素またはそれらの下位集合または上位集合を
含んでいてもよい：５０２－２、５０４－２、５０６－２、それらは上記の５０２－１、
５０４－１、５０６－１に類似している。
【０１５４】
　図５Ｖでは、接触５１９－Ａまたはその他のタッチジェスチャが、第１の多機能デバイ
ス１００－１上の追加アイコン５５２－１に対応するタッチスクリーン１１２－１上の位
置で検出される。同様に、接触５１９－Ａ’またはその他のタッチジェスチャが、第２の
多機能デバイス１００－２上の追加アイコン５５２－２に対応するタッチスクリーン１１
２－２上の位置で検出される。
【０１５５】
　図５Ｗは、第１の多機能デバイス１００－１上に表示されたポップアップビュー５３０
－３を示す図である。ポップアップビュー５３０－３は、５３８－８、５３８－９、５３
８－１０を含んでおり、それらは、（例えばアイコン上の指のタップまたはその他のタッ
チジェスチャによって）起動された場合、それぞれのアイコン５３８によって示されたそ
れぞれの動作（このページへのリンクをメールする、ホームスクリーンに追加する、ブッ
クマークを追加する）の実行を開始する。ポップアップビュー５３０－３は、第２の多機
能デバイス１００－２上の全画面幅ビューに対応する。第２の多機能デバイス１００－２
上の全画面幅ビューは、追加メニュービュー５３６－２を含んでいる。追加メニュービュ
ー５３６－２は、アイコン５３８－８’、５３８－９’、５３８－１０’を含んでおり、
それらは、起動された場合、アイコン５３８－８、５３８－９、５３８－１０と同じかま
たは類似する動作の実行を開始する。加えて、追加メニュービュー５３６－２は、第２の
デバイスを、追加メニュービュー５３６－２の前に表示されていたビューに戻すためのキ
ャンセルアイコン５３８－７’を含んでいる。ポップアップビュー５３０－３は、追加メ
ニュービュー５３６－２によって覆われないビュー５４２－１の中の位置での、タッピン
グまたはその他のタッチジェスチャによってキャンセルされる。
【０１５６】
　図５Ｗでは、メニューアイコン（例えば戻るアイコン５４４－１、次へアイコン５４６
－１、ページアイコン５４８－１、ブックマークアイコン５５０－１、追加アイコン５５
２－１）は、タッチスクリーン１１２－１上に維持される。それと比べて、タッチスクリ
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ーン１１２－２上の対応するメニューアイコンは、追加メニュービュー５３６－２によっ
て覆われている。
【０１５７】
　図５Ｘでは、接触５２１－Ａまたはその他のタッチジェスチャが、ポップアップビュー
５３０－３の外側のタッチスクリーン１１２－１上の位置で検出される。それと比べて、
接触５２１－Ａ’またはその他のタッチジェスチャは、第２の多機能デバイス１００－２
上のキャンセルアイコン５３８－７’に対応するタッチスクリーン１１２－２上の位置で
検出される。
【０１５８】
　図５Ｙは、ポップアップビュー５３０－３の外側のタッチスクリーン１１２－１上の位
置での接触５２１－Ａまたはその他のタッチジェスチャに応じて、第１の多機能デバイス
１００－１がポップアップビュー５３０－３の表示を中止することを示す。同様に、追加
メニュービュー５３６－２は、キャンセルアイコン５３８－７’に対応するタッチスクリ
ーン１１２－２上の位置での接触５２１－Ａ’またはその他のタッチジェスチャに応じて
、第２の多機能デバイス１００－２上で表示されることを中止する。
【０１５９】
　また、図５Ｙは、ブックマークアイコン５５０－１に対応するタッチスクリーン１１２
－１上の位置での接触５２３－Ａまたはその他のタッチジェスチャの検出を示す図である
。同様に、ブックマークアイコン５５０－２に対応するタッチスクリーン１１２－２上の
位置で、接触５２３－Ａ’またはその他のタッチジェスチャが検出される。
【０１６０】
　図５Ｚでは、第１の多機能デバイス１００－１上にブックマークポップアップビュー５
３０－４を表示する。ポップアップビュー５３０－４はブックマークを表示し、この例で
は、ブックマークは、フォルダ５５４－１、５５４－２、５５４－３および／またはウェ
ブページ５５６－１、５５６－２、５５６－３を含んでいる。同様に、第２の多機能デバ
イス１００－２は、フォルダ５５４－１’、５５４－２’、５５４－３’および／または
ウェブページブックマーク５５６－１’、５５６－２’、５５６－３’を含めて、対応す
るブックマークを表示する。加えて、第２の多機能デバイス１００－２は、完了アイコン
５３２－７’を表示しており、これは、（例えば完了アイコン５３２－７’上の指のタッ
プまたはその他のタッチジェスチャによって）起動された場合、第２の多機能デバイス１
００－２に、ブックマークの表示を中止させる。
【０１６１】
　図５ＡＡでは、フォルダの１つに対応するタッチスクリーン１１２－１上の位置で、接
触５２５－Ａまたはその他のタッチジェスチャが検出される。同様に、第２の多機能デバ
イス１００－２上に表示されるフォルダの１つに対応するタッチスクリーン１１２－２上
の位置で、接触５２５－Ａ’が検出される。
【０１６２】
　図５ＢＢ乃至５ＤＤは、フォルダコンテンツを表示するアニメーションを示す図である
。図５ＤＤは、アニメーションの完了を示す。ポップアップビュー５３０－４は、「ブッ
クマークへ」アイコン５３２－６を含んでいてもよく、これは、起動された場合、トップ
レベルでブックマークの表示を開始する（例えば、図５Ｚを参照）。同様に、第２の多機
能デバイス１００－２上の対応する全画面幅ビューは、「ブックマークへ」アイコン５３
２－６’を含んでいてもよい。
【０１６３】
　図５ＥＥでは、第１の多機能デバイス１００－１上の「ブックマークへ」アイコン５３
２－６に対応する位置で、接触５２７－Ａまたはその他のタッチジェスチャが検出され、
それが、トップレベルでブックマークの表示を開始する（例えば図５Ｚを参照）。同様に
、第２の多機能デバイス１００－２上の「ブックマークへ」アイコン５３２－６’に対応
するタッチスクリーン１１２－２上の位置で、接触５２７－Ａ’またはその他のタッチジ
ェスチャが検出される。
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【０１６４】
　図５ＦＦ乃至５ＨＨは、フォルダコンテンツの表示を中止して、代わりに、トップレベ
ルでブックマークを表示するアニメーションを示す図である。図５ＨＨは、アニメーショ
ンの完了を示す図である。
【０１６５】
　図５ＩＩでは、第１の多機能デバイス１００－１上のポップアップビュー５３０－４の
外側の位置で、接触５２９－Ａまたはその他のタッチジェスチャが検出される。この例で
は、接触５２９－Ａまたはその他のタッチジェスチャは、ウェブコンテンツ５４２－１の
残った部分に対応する位置で検出される。それと比べて、第２の多機能デバイス１００－
２上の完了アイコン５３２－７’に対応するタッチスクリーン１１２－２上の位置で、接
触５２９－Ａ’またはその他のタッチジェスチャが検出される。
【０１６６】
　図５ＪＪは、ブックマークポップアップビュー５３０－４の表示を、ポップアップビュ
ー５３０－４の外側の位置での接触５２９－Ａまたはその他のタッチジェスチャに応じて
、中止することを示す図である。また、図５ＪＪは、完了アイコン５３２－７’に対応す
るタッチスクリーン１１２－２上の位置での接触５２９－Ａ’またはその他のタッチジェ
スチャに応じて、第２の多機能デバイス１００－２による表示を中止することを示す。
【０１６７】
　図５ＫＫ乃至５ＱＱは、タッチスクリーン１１２－１上のメモアプリケーションにおけ
る対話型ポップアップビューを備えた例示的なユーザインタフェースを示す図である。ま
た、比較のため、第２の多機能デバイス１００－２のタッチスクリーン１１２－２上の対
応するメモアプリケーションにおける対応する全画面幅ビューについてのユーザインタフ
ェースも描いている。
【０１６８】
　図５ＫＫ乃至５ＱＱでは、ポップアップビュー５３０は、上記のように、第２の多機能
デバイス１００－２のタッチスクリーン１１２－２の横方向解像度に対応する横方向解像
度を有する。
【０１６９】
　図５ＫＫは、横方向の向きにおける第１の多機能デバイス１００－１上のメモアプリケ
ーションの中のメモ５５８－１とサイドバー５６０－１とを示す例示的なユーザインタフ
ェースを描いている。メモ５５８－１は、以下の要素またはそれらの下位集合または上位
集合を含んでいてもよい。
　　・戻るアイコンであって、（例えばアイコン上の指のタップまたはその他のタッチジ
ェスチャによって）起動された場合、メモアプリケーションの中で前のメモの表示を開始
する。
　　・次へアイコンであって、（例えばアイコン上の指のタップまたはその他のタッチジ
ェスチャによって）起動された場合、メモアプリケーションの中の次のメモの表示を開始
する。
　　・電子メールアイコンであって、（例えばアイコン上の指のタップまたはその他のタ
ッチジェスチャによって）起動された場合、表示されたメモの電子メール作成を開始する
。
　　・削除アイコンであって、（例えばアイコン上の指のタップまたはその他のタッチジ
ェスチャによって）起動された場合、表示されたメモの削除を開始する。
　　・メモが作成されたかまたは最後に修正された日付を表示する日付アイコン。
　　・メモが作成されたかまたは最後に修正された時刻を表示するタイムスタンプ。
　　・新規メモアイコンであって、（例えばアイコン上の指のタップまたはその他のタッ
チジェスチャによって）起動された場合、新規メモの原稿作成を開始する。
【０１７０】
　本明細書では、サイドバーは、アプリケーションのユーザインタフェースの中のメイン
ビューに沿って表示される補助的なビューである。サイドバーは、典型的には、メインビ
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ューの左端部または右端部のいずれかに沿って表示される。サイドバーは、アプリケーシ
ョンの中のメインビューと対話するように構成された情報、入力フィールド、制御部、ア
イコンおよびその他の選択可能なオブジェクトを含んでいてもよい。
【０１７１】
　例えば、サイドバー５６０－１は、メモアプリケーションの中のメモビュー（例えばメ
モ５５８－１を持つ）に沿って表示されるビューである。サイドバー５６０－１は、以下
の要素またはそれらの下位集合または上位集合を含んでいてもよい。
　　・メモアプリケーションの中に記憶されたメモの数（例えば、「メモ４件」）
　　・検索入力エリアであって、例えばエリア上の指のタップまたはその他のタッチジェ
スチャによって）起動された場合、検索で用いられることになる検索用語の受信を開始す
る。
　　・メモアプリケーションの中に記憶されたメモのタイトルを含むメモのリスト。
【０１７２】
　加えて、タッチスクリーン１１２－１は、上記のように、信号強度指標５０２－１、現
在時刻指標５０４－１、および、電池残量指標５０６－１を含んでいる。
【０１７３】
　また、図５ＫＫは、第２の多機能デバイス１００－２上の対応するメモアプリケーショ
ンの中に対応するメモ５５８－２を表示する例示的なユーザインタフェースを描いている
。第２の多機能デバイス１００－２上のメモアプリケーションは、上記の要素またはそれ
らの下位集合または上位集合を含んでいてもよい。また、第２の多機能デバイス１００－
２のユーザインタフェースは、以下の要素またはそれらの下位集合または上位集合を含ん
でいてもよい：５０２－２、５０４－２、５０６－２、それらは上記の５０２－１、５０
４－１、５０６－１に類似している。
【０１７４】
　図５ＫＫおよび５ＬＬは、第１の多機能デバイス１００－１が横方向の向き（図５ＫＫ
に示す）から縦方向の向き（図５ＬＬに示す）に反時計回りに回転された場合にタッチス
クリーン１１２－１に表示されるユーザインタフェースで生じる変化を示す図である。図
５ＬＬに示すメモ５５８－１は、上記の要素またはそれらの下位集合または上位集合を含
んでいる。サイドバー５６０－１は、デバイスが縦方向の向きに回転された後、第１の多
機能デバイス１００－１上での表示を中止される。また、図５ＬＬは、第２の多機能デバ
イス１００－２上の対応する例示的なユーザインタフェースを示す。
【０１７５】
　図５ＭＭでは、第１の多機能デバイス１００－１上のメモアイコン５３２－８に対応す
るタッチスクリーン１１２－１上の位置で、接触５３１－Ａまたはその他のタッチジェス
チャが検出される。同様に、第２の多機能デバイス１００－２上のメモアイコン５３２－
８’に対応するタッチスクリーン１１２－２上の位置で、接触５３１－Ａ’またはその他
のタッチジェスチャが検出される。
【０１７６】
　図５ＮＮは、メモアイコン５３２－８に対応するタッチスクリーン１１２－１上の位置
での接触５３１－Ａまたはその他のタッチジェスチャに応じて第１の多機能デバイス上で
表示されるポップアップビュー５３０－５を示す図である。ポップアップビュー５３０－
５は、サイドバー５６０－１に関して上述した要素を含んでいる。
【０１７７】
　図５ＮＮでは、ポップアップビュー５３０－５は、第１の多機能デバイス１００－１上
のメモアプリケーションの中のメモ５５８－１を部分的に覆う。それと比べて、第２の多
機能デバイス１００－２は、メモのリストを表示し、そして、メモのリストは、メモ５５
８－２を完全に覆う。また、留意すべきだが、この例では、ポップアップビュー５３０－
５は、第２の多機能デバイス１００－２上の対応する全画面幅ビューの高さ（または垂直
解像度）より高い。加えて、ポップアップビュー５３０－５は、第２の多機能デバイス１
００－２上の全画面幅ビューより多くのメモをリストするように構成されている。この例



(43) JP 5859508 B2 2016.2.10

10

20

30

40

50

では、ポップアップビュー５３０－５は、１０個のメモをリストするように構成されてい
る（すなわち、デバイス内に１０個以上のメモが記憶されている場合、ポップアップビュ
ー５３０－５には１０個がリストされる）のに対して、第２の多機能デバイス１００－２
上の対応する全画面幅ビューは、５個のメモをリストするように構成されている（すなわ
ち、第２の多機能デバイス１００－２に５個を超えるメモが記憶されている場合、第２の
多機能デバイス１００－２のディスプレイ１１２－２には５個だけがリストされる）。
【０１７８】
　図５ＯＯは、ポップアップビュー５３０－５の外側のタッチスクリーン１１２－１上の
位置での接触５３３－Ａまたはその他のタッチジェスチャの検出を示す図である。同様に
、リストされたメモの１つに対応するタッチスクリーン１１２－２上の位置で接触５３３
－Ａ’が検出され、それによって、それぞれのメモが選択される。この例では、接触５３
３－Ａ’またはその他のタッチジェスチャが、「ハロー」と題されたメモに対応する位置
で検出され、それによって、「ハロー」と題されたメモが選択される。
【０１７９】
　図５ＰＰでは、図５ＯＯに関して上述した接触５３３－Ａまたはその他のタッチジェス
チャに応じて、ポップアップビュー５３０－５が、第１の多機能デバイス１００－１上で
の表示を中止される一方で、第２の多機能デバイス１００－２上の対応する全画面幅ビュ
ーは、選択されたメモを表示する。また、図５ＰＰおよび５ＱＱは、第１の多機能デバイ
ス１００－１が縦方向の向きから横方向の向きへ時計回りに回転された場合、第１の多機
能デバイス１００－１のユーザインタフェースが、以前に選択されていたもの（もしあれ
ば）を表示することを加えてタッチスクリーン１１２－１上でサイドバー５６０－１を表
示することを示す。それと比べて、第２の多機能デバイス１００－２は、メモのリストを
表示しない。
【０１８０】
　図５ＲＲ乃至５ＫＫＫは、タッチスクリーン１１２－１上の電子メールアプリケーショ
ンにおける対話型ポップアップビューを備えた例示的なユーザインタフェースを示す図で
ある。第２の多機能デバイス１００－２のタッチスクリーン１１２－２は、略して描かれ
ていない。しかし、図５ＲＲ乃至５ＫＫＫでは、ポップアップビュー５３０は、上記のよ
うに、第２の多機能デバイス１００－２のタッチスクリーン１１２－２の横方向解像度を
有する。
【０１８１】
　図５ＲＲは、縦方向の向きの第１の多機能デバイス１００－１上の電子メールアプリケ
ーションにおいて電子メールメッセージを表示する例示的なユーザインタフェース５７０
－１を描いている。電子メールアプリケーションのユーザインタフェース５７０－１は、
以下の要素またはそれらの下位集合または上位集合を含んでいてもよい。
　　・現行フォルダアイコン５３２－９であって、（例えばアイコン上の指のタップまた
はその他のタッチジェスチャによって）起動された場合、現行フォルダに記憶された電子
メールメッセージの表示を開始し、この例では、表示された電子メールメッセージについ
てのフォルダは、受信箱である（すなわち、表示された電子メールメッセージは、受信箱
フォルダに記憶されている）。
　　・送信者アイコン５３２－１０であって、（例えばアイコン上の指のタップまたはそ
の他のタッチジェスチャによって）起動された場合、送信者についての詳細情報の表示を
開始する。
　　・前の電子メールアイコン５３２－１１であって、（例えばアイコン上の指のタップ
またはその他のタッチジェスチャによって）起動された場合、電子メールアプリケーショ
ンの中に記憶された前の電子メールメッセージの表示を開始する。
　　・次の電子メールアイコン５３２－１２であって、（例えばアイコン上の指のタップ
またはその他のタッチジェスチャによって）起動された場合、電子メールアプリケーショ
ンの中に記憶された次の電子メールメッセージの表示を開始する。
　　・電子メールアプリケーションの中に記憶された電子メールメッセージの数と、表示
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された電子メールメッセージの位置とを示す、電子メール数指標５３２－１３であって、
この例では、電子メールアプリケーションは、４つの電子メールメッセージを有しており
、表示された電子メールは、４つの電子メールメッセージの中の２番目の電子メールメッ
セージであり、一部の実施形態では、電子メール数指標５３２－１３は、電子メールアプ
リケーションの中に記憶されたすべての電子メールメッセージの数の代わりに、現行フォ
ルダの中に記憶された電子メールメッセージの数を示してもよい。
　　・フォルダアイコン５３２－１４であって、（例えばアイコン上の指のタップまたは
その他のタッチジェスチャによって）起動された場合、表示された電子メールメッセージ
がその中へ移動されうる電子メールフォルダの表示を開始する。
　　・削除アイコン５３２－１５であって、（例えばアイコン上の指のタップまたはその
他のタッチジェスチャによって）起動された場合、表示された電子メールメッセージの削
除を開始する。
　　・動作アイコン５３２－１６であって、（例えばアイコン上の指のタップまたはその
他のタッチジェスチャによって）起動された場合、表示された電子メールメッセージを使
って行われうる動作の表示を開始する。
　　・新規電子メールアイコン５３２－１８であって、（例えばアイコン上の指のタップ
またはその他のタッチジェスチャによって）起動された場合、新規電子メールメッセージ
の作文を開始する。
　　・詳細アイコン５３２－１７であって、（例えばアイコン上の指のタップまたはその
他のタッチジェスチャによって）起動された場合、表示された電子メールメッセージに関
連する詳細情報（例えば、受信者、表示された電子メールメッセージを使って行われる動
作、添付物等）の表示を開始する。
【０１８２】
　加えて、タッチスクリーン１１２－１は、上記のように、信号強度指標５０２－１と、
現在時刻指標５０４－１と、電池残量指標５０６－１とを含んでいる。
【０１８３】
　図５ＳＳでは、現行フォルダアイコン５３２－９に対応するタッチスクリーン１１２－
１上の位置で、接触５３５－Ａまたはその他のタッチジェスチャが検出される。この接触
またはその他のタッチジェスチャに応じて、デバイス１００－１が、図５ＴＴに示す、フ
ォルダポップアップビュー５３０－６を表示する。フォルダポップアップビュー５３０－
６は、以下の要素またはそれらの下位集合または上位集合を含んでいてもよい。
　　・現行フォルダの中に記憶された電子メールメッセージのリストであって、リストは
、電子メールメッセージのためのそれぞれのアイコンを含んでおり、（例えばアイコン上
の指のタップまたはその他のタッチジェスチャによって）それが起動された場合、電子メ
ールアプリケーションのユーザインタフェース５７０－１の中に対応する電子メールメッ
セージの表示を開始するもので、この例では、現行フォルダは受信箱である。
　　・検索入力エリアであって、起動された場合、電子メールの検索のための検索用語を
受信する。
　　・フォルダポップアップビュー５３０－６の更新の最終更新日と時刻とを表示するリ
フレッシュアイコンであって、リフレッシュアイコンは、（例えばアイコン上の指のタッ
プまたはその他のタッチジェスチャによって）起動された場合、フォルダポップアップビ
ュー５３０－６の更新を開始する。
　　・メールボックスアイコンであって、（例えばアイコン上の指のタップまたはその他
のタッチジェスチャによって）起動された場合、メールボックスのリスト（例えば、ユー
ザのメールアカウントにおけるメールボックスまたはフォルダ）の表示を開始する。
　　・編集アイコンであって、（例えばアイコン上の指のタップまたはその他のタッチジ
ェスチャによって）起動された場合、（例えば、リストの編集は、電子メールメッセージ
のリストの中のメッセージの削除を可能とする）電子メールメッセージのリストの編集を
開始する。
【０１８４】
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　また、図５ＴＴは、リストされた電子メールメッセージの１つに対応するタッチスクリ
ーン１１２－１上の位置で接触５３７－Ａまたはその他のタッチジェスチャが検出され、
それによって、それぞれの電子メールメッセージが選択されることを示す。図５ＴＴに示
す接触５３７－Ａまたはその他のタッチジェスチャに応じて、図５ＵＵに示すように、選
択された電子メールメッセージが電子メールアプリケーションのユーザインタフェース５
７０－１に表示される。また、図５ＵＵは、現行フォルダアイコン５３２－９に対応する
タッチスクリーン１１２－１上の位置での接触５３９－Ａまたはその他のタッチジェスチ
ャの検出を示す。
【０１８５】
　図５ＶＶは、上述したフォルダポップアップビュー５３０－６の表示を示す図である。
また、図５ＶＶおよび図５ＷＷは、第１の多機能デバイス１００－１が、縦方向の向き（
図５ＶＶ）から横方向の向き（図５ＷＷ）へと時計回りに回転されうることを示す。横方
向の向きでは、ポップアップビュー５３０－６は、サイドバー５６０－２に変換される。
【０１８６】
　図５ＷＷでは、リストされた電子メールメッセージの１つに対応するタッチスクリーン
上の位置での接触５４１－Ａが検出され、それによって、それぞれの電子メールメッセー
ジが選択される。図５ＸＸは、選択された電子メールメッセージが電子メールアプリケー
ションのユーザインタフェース５７０－１に表示されることを示す図である。また、図５
ＸＸ、５ＹＹおよび５ＺＺ乃至５ＡＡＡは、第１の多機能デバイス１００－１が横方向の
向き（図５ＸＸ）から縦方向の向き（図５ＹＹ）に時計回りに回転される場合のユーザイ
ンタフェース内の変化を示す図である。詳細には、図５ＹＹ乃至５ＡＡＡは、縦方向の向
きへの回転に応じた第１の多機能デバイス１００－１の２つの実施形態を示す図である。
一実施形態では、図５ＹＹに描いているように、（図５ＸＸに示す）サイドバーが、ポッ
プアップビュー５３０－６に変換される。それと比べて、図５ＺＺに描いている別の実施
形態では、サイドバーは表示されるのを中止され、フォルダポップアップビュー５３０－
６は、自動的には表示されない。また、図５ＺＺは、現行フォルダアイコン５３２－９で
の接触５４３－Ａの検出を示す図である。図５ＡＡＡでは、（図５ＺＺに示す）現行フォ
ルダアイコン５３２－９での接触５４３－Ａまたはその他のタッチジェスチャに応じて、
ポップアップビュー５３０－６が表示される。
【０１８７】
　図５ＢＢＢは、図５ＡＡＡに示すように、フォルダポップアップビュー５３０－６の外
側のタッチスクリーン１１２－１上の位置で接触５４５－Ａまたはその他のタッチジェス
チャを検出した後に、電子メールアプリケーションのユーザインタフェース５７０－１の
中にフォルダポップアップビュー５３０－６が表示されるのを中止することを示す図であ
る。
【０１８８】
　図５ＣＣＣは、フォルダアイコン５３２－１４（図５ＢＢＢ）に対応するタッチスクリ
ーン１１２－１上の位置での接触５４７－Ａまたはその他のタッチジェスチャの検出に応
じて、それぞれの電子メールメッセージ（例えば、図５ＢＢＢに示す現在表示されている
電子メールメッセージ）を移動させるためのポップアップビュー５３０－７の表示を示す
図である。ポップアップビュー５３０－７（図５ＣＣＣ）は、現在表示されているそれぞ
れの電子メールメッセージが移動されうるメールボックスのリスト、例えばメールボック
ス５５４－７、５５４－８、５５４－９、５５４－１０、５５４－１１、５５４－１２、
を含んでいる。ユーザがそれぞれのメールボックス５５４を（例えば、それぞれのメール
ボックスについてのアイコン上の指のタップまたはその他のタッチジェスチャによって）
選択すると、それぞれの電子メールメッセージが、ユーザが選択したメールボックスへ移
動される。
【０１８９】
　また、図５ＣＣＣでは、ポップアップビュー５３０－７を表示する際に、電子メールア
プリケーションのユーザインタフェース５７０－１の中のそれぞれのビューも、接触５４
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７－Ａに応じて修正される。具体的には、表示された電子メールメッセージのサイズが縮
小され、テキストバーが表示され、それぞれのユーザに命令を提供する。テキストバーは
、メッセージ移動操作をキャンセルするためのキャンセルアイコン５３２－１９を含んで
いる。図５ＣＣＣでは、接触５４９－Ａまたはその他のタッチジェスチャが、キャンセル
アイコン５３２－１９に対応するタッチスクリーン１１２－１上の位置で検出され、それ
に応じて、図５ＤＤＤに示すように、ポップアップビュー５３０－７およびテキストバー
の表示が中止される。
【０１９０】
　図５ＤＤＤでは、接触５５１－Ａまたはその他のタッチジェスチャが、タッチスクリー
ン１１２－１の動作アイコン５３２－１６に対応する位置で検出される。それに応じて、
電子メールアプリケーションのユーザインタフェース５７０－１が、図５ＥＥＥに示すよ
うに、動作ポップアップビュー５３０－８を表示する。動作ポップアップビュー５３０－
８は、表示された電子メールメッセージを使って行われうるかまたはそれに関して行われ
うる動作のリストを含んでいる。この例では、動作ポップアップビュー５３０－８は、表
示された電子メールメッセージを使って行われうる動作として、返信（すなわち、メッセ
ージ送信者への返信）、全員に返信（すなわち、メッセージの参加者全員への返信）、お
よび転送（すなわち、表示された電子メールメッセージをユーザによって選択された連絡
先または電子メールアドレスに転送する）をリストしている。
【０１９１】
　図５ＥＥＥでは、接触５５３－Ａまたはその他のタッチジェスチャが、タッチスクリー
ン１１２－１上のポップアップビュー５３０－８の外側の位置で検出される。それに応じ
て、動作ポップアップビュー５３０－８が、図５ＦＦＦに示すように、タッチスクリーン
１１２－１上での表示を中止する。
【０１９２】
　図５ＦＦＦでは、接触５５５－Ａまたはその他のタッチジェスチャが、現在表示されて
いる電子メールメッセージの送信者を識別する、タッチスクリーン１１２－１上の送信者
アイコン５３２－１０に対応する位置で検出される。それに応じて、電子メールアプリケ
ーションは、図５ＧＧＧに示すように、ユーザインタフェース５７０－１の中にポップア
ップビュー５３０－９を表示する。ポップアップビュー５３０－９は、表示された電子メ
ールメッセージの送信者についての情報を含んでいる。
【０１９３】
　図５ＧＧＧでは、接触５５７－Ａまたはその他のタッチジェスチャが、タッチスクリー
ン１１２－１上のポップアップビュー５３０－９の外側の位置で検出される。それに応じ
て、電子メールアプリケーションは、図５ＨＨＨに示すように、ユーザインタフェース５
７０－１の中にポップアップビュー５３０－９を表示するのを中止する。
【０１９４】
　図５ＨＨＨおよび５ＩＩＩは、第１の多機能デバイス１００－１が縦方向の向き（図５
ＨＨＨ）から横方向の向き（図５ＩＩＩ）に反時計回りに回転された場合の電子メールア
プリケーションのユーザインタフェース５７０－１における変化を示す図である。横方向
の向きでは、第１の多機能デバイス１００－１が、電子メールアプリケーションのユーザ
インタフェース５７０－１の中に表示された電子メールメッセージに加えて、サイドバー
５６０－２を表示する。
【０１９５】
　図５ＩＩＩおよび５ＪＪＪは、第１の多機能デバイス１００－１が横方向の向き（図５
ＩＩＩ）から縦方向の向き（図５ＪＪＪ）に時計回りに回転された場合の電子メールアプ
リケーションのユーザインタフェース５７０－１における変化を示す図である。図５ＪＪ
Ｊは、図５ＩＩＩのサイドバー５６０－２と置き換わるポップアップビュー５３０－６の
表示を示す図である。
【０１９６】
　また、図５ＪＪＪは、動作アイコン５３２－１６に対応する位置での接触５５９－Ａま
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たはその他のタッチジェスチャの検出を示す図である。それに応じて、電子メールアプリ
ケーションのユーザインタフェース５７０－１は、図５ＫＫＫに示すように、動作ポップ
アップビュー５３０－８を表示する。
【０１９７】
　図５ＬＬＬは、第１の多機能デバイス１００－１の設定モードにおけるタッチスクリー
ン１１２－１上の対話型ポップアップビュー５３０－９を備えた例示的なユーザインタフ
ェースを示す図である。第２の多機能デバイス１００－２のタッチスクリーン１１２－２
は、略して描かれていない。しかし、図５ＬＬＬでは、ポップアップビュー５３０－９は
、上記のように、第２の多機能デバイス１００－２のタッチスクリーン１１２－２の横方
向解像度に対応する横方向解像度を有する。
【０１９８】
　図５ＬＬＬでは、ポップアップビュー５３０－９は、以下の要素またはそれらの下位集
合または上位集合を含んでいてもよい。
　　・現在の日付を表示する日付要素であって、起動された場合、日付要素は、現在の日
付についての時刻ホイールの表示を開始する。
　　・現在の時間を表示する時間要素であって、起動された場合、時間要素は、現在の時
刻を設定するための「時刻ホイール」オブジェクトの表示を開始する。
　　・現在の時刻または日付を表示する時刻ホイールオブジェクトであって、起動された
場合、時刻ホイールオブジェクトは、ユーザが現在の時刻または現在の日付を編集できる
ようにし、図５ＬＬＬに示す例では、時刻ホイールオブジェクトは、現在の時刻を編集す
ることができるように構成されている。
【０１９９】
　図６Ａ乃至６Ｂは、一部の実施形態による対話型ポップアップビューを用いる方法６０
０を示すフロー図である。また、図６Ａ乃至６Ｂは、各種の実施形態における限定（６１
６）を含んでいる。方法６００は、ディスプレイとタッチセンシティブ表面とを有する第
１の多機能デバイス（例えば、図３のデバイス３００、あるいは、図１Ａまたは図１Ｂの
携帯用多機能デバイス１００）において行われる。一部の実施形態では、ディスプレイは
タッチスクリーンディスプレイ（６０２）であり、タッチセンシティブ表面は、ディスプ
レイ（例えば、図５Ａ乃至５ＬＬＬにおけるタッチスクリーンディスプレイ１１２）上に
ある。一部の実施形態では、ディスプレイは、タッチセンシティブ表面とは別である。以
下でより詳しく述べるように、方法６００の一部の操作が組み合わされてもよく、および
／または、一部の操作の順序が変更されてもよい。
【０２００】
　以下に記すように、方法６００は、第１の解像度を持つタッチスクリーンを有する第１
の多機能デバイス上でポップアップビューを用いるための直感的なやり方を提供する。ユ
ーザが、第１の多機能デバイスのタッチスクリーンの第１の解像度より低い第２の解像度
を持つタッチスクリーンディスプレイを有する第２の多機能デバイスの中のアプリケーシ
ョンに精通している場合、方法は、精通しているグラフィカルユーザインタフェースを提
供し、それによってより効率的なヒューマン・マシン・インタフェースを実現することに
よって、第１の多機能デバイスの中の対応するアプリケーションを使って作業する場合、
ユーザにかかる認知上の負担を軽減する。また、開発者は、第２の多機能デバイス用に開
発したアプリケーションを第１の多機能デバイスに移植する場合、グラフィカルユーザイ
ンタフェースを変更する必要がないか、または、グラフィカルユーザインタフェースを実
装する命令の大部分を変えないままにするかのいずれかができ、それによって、開発時間
およびコストを削減する。電池で動作するコンピューティングデバイスにとっては、ユー
ザがアプリケーションを使ってより迅速かつより効率よく作業できるようにすることは、
電力を節約し、次回の電池充電までの時間を増加させる。
【０２０１】
　デバイスは、タッチスクリーンディスプレイ上に第１のアプリケーションのそれぞれの
ビューを表示する（６０４）。例えば、それぞれのビューとは、地図アプリケーション（
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例えば図５Ａ）、ブラウザアプリケーション（例えば図５Ｕ）、メモアプリケーション（
例えば図５ＫＫ）、および／または電子メールアプリケーション（例えば図５ＲＲ）のビ
ューであってもよい。
【０２０２】
　デバイスは、それぞれのビューの中で第１のタッチジェスチャを検出する（６０６）。
タッチジェスチャは、タッチスクリーンディスプレイのセンサによって検出されたいずれ
かのジェスチャである（例えば、検出されたジェスチャは、接触５０７－Ａ、５１９－Ａ
、５２３－Ａ、５３１－Ａ、５３５－Ａ、５３９－Ａ、５４３－Ａ、５４７－Ａ、５５１
－Ａ、５５５－Ａのいずれかであってもよい）。図２に関して述べたように、検出された
第１のタッチジェスチャは、１つ以上の指または１つ以上のスタイラス２０３によって行
われた、タッチスクリーン１１２上のまたはタッチスクリーン１１２の至近距離でのジェ
スチャである。
【０２０３】
　第１のタッチジェスチャを検出するのに応じて、デバイスは、第１のアプリケーション
のそれぞれのビューを部分的に覆う第１のアプリケーションのポップアップビューを表示
する（６０８）。ポップアップビューは、第１の多機能デバイスのタッチスクリーンディ
スプレイより解像度の低いタッチスクリーンディスプレイを有する第２の多機能デバイス
上の対応する第１のアプリケーションにおける全画面幅ビューに対応する。
【０２０４】
　一部の実施形態では、ポップアップビューと対応する全画面幅ビューとは、同一である
（例えば、同一の要素が同一のレイアウトで現れる）。例えば、図５Ｎでは、ポップアッ
プビュー５３０－２と、第２の多機能デバイス１００－２上の対応する全画面幅ビューと
は、同一である。
【０２０５】
　一部の実施形態では、ポップアップビューと対応する全画面幅ビューとは、一部の要素
を共通して含んでいるが、一方のビューのすべての要素が他方のビューに現れるわけでは
ない。例えば、図５Ｇでは、ポップアップビュー５３０－１は、道順アイコン５３２－４
、道順アイコン５３２－５、電話アイコン５３８－１、ホームページアイコン５３８－２
、住所アイコン５３８－３を含んでいる。また、第２の多機能デバイス１００－２の全画
面幅ビューも、対応するアイコンを含んでいる。しかし、ポップアップビュー５３０－１
は、１つ以上の追加要素、例えば、第２の多機能デバイス１００－２上の全画面幅ビュー
には含まれていないストリートビューアイコン５３８－４を含んでいる。もう１つの例と
して、図５Ｗでは、ポップアップビュー５３０－３は、アイコン５３８－８、５３８－９
、５３８－１０を含んでいる。対応する全画面幅ビューは、対応するアイコン（例えばア
イコン５３８－８’、５３８－９’、５３８－１０’）だけでなく、ポップアップビュー
５３０－３には表れない追加要素（例えばキャンセルアイコン５３８－７’、アドレスバ
ー、および検索入力エリア）も含んでいる。
【０２０６】
　一部の実施形態では、ポップアップビューと対応する全画面幅ビューとは、機能的に同
一の要素を含んでいるが、機能的に同一の要素は、異なる要領でレイアウトまたは構成さ
れている。例えば、図５Ｚでは、ポップアップビュー５３０－４と対応する全画面幅ビュ
ーとは、（完了アイコン５３２－７’を除いて）同一の要素を有するが、編集アイコンは
、それぞれのビューの中で異なる位置にレイアウトされている。
【０２０７】
　一部の実施形態では、ポップアップビューは、不透明である。一部の実施形態では、ポ
ップアップビューは透明である。その他の一部の実施形態では、ポップアップビューは半
透明である。別の実施形態では、ポップアップビューの少なくとも一部は、透明または半
透明である。
【０２０８】
　一部の実施形態では、第１のタッチジェスチャを検出するのに応じて、デバイスは、ポ
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ップアップビューを表示する前に、それぞれのビューを更新する（例えば、図５ＣＣＣに
関して上述したように、タッチジェスチャに応じて、表示される電子メールメッセージの
大きさが削減されて、テキストバーが表示され、それぞれのユーザに命令が提供される）
。
【０２０９】
　一部の実施形態では、第２の多機能デバイスは、１乃至４インチ（例えば２．５インチ
）のスクリーン幅と、２００乃至５００ピクセル（例えば３２０ピクセル）の横方向解像
度を有するポケットサイズの携帯用デバイスである。
【０２１０】
　一部の実施形態では、ポップアップビューは、第２の多機能デバイスの横方向解像度と
等しい横方向解像度を有する（６２４）。例えば、第２の多機能デバイスの横方向解像度
が３２０ピクセルである場合、ポップアップビューは３２０ピクセルの横方向解像度を有
する。一部の実施形態では、ポップアップビューは、第２の多機能デバイスの横方向解像
度と実質的に等しい横方向解像度を有する（例えば、ポップアップビューの横方向解像度
は、第２の多機能デバイスの横方向解像度の５％、１０％、１５％、または２０％以内で
ある）。
【０２１１】
　一部の実施形態では、ポップアップビューは、第２の多機能デバイスの横方向解像度の
整数の倍数である横方向解像度を有する（例えば、第２の多機能デバイスの横方向解像度
が３２０ピクセルで、ポップアップビューの横方向解像度が６４０ピクセル（２倍の乗数
）または９６０ピクセル（３倍の乗数）である）。そのような整数の倍数によって、解像
度が低い方のデバイスにおけるユーザインタフェースを解像度が高い方のデバイスにおけ
る表示に変換する効率的な方法が可能になる。一部の実施形態では、ポップアップビュー
は、第２の多機能デバイスの垂直解像度の整数の倍数である垂直解像度を有する（例えば
、第２の多機能デバイスの垂直解像度が４８０ピクセルで、ポップアップビューの垂直解
像度は９６０ピクセル（２倍の乗数）または１４４０ピクセル（３倍の乗数）である）。
一部の実施形態では、横方向解像度のための整数の倍数と縦方向解像度のための整数の倍
数とは同一である。
【０２１２】
　一部の実施形態では、ポップアップビューは、第２の多機能デバイスのスクリーン幅と
等しい幅を有する（６２６）。例えば、第２の多機能デバイスのスクリーン幅が２インチ
である場合、第１の多機能デバイスのポップアップビューは、いずれのデバイスの解像度
にも関わらず、２インチの幅を有する。しかし、他の実施形態では、ポップアップビュー
は、第２の多機能デバイスの横方向解像度と等しい横方向解像度を有しているが（６２４
）、第１の多機能デバイスによって表示されるポップアップビューの幅は、第２の多機能
デバイスのスクリーン幅より大きい。一部の実施形態では、ポップアップビューは、第２
の多機能デバイスのスクリーン幅と実質的に等しい幅を有する（例えば、ポップアップビ
ューの幅は、第２の多機能デバイスのスクリーン幅の５％、１０％、１５％、または２０
％以内である）。
【０２１３】
　一部の実施形態では、第２の多機能デバイスは、例えばオーディオ、ビデオ、および／
または画像のようなメディアを処理することができる携帯用コンピューティングデバイス
である。例えば、第２の多機能デバイスは、音楽プレーヤ、ゲームプレーヤ、ビデオプレ
ーヤ、ビデオレコーダ、カメラ、および／または画像ビューアを含んでいてもよい。一部
の実施形態では、第２の多機能デバイスには、移動電話が含まれる。第２の多機能デバイ
スは、典型的には電池で動作し、携帯性が高い。一部の実施形態では、第２の多機能デバ
イスは、例えば、ユーザのポケットに入れられるサイズのハンドヘルドデバイスである。
ポケットサイズであることにより、ユーザは第２の多機能デバイスを直接持ち歩く必要が
なく、従って、デバイスは、ユーザが移動するところにはほとんどどこへでも携行されう
る。さらに、ユーザの手が、デスクトップのような参照表面を必要とせず、第２の多機能
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デバイスを操作してもよい。
【０２１４】
　一部の実施形態では、第２の多機能デバイスは、多機能移動電話である（６２８）。
【０２１５】
　また、ポップアップビューを表示した後、デバイスは、１つ以上の第２のタッチジェス
チャをポップアップビューの中で検出する（６１０）。１つ以上の第２のタッチジェスチ
ャをポップアップビューの中で検出するのに応じて、デバイスは、第１のアプリケーショ
ンの状態（例えば、図１Ｃのアプリケーション内部状態１９２）を更新する第１のアプリ
ケーションにおける動作を実行する（６１２）。例えば、図５Ｊ乃至５Ｋでは、接触５１
１－Ａが検出され、それに応じて、第２のポップアップビュー５３４－１が表示される。
図５Ｋ乃至５Ｎでは、接触５１３－Ａまたは５１３－ＡＡが検出され、それに応じて、第
３のポップアップビュー５３０－２が表示される。加えて、ユーザが入力した情報と、完
了アイコン５３２－５（図５Ｎ）をユーザが選択することとに応じて、地図アプリケーシ
ョンは、ユーザのアドレス帳または連絡先リストの中に新たな連絡先についてのエントリ
を作成し、それがメモリの中に（例えば、メモリ１０２またはメモリ３７０の中の連絡先
モジュール１３７のアプリケーション内部状態１９２の中に）記憶される。
【０２１６】
　一部の実施形態では、第１のアプリケーションにおける動作を実行すると、第１のアプ
リケーションのそれぞれのビューが更新される（６２０）。例えば、図５ＴＴ乃至５ＵＵ
では、接触５３７－Ａがポップアップビュー５３０－６内で検出され、それに応じて、デ
バイス１００－１が、選択された電子メールメッセージを電子メールアプリケーションの
それぞれのビューの中に表示し、ポップアップビュー５３０－６の表示を中止する。また
、この例では、電子メールアプリケーションは、選択された電子メールメッセージを表示
用の電子メールメッセージとして表すために、（例えばメモリ１０２またはメモリ３７０
の中の）そのアプリケーション内部状態１９２を更新する。
【０２１７】
　一部の実施形態では、第１のアプリケーションにおける動作を実行すると、第１のアプ
リケーションのそれぞれのビューが更新され、ポップアップビューの表示が中止される（
６２２）。例えば、図５ＴＴ乃至５ＵＵでは、デバイス１００－１が、上記のように、電
子メールアプリケーションのそれぞれのビューを更新する。加えて、電子メールアプリケ
ーションは、ポップアップビュー５３０－６の表示を中止する。
【０２１８】
　上述のように、所定のユーザ動作に応じて、デバイスはポップアップビューの表示を中
止する（６１４）。例えば、図５Ｘ乃至５Ｙでは、接触５２１－Ａを検出するのに応じて
、デバイス１００－１は、ポップアップビュー５３０－３の表示を中止する。さらなる例
は、図５ＩＩ乃至５ＪＪ、５ＯＯ乃至５ＰＰ、５ＡＡＡ乃至５ＢＢＢ、５ＥＥＥ乃至５Ｆ
ＦＦ、５ＧＧＧ乃至５ＨＨＨで見られる。
【０２１９】
　一部の実施形態では、第２の多機能デバイス上の対応する第１のアプリケーションの中
の対応する全画面幅ビューを実装する実行可能な命令と実質的に同じ、第１の多機能デバ
イスのための実行可能な命令によって、ポップアップビューが実装される（６１８）。例
えば、図５Ａ乃至５ＬＬＬでは、第１の多機能デバイス１００－１上の地図アプリケーシ
ョン（例えば図５Ａ）、ブラウザアプリケーション（例えば図５Ｕ），メモアプリケーシ
ョン（例えば図５ＫＫ）、および／または電子メールアプリケーション（例えば図５ＲＲ
）が、第２の多機能デバイス１００－２上の対応するアプリケーションにおける対応する
全画面幅ビューを実装する命令と、実質的に同じ実行可能な命令を有してもよい。実質的
に同じ実行可能な命令を有していると、開発者が第１の多機能デバイスについてのアプリ
ケーションと第２の多機能デバイスについての対応するアプリケーションとを書くのがよ
り迅速かつより容易になる。例えば、ポケットサイズの多機能デバイス（例えばスマート
フォン）上で実行されることになるアプリケーションを書いた開発者なら、より大きい多
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機能デバイス（例えばタブレットコンピュータ）上で実行されることになる対応するアプ
リケーションを容易に書くことができる。加えて、第１および第２の多機能デバイス上の
それぞれのアプリケーションのユーザインタフェースは、同様に振る舞うであろうし、そ
れによって、ユーザが第１および第２の多機能デバイス上でそれぞれのアプリケーション
を用いる際に学習して熟練するのに必要な時間は減少するであろう。例えば、ポケットサ
イズの多機能デバイス（例えばスマートフォン）上のアプリケーションの使い方を知って
いるユーザは、より大きい多機能デバイス（例えばタブレットコンピュータ）上の対応す
るアプリケーションを、少しの訓練を追加するかまたはまったく訓練を追加せずに使用す
ることができるであろう。
【０２２０】
　一部の実施形態では、第１の多機能デバイスについての（以下にさらに定義するように
）実行可能な命令と、第２の多機能デバイスについての実行可能な命令とは、実行可能な
命令の少なくとも実質的な部分（例えば、実行可能な命令の５０、７５、もしくは９０％
）が同一である場合、実質的に同じである。第１の多機能デバイスについての前述の実行
可能な命令が、ポップアップビューを表示する必要があるアプリケーション内の第１の多
機能デバイスについての命令の集合を参照し、ポップアップビューの中で１つ以上のジェ
スチャを検出し、そして、ジェスチャに応じて１つ以上の動作を行う。
【０２２１】
　一部の実施形態では、ポップアップビューを表示している間に、デバイスは、第１の多
機能デバイスの縦方向の向きから横方向の向きへの回転を検出し、そして、回転を検出し
た時点で、ポップアップビューを、それぞれのビューに沿ったサイドバーに変換する（６
３０）。例えば、図５ＶＶ乃至５ＷＷでは、デバイス１００－１は、縦方向の向きから横
方向の向きへの回転を検出し、回転を検出した時点で、ポップアップビュー５３０－６を
それぞれのビューに沿ったサイドバー５６０－２に変換する。
【０２２２】
　図７Ａ乃至７Ｂは、一部の実施形態によるポップアップビューをサイドバーに変換する
方法７００を示すフロー図である。方法７００は、ディスプレイとタッチセンシティブ表
面と１つ以上の加速度計とを備えた第１の多機能デバイス（例えば図３のデバイス３００
または図１の携帯用多機能デバイス１００）において行われる（７０２）。一部の実施形
態では、ディスプレイはタッチスクリーンディスプレイであり、タッチセンシティブ表面
は、ディスプレイ（例えば、図５Ａ乃至５ＬＬＬにおけるタッチスクリーンディスプレイ
１１２）上にある。一部の実施形態では、ディスプレイは、タッチセンシティブ表面とは
別である。方法７００の一部の操作は組み合わされてもよく、および／または、一部の操
作の順序は変更されてもよい。
【０２２３】
　また、留意すべきだが、上記の方法６００（例えば図６Ａ乃至６Ｂ）の詳細は、同様の
要領で、以下に記す方法にも適用可能である。これらの詳細は、略して、以下では繰り返
さない。
【０２２４】
　以下に記すように、方法７００は、多機能デバイスの表示エリア全体を利用する改善策
を提供する。デバイスが特定の向きをしている場合、デバイスは、アプリケーションをよ
り効率的に使用させる関連情報も同時に表示することができる。この方法は、関連情報を
検索する余分なステップをなくし、また、アプリケーションを使って作業する場合、関連
情報を同時表示の中に見つけやすくし、それによって、より効率的なヒューマン・マシン
・インタフェースを実現することによって、ユーザにかかる認知上の負担を軽減する。電
池で動作するコンピューティングデバイスにとっては、ユーザがアプリケーションを使っ
てより迅速かつより効率よく作業できるようにすることは、電力を節約し、次回の電池充
電までの時間を増加させる。
【０２２５】
　デバイスは、縦方向の向きのタッチスクリーンディスプレイ上に第１のアプリケーショ
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ンのそれぞれのビューを表示する（７０４）。デバイスは、それぞれのビューの中で第１
のタッチジェスチャを検出する（７０６）。第１のタッチジェスチャの検出に応じて、デ
バイスは、第１のアプリケーションのそれぞれのビューを部分的に覆う第１のアプリケー
ションのポップアップビューを表示する（７０８）。ポップアップビューを表示した後、
デバイスは、ポップアップビュー内の１つ以上の第２のタッチジェスチャを検出する（７
１０）。ポップアップビュー内の１つ以上の第２のタッチジェスチャを検出するのに応じ
て、デバイスは、第１のアプリケーションの中で、第１のアプリケーションの状態（例え
ば、図１Ｃのアプリケーション内部状態１９２）を更新する動作を行う（７１２）。
【０２２６】
　ポップアップビューを表示している間に、デバイスは、縦方向の向きから横方向の向き
への多機能デバイスの回転を１つ以上の加速度計を用いて検出する（７１４）。回転を検
出するのに応じて、デバイスは、それぞれのビューを横方向の向きに変換し、ポップアッ
プビューを横方向の向きにおけるそれぞれのビューに沿ったサイドバーに変換する（７１
６）。例えば、図５ＶＶ乃至５ＷＷでは、デバイス１００－１は、縦方向の向きから横方
向の向きへの回転を１つ以上の加速度計を用いて検出する。それに応じて、デバイス１０
０－１は、それぞれのビューを横方向の向きに変換し、ポップアップビュー５３０－６を
横方向の向きのそれぞれのビューに沿ったサイドバー５６０－２に変換する。
【０２２７】
　方法７００は、任意で、各種の実施形態における１つ以上のさらなる限定（７１８）を
含んでいる。また、一部の実施形態では、デバイスは、それぞれのビューに沿ったサイド
バーの表示を維持しながら、サイドバーの中のタッチジェスチャを検出してそれらに応答
する（７２０）。例えば、図５ＷＷでは、デバイス１００－１は、それぞれの電子メール
メッセージを選択する、サイドバー５６０－２の中の接触５４１－Ａを検出して、選択さ
れた電子メールメッセージをタッチスクリーン１１２－１に表示することによって応答す
る。
【０２２８】
　また、一部の実施形態では、デバイスは、横方向の向きから縦方向の向きへの多機能デ
バイスの回転を１つ以上の加速度計を用いて検出する（７２２）。横方向の向きから縦方
向の向きへの多機能デバイスの回転を検出するのに応じて、デバイスは、サイドバーの表
示を中止し、それぞれのビューを縦方向の向きに変換する（７２２）。例えば、図５ＸＸ
および５ＺＺでは、デバイス１００－１は、横方向の向きから縦方向の向きへの回転を検
出する。それに応じて、デバイス１００－１は、サイドバー５６０－２の表示を中止し、
それぞれのビューを縦方向の向きに変換する。
【０２２９】
　一部の実施形態では、サイドバーの表示を中止した後、デバイスは、それぞれのビュー
の中で第３のタッチジェスチャを検出する（７２４）。第３のタッチジェスチャを検出す
るのに応じて、デバイスは、それぞれのビューを部分的に覆うポップアップビューを表示
する。例えば、図５ＺＺ乃至５ＡＡＡでは、デバイス１００－１は、接触５４３－Ａを検
出して、ポップアップビュー５３０－６を表示する。
【０２３０】
　一部の実施形態では、デバイスは、横方向の向きから縦方向の向きへの多機能デバイス
の回転を１つ以上の加速度計を用いて検出する（７２６）。横方向の向きから縦方向の向
きへの多機能デバイスの回転を検出するのに応じて、デバイスは、それぞれのビューを縦
方向の向きに変換し、それぞれのサイドバーを、縦方向の向きにおけるそれぞれのビュー
の中の対応するポップアップビューに変換する。例えば、図５ＸＸ乃至５ＹＹでは、デバ
イス１００－１は、横方向の向きから縦方向の向きへの回転を検出する。それに応じて、
デバイス１００－１は、それぞれのビューを縦方向の向きに変換し、サイドバー５６０－
２をポップアップビュー５３０－６に変換する。別の例を、図ＩＩＩ乃至５ＪＪＪに描い
ている。
【０２３１】
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　一部の実施形態によると、図８は、上記の本発明の原理に従って構成された多機能デバ
イス８００の機能ブロック図である。デバイスの機能ブロックは、本発明の原理を実行す
るため、ハードウェア、ソフトウェア、あるいは、ハードウェアとソフトウェアとの組み
合わせによって実装されてもよい。当業者であれば理解することだが、図８に述べる機能
ブロックは、上記の本発明の原理を実装するため、組み合わされても、あるいはサブブロ
ックに分けられてもよい。従って、本明細書の記述は、本明細書に述べられた機能ブロッ
クのいずれかの起こりうる組み合わせ、分離、またはさらなる定義をサポートしうる。
【０２３２】
　図８に示すように、第１の多機能デバイス８００は、第１のアプリケーション８０４の
それぞれのビューを表示するタッチスクリーンディスプレイユニット８０２を含んでいる
。タッチスクリーンディスプレイユニット８０２には、処理ユニット８０８が接続される
。一部の実施形態では、処理ユニット８０２は、ジェスチャ検出ユニット８１０と、表示
可能化ユニット８１１と、実行ユニット８１２と、中止ユニット８１４と、回転検出ユニ
ット８１６と、変換ユニット８１８とを含んでいる。
【０２３３】
　処理ユニット８０２は、タッチスクリーンディスプレイユニット８０２上のそれぞれの
ビュー８０４の中で第１のタッチジェスチャを（例えば、ジェスチャ検出ユニット８１０
を使って）検出し、第１のタッチジェスチャを検出するのに応じて、第１のアプリケーシ
ョン８０４のそれぞれのビューを部分的に覆う第１のアプリケーション８０６のポップア
ップビューのタッチスクリーンディスプレイユニット８０２上の表示を（例えば表示可能
化ユニット８１１を使って）可能にするように構成されており、ここで、ポップアップビ
ュー８０６は、第１の多機能デバイスのタッチスクリーンディスプレイユニットより解像
度の低いタッチスクリーンディスプレイを有する第２の多機能デバイス上の対応する第１
のアプリケーションの全画面幅ビューに対応し、かつ、処理ユニット８０２は、タッチス
クリーンディスプレイユニット８０２上のポップアップビュー８０６の中の１つ以上の第
２のタッチジェスチャを（例えば、ジェスチャ検出ユニット８１０を使って）検出し、ポ
ップアップビュー８０６の中の１つ以上の第２のタッチジェスチャを検出するのに応じて
、第１のアプリケーションの状態を更新する第１のアプリケーションにおける動作を（例
えば、実行ユニット８１２を使って）実行し、そして、タッチスクリーンディスプレイユ
ニット８０２上にポップアップビュー８０６を表示するのを（例えば中止ユニット８１８
を使って）中止するように構成されている。
【０２３４】
　一部の実施形態では、ポップアップビュー８０６は、第２の多機能デバイス上の対応す
る第１のアプリケーションの中の全画面幅ビューを実装する実行可能な命令と実質的に同
じ実行可能な命令によって実装される。
【０２３５】
　一部の実施形態では、第１のアプリケーションにおける動作を実行すると、タッチスク
リーンディスプレイユニット８０２上で第１のアプリケーション８０４のそれぞれのビュ
ーが更新される。
【０２３６】
　一部の実施形態では、第１のアプリケーションにおける動作を実行すると、第１のアプ
リケーション８０４のそれぞれのビューが更新され、タッチスクリーンディスプレイユニ
ット８０２上のポップアップビュー８０６の表示が中止される。
【０２３７】
　一部の実施形態では、タッチスクリーンディスプレイユニット８０２上のポップアップ
ビュー８０６は、第２の多機能デバイスの横方向解像度に等しい横方向解像度を有する。
【０２３８】
　一部の実施形態では、タッチスクリーンディスプレイユニット８０２上のポップアップ
ビュー８０６は、第２の多機能デバイスのスクリーン幅に等しい幅を有する。
【０２３９】
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　一部の実施形態では、第２の多機能デバイスは、多機能移動電話である。
【０２４０】
　一部の実施形態では、処理ユニット８０２は、さらに、タッチスクリーンディスプレイ
ユニット８０２上のポップアップビューを表示している間、縦方向の向きから横方向の向
きへの第１の多機能デバイスの回転を（例えば回転検出ユニット８１６を使って）検出し
、それから、回転の検出に応じて、図５ＶＶ乃至５ＷＷに示すように、ポップアップビュ
ー８０６を、タッチスクリーンディスプレイユニット８０２上のそれぞれのビュー８０４
に沿ったサイドバービューに（例えば変換ユニット８１８を使って）変換するように構成
される。
【０２４１】
　一部の実施形態に従って、図９は、上記の本発明の原理に従って構成された多機能デバ
イス９００の機能ブロック図を示す。デバイスの機能ブロックは、本発明の原理を実行す
るため、ハードウェア、ソフトウェア、あるいは、ハードウェアとソフトウェアとの組み
合わせによって実装されてもよい。当業者であれば理解することだが、図９に述べる機能
ブロックは、上記の本発明の原理を実装するため、組み合わされても、あるいはサブブロ
ックに分けられてもよい。従って、本明細書の記述は、本明細書に述べられた機能ブロッ
クのいずれかの起こりうる組み合わせ、分離、またはさらなる定義をサポートしうる。
【０２４２】
　図９に示すように、多機能デバイスは、第１のアプリケーション９０４のそれぞれのビ
ューを縦方向の向きに表示するタッチスクリーンディスプレイユニット９０２と、向きの
検出のためのデータを提供するように構成された１つ以上の加速度計９０８と、タッチス
クリーンディスプレイユニット９０２および１つ以上の加速度計９０８に接続された処理
ユニット９１０とを含んでいる。一部の実施形態では、処理ユニット９１０は、ジェスチ
ャ検出ユニット９１２と、表示可能化ユニット９１３と、実行ユニット９１４と、回転検
出ユニット９１５と、変換ユニット９１６と、中止ユニット９１８とを含んでいる。
【０２４３】
　処理ユニット９１０は、タッチスクリーンディスプレイユニット９０２上のそれぞれの
ビューの中で第１のタッチジェスチャを（例えば、ジェスチャ検出ユニット９１２を使っ
て）検出し、第１のタッチジェスチャを検出するのに応じて、タッチスクリーンディスプ
レイユニット９０２上の第１のアプリケーション９０４のそれぞれのビューを部分的に覆
う第１のアプリケーションのポップアップビュー９０６の表示を（例えば表示可能化ユニ
ット９１３を使って）可能にし、タッチスクリーンディスプレイユニット９０２上のポッ
プアップビュー９０６の中の１つ以上の第２のタッチジェスチャを（例えばジェスチャ検
出ユニット９１２を使って）検出し、ポップアップビュー９０６の中の１つ以上の第２の
タッチジェスチャを検出するのに応じて、第１のアプリケーションの状態を更新する第１
のアプリケーションの中の動作を（例えば実行ユニット９１４を使って）実行し、タッチ
スクリーンディスプレイユニット９０２上にポップアップビュー９０６を表示している間
に、１つ以上の加速度計９０８を用いて縦方向の向きから横方向の向きへの多機能デバイ
スの回転を（例えば回転検出ユニット９１５を使って）検出し、そして、回転を検出する
のに応じて、タッチスクリーンディスプレイユニット９０２上のそれぞれのビューを（例
えば変換ユニット９１６を使って）横方向の向きに変換し、ポップアップビュー９０６を
、タッチスクリーンディスプレイユニット９０２上の横方向の向きにおけるそれぞれのビ
ューに沿ったサイドバービューに（例えば変換ユニット９１６を使って）変換するように
構成される。
【０２４４】
　一部の実施形態では、処理ユニット９１０は、さらに、タッチスクリーンディスプレイ
ユニット９０２上のそれぞれのビューに沿ったサイドバーの表示を維持しながら、サイド
バーにおけるタッチジェスチャを（例えばジェスチャ検出ユニット９１２を使って）検出
してそれに応じるように構成される。
【０２４５】
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　一部の実施形態では、処理ユニット９１０は、さらに、横方向の向きから縦方向の向き
への多機能デバイスの回転を１つ以上の加速度計を用いて（例えば回転検出ユニット９１
５を使って）検出し、そして、横方向の向きから縦方向の向きへの多機能デバイスの回転
を検出するのに応じて、サイドバーを表示するのを（例えば中止ユニット９１８を使って
）中止し、タッチスクリーンディスプレイユニット９０２上のそれぞれのビューを縦方向
の向きに（例えば変換ユニット９１６を使って）変換するように構成される。
【０２４６】
　一部の実施形態では、処理ユニット９１０は、さらに、サイドバーの表示を中止した後
に、タッチスクリーンディスプレイユニット上のそれぞれのビューの中で第３のタッチジ
ェスチャを（例えばジェスチャ検出ユニット９１２を使って）検出し、そして、第３のタ
ッチジェスチャを検出するのに応じて、タッチスクリーンディスプレイユニット９０２上
のそれぞれのビューを部分的に覆うポップアップビュー９０６の表示を（例えば表示可能
化ユニット９１３を使って）可能にするように構成される。
【０２４７】
　一部の実施形態では、処理ユニットは、さらに、横方向の向きから縦方向の向きへの多
機能デバイスの回転を１つ以上の加速度計を用いて（例えば回転検出ユニット９１５を使
って）検出し、そして、横方向の向きから縦方向の向きへの多機能デバイスの回転を検出
するのに応じて、それぞれのビューを縦方向の向きに（例えば変換ユニット９１６を使っ
て）変換し、サイドバーを、タッチスクリーンディスプレイユニット９０２上の縦方向の
向きにおけるそれぞれのビューの中のポップアップビューに（例えば変換ユニット９１６
を使って）変換するように構成される。
【０２４８】
　上記の情報処理方法における操作は、１つ以上の機能モジュールを、例えば汎用プロセ
ッサまたは特定用途チップのような情報処理装置の中で実行することによって実装されて
もよい。これらのモジュールと、これらのモジュールの組み合わせと、および／または（
例えば、図１Ａ、１Ｂおよび３に関して上述したように）一般的ハードウェアとそれらの
組み合わせとが、本発明の保護の範囲内にすべて含まれている。
【０２４９】
　図６Ａ、６Ｂ、７Ａ、７Ｂに関して上述した操作は、図１Ａ乃至１Ｃに描いた構成要素
によって実装されてもよい。例えば、検出動作６１０、動作実行操作６１２、および、回
転検出および応答操作６３０は、イベントソータ１７０、イベントレコグナイザ１８０、
およびイベントハンドラ１９０によって実装されてもよい。イベントソータ１７０の中の
イベントモニタ１７１は、タッチセンシティブディスプレイ１１２上の接触を検出し、イ
ベント発送モジュール１７４は、イベント情報をアプリケーション１３６－１に配信する
。アプリケーション１３６－１のそれぞれのイベントレコグナイザ１８０は、イベント情
報をそれぞれのイベント定義１８６と比較して、タッチセンシティブ表面上の第１の位置
での第１の接触（または、デバイスの回転）が、例えばユーザインタフェース上のオブジ
ェクトの選択、または、１つの向きから別の向きへのデバイスの回転のような、事前設定
されたイベントもしくはサブイベントに対応するかどうかを判定する。それぞれの事前設
定されたイベントもしくはサブイベントが検出された場合、イベントレコグナイザ１８０
は、イベントもしくはサブイベントの検出に関連するイベントハンドラ１８０を起動する
。イベントハンドラ１８０は、データ更新器１７６またはオブジェクト更新器１７７を利
用するかまたは呼び出して、アプリケーション１３６－１データの内部状態を更新しても
よい。一部の実施形態では、イベントハンドラ１８０は、アプリケーションによって表示
されているものを更新するため、それぞれのＧＵＩ更新器１７８にアクセスする。同様に
、その他のプロセスが、図１Ａ乃至１Ｃに描かれた構成要素に基づいてどのように実装さ
れうるかは、当業者には明らかであろう。
【０２５０】
　説明のための前述の記述は、特定の実施形態に関して記述してきた。しかし、上記の例
示的議論は、網羅的であることも、開示されたのと違わぬ形態に本発明を限定することも
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、意図されていない。上記の教示内容に照らして、多くの修正形態および変形形態が可能
である。実施形態は、本発明の原理を最も良く説明し、それによって当業者が本発明と、
意図された個別の用途に適した各種の修正を伴う各種の実施形態とを最も良く利用できる
ようにすることを目的として選ばれ、記述されてきた。
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