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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　第１のアプリケーションに関連付けられた情報をタッチセンサ式ディスプレイ上に表示
することと、
　タッチセンサ式ディスプレイ上でタッチを検出し、タッチ属性を決定することと、
　前記タッチ属性に基づいて、前記タッチがメタナビゲーションジェスチャである場合を
決定することであって、メタナビゲーションジェスチャは、前記タッチセンサ式ディスプ
レイのディスプレイエリアの外側にある開始場所を有するジェスチャであって、前記タッ
チセンサ式ディスプレイの前記ディスプレイエリア上の位置に移動するジェスチャであり
、
　前記決定することは、
　　前記タッチの開始場所が前記ディスプレイエリアおよび前記ディスプレイエリアに隣
接するバッファエリアの外側にあり、かつ、前記タッチが前記バッファエリアを通って前
記タッチセンサ式ディスプレイの前記ディスプレイエリアに進行する場合には、前記タッ
チがメタナビゲーションジェスチャであることを決定することと、
　　前記タッチの開始場所が前記バッファエリア内にある場合には、前記タッチがメタナ
ビゲーションジェスチャでないことを決定することと
　を含む、ことと、
　前記タッチがメタナビゲーションジェスチャであると決定された場合には、前記タッチ
に関連する情報を第２のアプリケーションに転送することと、そうでない場合には、前記
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タッチに関連する情報を前記第１のアプリケーションに転送することと
　を含む、方法。
【請求項２】
　前記決定することは、前記タッチが検出される時のジェスチャスピードに基づいて、前
記タッチがメタナビゲーションジェスチャであることを決定することを含む、請求項１に
記載の方法。
【請求項３】
　前記決定することは、前記タッチが検出される時のジェスチャ方向に基づいて、前記タ
ッチがメタナビゲーションジェスチャであることを決定することを含む、請求項２に記載
の方法。
【請求項４】
　前記決定することは、前記タッチ属性に応答して、発見的アルゴリズムを利用して決定
することを含む、請求項１に記載の方法。
【請求項５】
　前記タッチ属性は、開始場所と、前記タッチの進行距離、スピード、方向のうちの少な
くとも１つとを含む、請求項１に記載の方法。
【請求項６】
　前記バッファエリアは、前記ディスプレイエリアの周囲に延在する、請求項１に記載の
方法。
【請求項７】
　前記タッチがメタナビゲーションジェスチャであると決定された場合、前記第２のアプ
リケーションに関連付けられた情報を前記タップセンサ式ディスプレイ上に表示すること
を含む、請求項１に記載の方法。
【請求項８】
　前記第２のアプリケーションに関連付けられた情報を表示することは、所定の時間の間
、表示することを含む、請求項７に記載の方法。
【請求項９】
　前記第２のアプリケーションに関連付けられた情報を表示することは、前記第１のアプ
リケーションに関連付けられた情報を表示することを中断することを含む、請求項７に記
載の方法。
【請求項１０】
　前記第２のアプリケーションに関連付けられた情報を表示することは、前記第１のアプ
リケーションに関連付けられた情報にオーバーレイすることを含む、請求項７に記載の方
法。
【請求項１１】
　前記情報を表示することは、システムレベルナビゲーションインターフェース、構成イ
ンターフェース、通知インターフェース、ステータスインターフェース、さらなるアプリ
ケーションに関連付けられたインターフェースのうちの１つからの情報を表示することを
含む、請求項７に記載の方法。
【請求項１２】
　前記タッチがメタナビゲーションジェスチャであると決定された場合、さらなるアプリ
ケーションに関連付けられた情報を前記タッチセンサ式ディスプレイ上に表示することを
含む、請求項１に記載の方法。
【請求項１３】
　前記タッチを検出することは、前記タッチセンサ式ディスプレイ上で、時間内に重複す
る複数のタッチを検出し、各タッチに対してタッチ属性を決定することを含む、請求項１
に記載の方法。
【請求項１４】
　前記決定することは、前記複数のタッチのうちの少なくとも１つが、前記ディスプレイ
エリアおよび前記バッファエリアの外側に開始場所を有し、かつ、前記バッファエリアを
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越える場合、前記複数のタッチがメタナビゲーションジェスチャを含むことを決定するこ
とを含む、請求項１３に記載の方法。
【請求項１５】
　請求項１から１４のいずれかに記載の方法を実行するように携帯用電子デバイスの少な
くとも１つのプロセッサによって実行可能であるコンピュータ読み取り可能なコードを有
するコンピュータ読み取り可能な媒体。
【請求項１６】
　タッチセンサ式ディスプレイと、
　メモリと、
　前記タッチセンサ式ディスプレイおよび前記メモリに結合されたプロセッサであって、
請求項１から１４のいずれかに記載の方法を実行するプロセッサと
　を含む、電子デバイス。
【請求項１７】
　前記タッチセンサ式ディスプレイは、
　ディスプレイと、
　前記ディスプレイのディスプレイエリアおよび非ディスプレイエリア上に配置されてい
る少なくとも１つのタッチセンサ式入力デバイスと
　を含む、請求項１６に記載の電子デバイス。
【請求項１８】
　前記ディスプレイエリア上に配置されているタッチセンサの密度は、前記非ディスプレ
イエリア上に配置されているタッチセンサの密度と異なる、請求項１７に記載の電子デバ
イス。
【請求項１９】
　前記タッチセンサ式ディスプレイに隣接するタッチセンサ式ベゼルを含む、請求項１６
に記載の電子デバイス。
【請求項２０】
　前記メタナビゲーションジェスチャは、前記タッチセンサ式ベゼル上に開始場所を有す
るジェスチャを含む、請求項１９に記載の電子デバイス。
 
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本開示は、タッチセンサ式ディスプレイを有する携帯用電子デバイスを含むが、これに
限定されない電子デバイスに関する。
【背景技術】
【０００２】
　携帯用電子デバイスを含む電子デバイスは、幅広い用途を占めており、例えば、電話、
電子メッセージング、および他の個人情報マネージャ（ＰＩＭ）アプリケーション機能を
含む多様な機能を提供することができる。携帯用電子デバイスとして、ワイヤレスネット
ワーク通信またはＢｌｕｅｔｏｏｔｈ（登録商標）対応機能等の近距離通信接続を伴う単
純な携帯電話、スマートフォン、携帯端末（ＰＤＡ）、タブレットコンピュータ、および
ラップトップコンピュータ等の移動局を含むいくつかのタイプのデバイスが挙げられる。
【０００３】
　ＰＤＡまたはタブレットコンピュータ等の携帯用電子デバイスは、概して、手持ち使用
および携帯の容易さを目的とする。携帯性のために、より小型のデバイスが、概して、所
望される。タッチセンサ式ディスプレイは、タッチスクリーンディスプレイとも呼ばれる
が、小型で、ユーザ入力および出力のための限定されたスペースを有するハンドヘルドデ
バイス上で特に有用である。タッチセンサ式ディスプレイ上に表示される情報は、実施さ
れている機能および操作に応じて、変更され得る。
【０００４】
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　タッチセンサ式ディスプレイを伴うデバイスにおける改良が所望される。
【発明の概要】
【課題を解決するための手段】
【０００５】
　一側面によると、方法は、第１のアプリケーションに関連付けられた情報をタッチセン
サ式ディスプレイ上に表示することと、タッチセンサ式ディスプレイ上でタッチを検出し
、タッチ属性を決定することと、タッチ属性に基づいて、タッチが、第１のジェスチャタ
イプである場合を決定することと、タッチが、第１のジェスチャタイプであると決定され
た場合、タッチに関連する情報を第２のアプリケーションに転送することと、そうでなけ
れば、タッチに関連する情報を第１のアプリケーションに転送することとを含む。
【０００６】
　別の側面によると、電子デバイスは、タッチセンサ式ディスプレイと、メモリと、タッ
チセンサ式ディスプレイおよびメモリに連結され、前述の方法を実行するためのプロセッ
サとを含む。
【０００７】
　次に、本開示の実施形態が、単なる一例として、添付の図面を参照して、説明される。
　本発明はさらに、例えば、以下を提供する。
（項目１）
　第１のアプリケーションに関連付けられた情報をタッチセンサ式ディスプレイ上に表示
することと、
　タッチセンサ式ディスプレイ上でタッチを検出し、タッチ属性を決定することと、
　前記タッチ属性に基づいて、前記タッチが第１のジェスチャタイプである場合を決定す
ることと、
　前記タッチが前記第１のジェスチャタイプであると決定された場合、前記タッチに関連
する情報を第２のアプリケーションに転送することと、そうでなければ、前記タッチに関
連する情報を前記第１のアプリケーションに転送することと
　を含む、方法。
（項目２）
　前記第１のジェスチャタイプは、メタナビゲーションジェスチャを含む、項目１に記載
の方法。
（項目３）
　前記決定することは、前記タッチが前記タッチセンサ式ディスプレイの境界を越える場
合を決定することを含む、項目１に記載の方法。
（項目４）
　前記境界は、前記タッチセンサ式ディスプレイのディスプレイエリアの周縁近傍に配置
されている、項目３に記載の方法。
（項目５）
　前記境界は、ディスプレイエリアと前記タッチセンサ式ディスプレイの非ディスプレイ
エリアとの間の境界を含む、項目３に記載の方法。
（項目６）
　前記決定することは、前記タッチが検出される時のジェスチャスピードに基づいて、前
記タッチがメタナビゲーションジェスチャであることを決定することを含む、項目１に記
載の方法。
（項目７）
　前記決定することは、前記タッチが検出される時のジェスチャ方向に基づいて、前記タ
ッチがメタナビゲーションジェスチャであることを決定することを含む、項目６に記載の
方法。
（項目８）
　前記決定することは、前記タッチ属性に応答して、発見的アルゴリズムを利用して決定
することを含む、項目１に記載の方法。
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（項目９）
　前記タッチ属性は、開始場所と、前記タッチの進行距離、スピード、および方向のうち
の少なくとも１つとを含む、項目１に記載の方法。
（項目１０）
　前記決定することは、開始場所が、前記タッチセンサ式ディスプレイのディスプレイエ
リア外である場合、前記タッチが、メタナビゲーションジェスチャであることを決定する
ことを含む、項目１に記載の方法。
（項目１１）
　前記決定することは、前記タッチが、前記ディスプレイエリアに進入することを決定す
ることを含む、項目１０に記載の方法。
（項目１２）
　前記決定することは、開始場所が、ディスプレイエリアおよび前記ディスプレイエリア
に隣接するバッファエリアの外側にあり、かつ、前記タッチが、前記バッファエリアを通
して前記前記タッチセンサ式ディスプレイのディスプレイエリアに進行する場合、前記タ
ッチがメタナビゲーションジェスチャであることを決定することを含む、項目１に記載の
方法。
（項目１３）
　前記決定することは、前記開始場所が前記バッファエリア内にある場合、前記タッチが
、メタナビゲーションジェスチャでないことを決定することを含む、項目１２に記載の方
法。
（項目１４）
　前記バッファエリアは、前記ディスプレイエリアの周囲に延在する、項目１２に記載の
方法。
（項目１５）
　前記タッチがメタナビゲーションジェスチャであると決定された場合、前記第２のアプ
リケーションに関連付けられた情報を前記タップセンサ式ディスプレイ上に表示すること
を含む、項目１に記載の方法。
（項目１６）
　前記第２のアプリケーションに関連付けられた情報を表示することは、所定の時間の間
、表示することを含む、項目１５に記載の方法。
（項目１７）
　前記第２のアプリケーションに関連付けられた情報を表示することは、前記第１のアプ
リケーションに関連付けられた情報を表示することを中断することを含む、項目１５に記
載の方法。
（項目１８）
　前記第２のアプリケーションに関連付けられた情報を表示することは、前記第１のアプ
リケーションに関連付けられた情報にオーバーレイすることを含む、項目１５に記載の方
法。
（項目１９）
　前記情報を表示することは、システムレベルナビゲーションインターフェース、構成イ
ンターフェース、通知インターフェース、ステータスインターフェース、およびさらなる
アプリケーションに関連付けられたインターフェースのうちの１つからの情報を表示する
ことを含む、項目１５に記載の方法。
（項目２０）
　前記タッチがメタナビゲーションジェスチャであると決定された場合、さらなるアプリ
ケーションに関連付けられた情報を前記タッチセンサ式ディスプレイ上に表示することを
含む、項目１に記載の方法。
（項目２１）
　前記タッチを検出することは、前記タッチセンサ式ディスプレイ上で、時間内に重複す
る複数のタッチを検出し、各タッチに対してタッチ属性を決定することを含む、項目１に
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記載の方法。
（項目２２）
　前記決定することは、前記タッチのうちの少なくとも１つが、境界の外側に原点を有し
、かつ、前記境界を越える場合、前記複数のタッチがメタナビゲーションジェスチャを含
むことを決定することを含む、項目２１に記載の方法。
（項目２３）
　項目１から２２のいずれかに記載の方法を実施するために、携帯用電子デバイスの少な
くとも１つのプロセッサによって実行可能であるコンピュータ可読コードを有するコンピ
ュータ可読媒体。
（項目２４）
　タッチセンサ式ディスプレイと、
　メモリと、
　前記タッチセンサ式ディスプレイおよび前記メモリに連結され、項目１から２２のいず
れかに記載の方法を実行するプロセッサと
　を含む、電子デバイス。
（項目２５）
　前記タッチセンサ式ディスプレイは、
　ディスプレイと、
　前記ディスプレイのディスプレイエリアおよび非ディスプレイエリア上に配置されてい
る少なくとも１つのタッチセンサ式入力デバイスと
　を含む、項目２４に記載の電子デバイス。
（項目２６）
　前記ディスプレイエリア上に配置されているタッチセンサの密度は、前記非ディスプレ
イエリア上に配置されているタッチセンサの密度と異なる、項目２４に記載の電子デバイ
ス。
（項目２７）
　前記メタナビゲーションジェスチャは、前記非ディスプレイエリアに関連付けられた開
始場所を伴うジェスチャを含む、項目２４に記載の電子デバイス。
（項目２８）
　前記タッチセンサ式ディスプレイに隣接するタッチセンサ式ベゼルを含む、項目２４に
記載の電子デバイス。
（項目２９）
　前記メタナビゲーションジェスチャは、前記タッチセンサ式ベゼル上に開始場所を伴う
ジェスチャを含む、項目２８に記載の電子デバイス。
【図面の簡単な説明】
【０００８】
【図１】図１は、例示的実施形態による、携帯用電子デバイスのブロック図である。
【図２】図２は、携帯用電子デバイスの実施例の正面図である。
【図３】図３は、図２の携帯用電子デバイス上でのタッチの実施例を例証する。
【図４】図４は、本開示による、携帯用電子デバイスを制御する方法を例証する、流れ図
である。
【図５】図５は、メタナビゲーションジェスチャとアプリケーションからの情報との間の
関連付けの実施例を例証する。
【発明を実施するための形態】
【０００９】
　以下は、第１のアプリケーションに関連付けられた情報をタッチセンサ式ディスプレイ
上に表示することと、タッチセンサ式ディスプレイ上でタッチを検出し、タッチ属性を決
定することと、タッチ属性に基づいて、タッチが、第１のジェスチャタイプである場合を
決定することと、タッチが、第１のジェスチャタイプであると決定された場合、タッチに
関連する情報を第２のアプリケーションに転送することと、そうでなければ、タッチに関
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連する情報を第１のアプリケーションに転送することとを含む電子デバイスおよび方法を
説明する。
【００１０】
　説明の簡易性および明確性のために、図中では、対応または同類の要素を示すために参
照番号が繰り返される場合がある。本明細書に説明される実施形態の理解を実現するため
に、多数の詳細が記載される。実施形態は、これらの詳細なく実践され得る。他の事例に
おいて、周知の方法、手順、および構成要素は、説明される実施形態の不明瞭化を回避す
るために詳細に説明されない。説明は、本明細書に説明される実施形態の範囲を制限する
と見なされてはならない。
【００１１】
　本開示は、概して、携帯用電子デバイス等の電子デバイスに関する。携帯用電子デバイ
スの実施例として、ポケットベル、携帯電話、スマートフォン、ワイヤレスオーガナイザ
、ＰＤＡ、ノートブックコンピュータ、ネットブックコンピュータ、タブレットコンピュ
ータ等が挙げられる。携帯用電子デバイスはまた、無線通信能力を伴わない、携帯用電子
デバイスであり得る。実施例として、ハンドヘルド電子ゲームデバイス、デジタル写真ア
ルバム、デジタルカメラ、ノートブックコンピュータ、ネットブックコンピュータ、タブ
レットコンピュータ、または他のデバイスが挙げられる。
【００１２】
　携帯用電子デバイス１００の実施例のブロック図が、図１に示される。携帯用電子デバ
イス１００は、携帯用電子デバイス１００の全体的動作を制御するプロセッサ１０２等の
複数の構成要素を含む。説明される本携帯用電子デバイス１００は、随意に、通信サブシ
ステム１０４および短距離通信１３２モジュールを含み、データおよび音声通信を含む種
々の通信機能を実施する。携帯用電子デバイス１００によって受信されるデータは、デコ
ーダ１０６によって解凍され、解読される。通信サブシステム１０４は、ワイヤレスネッ
トワーク１５０からメッセージを受信し、ワイヤレスネットワーク１５０へメッセージを
送信する。ワイヤレスネットワーク１５０は、データワイヤレスネットワーク、音声ワイ
ヤレスネットワーク、ならびに音声およびデータ両方の通信をサポートするネットワーク
を含むが、これらに限定されない、任意のタイプのワイヤレスネットワークであり得る。
１つ以上の充電池または外部電源へのポート等の電源１４２は、携帯用電子デバイス１０
０に電力を供給する。
【００１３】
　プロセッサ１０２は、ランダムアクセスメモリ（ＲＡＭ）１０８、メモリ１１０、電子
コントローラ１１６に動作可能に接続されるタッチセンサ式オーバーレイ１１４を備えて
いるディスプレイ１１２（それらは、一緒に、タッチセンサ式ディスプレイ１１８を成す
）、１つ以上のアクチュエータ１２０、１つ以上の力センサ１２２、補助入力／出力（Ｉ
／Ｏ）サブシステム１２４、データポート１２６、スピーカ１２８、マイク１３０、短距
離通信１３２、および他のデバイスサブシステム１３４等の他の構成要素と相互作用する
。グラフィックユーザインターフェースとのユーザ相互作用は、タッチセンサ式オーバー
レイ１１４を介して実施される。プロセッサ１０２は、電子コントローラ１１６を介して
、タッチセンサ式オーバーレイ１１４と相互作用する。携帯用電子デバイス上で表示また
はレンダリングされ得る、テキスト、文字、シンボル、画像、アイコン、および他の項目
等の情報は、プロセッサ１０２を介して、タッチセンサ式ディスプレイ１１８上に表示さ
れる。プロセッサ１０２は、加速度計１３６等の配向センサと相互作用し、例えば、携帯
用電子デバイス１００の配向を決定するために、重力または重力誘導反力の方向を検出し
得る。
【００１４】
　ネットワークアクセスのための加入者を識別するために、携帯用電子デバイス１００は
、ワイヤレスネットワーク１５０等のネットワークと通信するための加入者識別モジュー
ルまたは可撤性利用者識別モジュール（ＳＩＭ／ＲＵＩＭ）カード１３８を使用する。代
替として、利用者識別情報は、メモリ１１０内にプログラムされ得る。
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【００１５】
　携帯用電子デバイス１００は、プロセッサ１０２によって実行され、典型的には、メモ
リ１１０等の永続的更新可能記憶に記憶される、オペレーティングシステム１４６および
ソフトウェアプログラムまたは構成要素１４８を含む。さらなるアプリケーションまたは
プログラムが、ワイヤレスネットワーク１５０、補助Ｉ／Ｏサブシステム１２４、データ
ポート１２６、短距離通信サブシステム１３２、または任意の他の好適なサブシステム１
３４を介して、携帯用電子デバイス１００にロードされ得る。
【００１６】
　テキストメッセージ、電子メールメッセージ、またはウェブページダウンロード等の受
信信号は、通信サブシステム１０４によって処理され、プロセッサ１０２へ入力される。
プロセッサ１０２は、ディスプレイ１１２および／または補助Ｉ／Ｏサブシステム１２４
へ出力するために、受信信号を処理する。加入者は、データ項目、例えば、電子メールメ
ッセージを生成することができ、データ項目は、通信サブシステム１０４を介してワイヤ
レスネットワーク１５０を経て伝送され得る。
【００１７】
　タッチセンサ式ディスプレイ１１８は、当分野において周知の、容量性、抵抗性、赤外
線、弾性表面波（ＳＡＷ）タッチセンサ式ディスプレイ、歪みゲージ、光学撮像、分散信
号技術、音響パルス認識等の任意の好適なタッチセンサ式ディスプレイであり得る。説明
される本例示的実施形態では、タッチセンサ式ディスプレイ１１８は、容量性タッチセン
サ式オーバーレイ１１４を含む、容量性タッチセンサ式ディスプレイである。オーバーレ
イ１１４は、例えば、基板、接地シールド層、バリア層、基板または他のバリアによって
分離される１つ以上の容量性タッチセンサ層、およびカバーを含む、スタック内の複数層
のアセンブリであり得る。容量性タッチセンサ層は、パターン化された酸化インジウム錫
（ＩＴＯ）等の任意の好適な材料であり得る。
【００１８】
　タッチセンサ式ディスプレイ１１８のディスプレイ１１２は、情報が表示され得る、デ
ィスプレイエリアと、ディスプレイエリアの周縁の周囲に延在する、非ディスプレイエリ
アとを含む。情報は、例えば、電子トレースまたは電気接続、接着剤または他の封止剤、
および／またはディスプレイエリアの縁周囲の保護コーティングを収容するために利用さ
れる、非ディスプレイエリアには表示されない。
【００１９】
　１つ以上のタッチは、タッチ接触またはタッチイベントとも呼ばれるが、タッチセンサ
式ディスプレイ１１８によって検出され得る。プロセッサ１０２は、タッチの場所を含む
、タッチの属性を決定し得る。タッチ場所データは、接触のエリア、あるいは重心として
知られる、接触のエリアの中心または近接の点等の接触の単一点を含み得る。タッチの検
出に応答して、信号がコントローラ１１６に提供される。タッチセンサ式ディスプレイ１
１８の性質に応じて、指、親指、付属器、あるいは他の項目、例えば、スタイラス、ペン
、または他のポインタ等の任意の好適な物体からのタッチが検出され得る。タッチの場所
は、タッチの間、検出された物体が移動するのに伴って、移動する。コントローラ１１６
および／またはプロセッサ１０２は、タッチセンサ式ディスプレイ１１８上の任意の好適
な接触部材によって、タッチを検出し得る。同様に、複数の同時タッチが、検出される。
【００２０】
　１つ以上のジェスチャもまた、タッチセンサ式ディスプレイ１１８によって検出される
。ジェスチャは、原点から開始し、終点まで継続する、タッチセンサ式ディスプレイ１１
８上の特定のタイプのタッチである。ジェスチャは、例えば、原点、終点、進行距離、持
続時間、速度、および方向を含む、ジェスチャの属性によって識別され得る。ジェスチャ
は、距離および／または持続時間において長くても短くてもよい。ジェスチャの２点を利
用して、ジェスチャの方向を決定し得る。
【００２１】
　ジェスチャの実施例は、スワイプ（また、フリックとしても知られる）である。スワイ
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プは、単一方向を有する。タッチセンサ式オーバーレイ１１４は、ジェスチャの持続時間
にわたっての接触の場所または点の各々を使用して、方向を決定するのではなく、接触が
、最初に、タッチセンサ式オーバーレイ１１４と行われた原点と、タッチセンサ式オーバ
ーレイ１１４との接触が終了する、終点に対して、スワイプを評価し得る。
【００２２】
　スワイプの実施例としては、水平スワイプ、垂直スワイプ、および対角線スワイプを含
む。水平スワイプは、典型的には、タッチセンサ式オーバーレイ１１４の左または右側に
向かって、原点を備え、ジェスチャを開始し、タッチセンサ式オーバーレイ１１４との連
続的接触およびタッチセンサ式オーバーレイ１１４との接触の断続を維持しながらのタッ
チセンサ式オーバーレイ１１４の右または左側に向かっての原点から終点までの検出され
た物体の水平移動である。同様に、垂直スワイプは、典型的には、タッチセンサ式オーバ
ーレイ１１４の上部または下部に向かっての原点を備え、ジェスチャを開始し、タッチセ
ンサ式オーバーレイ１１４との連続的接触およびタッチセンサ式オーバーレイ１１４との
接触の断続を維持しながらのタッチセンサ式オーバーレイ１１４の下部または上部に向か
っての原点から終点への検出された物体の垂直移動である。
【００２３】
　スワイプは、種々の長さであることができ、タッチセンサ式オーバーレイ１１４上の種
々の場所から開始することができ、タッチセンサ式オーバーレイ１１４の全寸法に及ぶ必
要はない。加えて、スワイプの断続接触は、スワイプが、依然として、進行中である間、
タッチセンサ式オーバーレイ１１４との接触が、徐々に減少されるという点において、段
階的であり得る。
【００２４】
　メタナビゲーションジェスチャも、タッチセンサ式オーバーレイ１１４によって、検出
され得る。メタナビゲーションジェスチャは、タッチセンサ式オーバーレイ１１４のディ
スプレイエリア外にある原点を有し、タッチセンサ式ディスプレイのディスプレイエリア
上の位置へと移動するジェスチャである。ジェスチャの他の属性が、検出され、メタナビ
ゲーションジェスチャを検出するために利用され得る。メタナビゲーションジェスチャは
、ジェスチャが、時間内に、同時または重複し、タッチのうちの少なくとも１つが、ディ
スプレイエリア外にある原点を有し、タッチセンサ式オーバーレイ１１４のディスプレイ
エリア上の位置へ移動する多重タッチジェスチャも含み得る。したがって、２本の指が、
メタナビゲーションジェスチャのためい利用され得る。さらに、多重タッチメタナビゲー
ションジェスチャは、単一タッチメタナビゲーションジェスチャと区別されてもよく、追
加のまたはさらなる機能性を提供し得る。
【００２５】
　いくつかの例示的実施形態では、随意の力センサ１２２または複数の力センサが、任意
の好適な場所、例えば、タッチセンサ式ディスプレイ１１８と携帯用電子デバイス１００
の裏側との間に配置され、タッチセンサ式ディスプレイ１１８上のタップによって付与さ
れる力を検出する。力センサ１２２は、力センサ式抵抗器、歪みゲージ、圧電またはピエ
ゾ抵抗デバイス、圧力センサ、あるいは他の好適なデバイスであり得る。明細書を通して
利用される力とは、圧力、変形、応力、歪み、力密度、力－エリア関係、推力、トルク、
および力または関連数量を含む、他の影響等、力の測定、予測、および／または計算を指
す。
【００２６】
　検出されたタッチに関連する力情報は、タッチの場所に関連付けられた情報等の情報を
選択するために利用され得る。例えば、力閾値に満たないタッチは、選択オプションをハ
イライトし得る一方、力閾値を満たすタッチは、選択オプションの選択またはその入力で
あり得る。選択オプションとして、例えば、キーボードの表示または仮想キー、選択ボッ
クスまたはウィンドウ、例えば、「キャンセル」、「削除」、または「ロック解除」、機
能ボタン、例えば、音楽プレーヤ上の再生または停止等が挙げられる。異なる力の大きさ
は、異なる機能または入力に関連付けられ得る。例えば、より小さい力は、パニングをも
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たらしてもよく、より大きな力は、ズームをもたらし得る。
【００２７】
　携帯用電子デバイス１００の実施例の正面図は、図２に示される。携帯用電子デバイス
１００は、図１に示されるような構成要素を封入する、筐体２０２を含む。筐体２０２は
、タッチセンサ式ディスプレイ１１８を構成する、背面、側壁、および正面２０４を含み
得る。
【００２８】
　図２の示される実施例では、タッチセンサ式ディスプレイ１１８は、概して、タッチセ
ンサ式オーバーレイ１１４のディスプレイエリア２０６が、概して、筐体２０２の正面２
０４に対して、中心となるように、筐体２０２の中心に置かれる。タッチセンサ式オーバ
ーレイ１１４の非ディスプレイエリア２０８は、ディスプレイエリア２０６の周囲に延在
する。説明される本実施形態では、非ディスプレイエリアの幅は、４ｍｍである。
【００２９】
　本実施例の目的のために、タッチセンサ式オーバーレイ１１４は、ディスプレイエリア
２０６および非ディスプレイエリア２０８を被覆するように延在する。ディスプレイエリ
ア２０６上のタッチが、検出され、例えば、表示された選択可能特徴に関連付けられ得る
。非ディスプレイエリア２０８上のタッチは、例えば、メタナビゲーションジェスチャを
検出するために、検出され得る。代替として、メタナビゲーションジェスチャは、非ディ
スプレイエリア２０８およびディスプレイエリア２０６の両方によって、決定され得る。
タッチセンサの密度は、ディスプレイエリア２０６と非ディスプレイエリア２０８で異な
り得る。例えば、相互容量性タッチセンサ式ディスプレイ内のノードの密度、すなわち、
１つ層の電極が、別の層の電極を乗り越える、場所の密度は、ディスプレイエリア２０６
と非ディスプレイエリア２０８との間で異なり得る。
【００３０】
　タッチセンサ式ディスプレイ１１８上で受信されたジェスチャは、属性に基づいて分析
され、メタナビゲーションジェスチャと、他のタッチまたは非メタナビゲーションジェス
チャとを区別し得る。メタナビゲーションジェスチャは、ジェスチャが、ディスプレイエ
リア２０６と非ディスプレイエリア２０８との間の境界２１０等、ディスプレイ１１２の
周縁近傍の境界を乗り越えると、識別され得る。図２の実施例では、メタナビゲーション
ジェスチャの原点が、非ディスプレイエリア２０８を被覆する、タッチセンサ式オーバー
レイ１１４のエリアを利用して、決定され得る。
【００３１】
　ディスプレイエリア２０６と非ディスプレイエリア２０８との間で境界２１０の周囲に
延在する、バッファ領域２１２または帯域は、タッチが、境界２１０およびバッファ領域
２１２外に原点を有し、バッファ領域２１２を通って、境界２１０内の点へと、境界２１
０を乗り越えると、メタナビゲーションジェスチャが識別されるように利用され得る。図
２に例証されるが、バッファ領域２１２は、可視でなくてもよい。代わりに、バッファ領
域２１２は、例えば、所定の数の画素に匹敵する幅に延在する、境界２１０の周囲の領域
であり得る。代替として、境界２１０は、所定の数のタッチセンサに延在し得るか、また
はディスプレイエリア２０６から所定の距離だけ延在し得る。境界２１０は、タッチセン
サ式領域であり得るか、またはタッチが検出されない領域であり得る。
【００３２】
　例えば、バッファ領域２１２内に原点を有するジェスチャは、非メタナビゲーションジ
ェスチャとして識別され得る。随意に、そのようなジェスチャからのデータは、アプリケ
ーションによって、非メタナビゲーションジェスチャとして、利用され得る。代替として
、そのようなジェスチャからのデータは、バッファ領域２１２上に原点を有するタッチが
、携帯用電子デバイス１００における入力として利用されないように、破棄され得る。
【００３３】
　図３は、タッチセンサ式ディスプレイ１１８上のタッチの実施例を例証する。バッファ
領域２１２は、説明の目的のために、ハッシュマークによって、図３に例証される。示さ
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れるように、バッファ領域２１２は、ユーザに可視でなくてもよい。説明の目的のために
、タッチは、その原点において、円形によって例証される。円形から延在する矢印は、ジ
ェスチャであるタッチの経路を例証する。
【００３４】
　タッチ３０２は、境界２１０外およびバッファ領域２１２外の原点から開始する。タッ
チ３０２の経路は、バッファ領域２１２および境界２１０を越え、したがって、メタナビ
ゲーションジェスチャとして識別される。同様に、タッチ３０４、３０６、３０８、３１
０、３１２、３１４、３１６は各々、境界２１０およびバッファ領域２１２外に原点を有
し、その経路は、バッファ領域２１２および境界２１０を越える。したがって、タッチ３
０４、３０６、３０８、３１０、３１２、３１４、３１６は各々、メタナビゲーションジ
ェスチャとして識別される。しかしながら、タッチ３１８は、バッファ領域２１２内にあ
る原点を有し、したがって、タッチ３１８は、メタナビゲーションジェスチャとして識別
されない。タッチ３２０は、境界２１０およびバッファ領域２１２外の原点から開始する
。しかしながら、タッチ３２０の経路は、境界２１０を越えておらず、したがって、メタ
ナビゲーションジェスチャとして識別されない。タッチ３２２はまた、境界２１０および
バッファ領域２１２外の原点を有するが、ジェスチャではなく、したがって、境界２１０
を越えず、メタナビゲーションジェスチャとして識別されない。
【００３５】
　携帯用電子デバイス１００等の電子デバイスを制御する方法を例証する、流れ図が、図
４に示される。本方法は、例えば、プロセッサ１０２によって実行されるコンピュータ可
読コードによって実行され得る。このような方法を実行するためのソフトウェアのコーデ
ィングは、本説明を前提として当業者の範囲内である。本方法は、追加のプロセス、ある
いは図示および／または説明されるものより少ないプロセスを含み得、異なる順番で実施
され得る。本方法を実施するための携帯用電子デバイスの少なくとも１つのプロセッサに
よって実行可能であるコンピュータ可読コードは、持続性コンピュータ可読媒体等のコン
ピュータ可読媒体内に記憶され得る。
【００３６】
　プロセスは、ホーム画面アプリケーション、電子メールアプリケーション、テキストメ
ッセージングアプリケーション、カレンダアプリケーション、タスクアプリケーション、
アドレスブックアプリケーション、ウェブブラウザアプリケーション、または任意の他の
好適なアプリケーション等、任意の好適なアプリケーションにおいて実行され得る。第１
のアプリケーションと称されるアプリケーションからの情報は、４０２において、携帯用
電子デバイス１００のタッチセンサ式ディスプレイ１１８上に表示される。タッチが、４
０４において、検出されると、プロセスは、４０６において、継続し、タッチが、メタナ
ビゲーションジェスチャであるかどうかの決定が行われる。前述のように、タッチの属性
に基づいて、決定が行われる。４０８では、タッチが、タッチセンサ式ディスプレイ１１
８上のタップ、または非メタナビゲーションジェスチャであり得、タッチが、メタナビゲ
ーションジェスチャではないことの決定に応答して、タッチデータは、ジェスチャが受信
された時点で、情報がタッチセンサ式ディスプレイ１１８上に表示されている第１のアプ
リケーションと関連して利用される。４０６において、メタナビゲーションジェスチャと
して、タッチを識別することに応答して、タッチデータは、第２のアプリケーションにお
いて利用され、第２またはさらなるアプリケーションに関連付けられた情報が、４１０に
おいて、タッチセンサ式ディスプレイ１１８上に表示される。第２のアプリケーションに
関連付けられた情報は、第１のアプリケーションに関連付けられた情報の上にオーバーレ
イされ、例えば、第１のアプリケーションに関連付けられた情報にナビゲーションを戻す
のを容易にし得る。代替として、第２のアプリケーションに関連付けられた情報は、例え
ば、システムレベルナビゲーションインターフェース、構成インターフェース、通知イン
ターフェース、ステータスインターフェース、メニューインターフェースからの情報、ま
たは任意の他のインターフェースに関連付けられた情報を含み得る。
【００３７】
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　再び、図３を参照すると、メタナビゲーションジェスチャとして識別されたタッチ３０
２、３０４、３０６、３０８、３１０、３１２、３１４、３１６は各々、メタナビゲーシ
ョンジェスチャが、どののアプリケーションに関連付けられているかを決定するために、
原点等のメタナビゲーションジェスチャの属性が、利用され得るように、アプリケーショ
ンからの情報に関連付けられ得る。図５は、メタナビゲーションジェスチャと、ジェスチ
ャが受信された時点でタッチセンサ式ディスプレイ１１８上に表示されている情報に関連
付けられたアプリケーション以外のアプリケーションからの情報との間の関連付けの実施
例を例証する。図５に示される関係は、例証的目的のためだけに示され、互換可能である
。さらなるアプリケーションおよび代替関連付けが、利用され得る。さらなるアプリケー
ションおよび代替関連付けが、利用され得る。用語「上部」、「下部」、「右」、および
「左」は、本明細書では、基準を提供する目的のために利用され、アプリケーションに関
連付けられた情報が表示される配向に対する、携帯用電子デバイス１００のエリアを指す
。
【００３８】
　タッチセンサ式ディスプレイ１１８の下部中心近傍から生じ、現在のアプリケーション
５０２からの情報が表示される方向に略垂直経路を辿るメタナビゲーションジェスチャ３
０２は、ルートナビゲーションアプリケーション５１０に関連付けられたホーム画面を現
在のアプリケーション５０２に関連付けられた情報に置き換えさせる。ホーム画面は、デ
ィスプレイの上部に示される、現在アクティブなアプリケーションを示す、カルーセルを
含む。故に、現在アクティブなアプリケーションは、ホーム画面の上部におけるブラウズ
可能なカルーセルに示される。カルーセルは、ホーム画面の上部に位置する。本実施例で
は、上部は、ホーム画面の約１／３のみ利用し、非アクティブアプリケーションのための
アプリケーションアイコンは、選択の容易性のために、ホーム画面の下部に提供される。
【００３９】
　タッチセンサ式ディスプレイ１１８の左中心近傍から生じ、略側方経路を辿る、メタナ
ビゲーションジェスチャ３０４は、現在のアプリケーション５０２に関連付けられた情報
を、グループ化内の以前のアプリケーションであり得るか、または以前に表示された情報
に関連付けられたアプリケーションであり得る、以前のアプリケーション５０６に関連付
けられた情報に置き換える。タッチセンサ式ディスプレイ１１８の右中心近傍から生じ、
略側方経路を辿る、メタナビゲーションジェスチャ３０６は、現在のアプリケーション５
０２に関連付けられた情報を、グループ化内の次のアプリケーションであり得る、次のア
プリケーション５０８に関連付けられた情報に置き換える。
【００４０】
　タッチセンサ式ディスプレイ１１８の左側または右からのいずれかからの側方ジェスチ
ャは、現在のアプリケーション５０２に関連付けられた情報のサイズを縮小させ、情報を
以前のアプリケーション５０６または次のアプリケーション５０８と置き換える前に、他
のアクティブアプリケーションの視覚的合図を提供し得る。例えば、以前のアプリケーシ
ョン５０６の情報の一部が、ジェスチャの間および現在のアプリケーション５０２に関連
付けられた情報の置き換え前に、ディスプレイエリア２０６の縁または複数の縁に隣接す
る薄片内に表示され得る。現在のアプリケーション５０２に関連付けられた情報は、ジェ
スチャが継続するのに伴って、以前のまたは次のアプリケーション５０８と置き換えられ
得る。代替実施例では、以前のアプリケーション５０６の情報の一部または次のアプリケ
ーション５０８のための情報の一部が、第１の側方ジェスチャの受信に応答して、ディス
プレイエリア２０６の縁に隣接する薄片内に表示され得る。本実施例では、薄片内のスワ
イプは、リスト内の次のおよび最後のアプリケーションのスクロールを生じさせ得る。ジ
ェスチャ３０４、３０６等の第２の側方メタナビゲーションジェスチャは、情報のサイズ
が縮小された現在のアプリケーション５０２に関連付けられた情報が置き換えられるよう
にするために利用され得る。
【００４１】
　タッチセンサ式ディスプレイ１１８の上部中心近傍から生じ、略垂直経路を辿るメタナ
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ビゲーションジェスチャ３０８は、現在のアプリケーション５０２に関連付けられた情報
がアプリケーション設定アプリケーション５０４に関連付けられた情報と置き換えられる
ようにする。
【００４２】
　タッチセンサ式ディスプレイ１１８の上部左角近傍から生じる、メタナビゲーションジ
ェスチャ３１０は、通知アプリケーション５１２に関連付けられた情報を現在のアプリケ
ーション５０２に関連付けられた情報上にタイル表示させる。同様に、タッチセンサ式デ
ィスプレイ１１８の上部右角近傍から生じる、メタナビゲーションジェスチャ３１２は、
通知アプリケーション５１２に関連付けられた情報を現在のアプリケーション５０２に関
連付けられた情報上にタイル表示させる。
【００４３】
　タッチセンサ式ディスプレイ１１８の下部左角近傍から生じる、メタナビゲーションジ
ェスチャ３１４は、ステータスアプリケーション５１４に関連付けられた情報を現在のア
プリケーション５０２に関連付けられた情報上にタイル表示させる。同様に、タッチセン
サ式ディスプレイ１１８の下部右角近傍から生じる、メタナビゲーションジェスチャ３１
６は、ステータスアプリケーション５１４に関連付けられた情報を現在のアプリケーショ
ン５０２に関連付けられた情報上にタイル表示させる。
【００４４】
　本開示は、非ディスプレイエリアにわたって延在するタッチセンサ式オーバーレイを利
用して、メタナビゲーションジェスチャを識別することに限定されない。メタナビゲーシ
ョンジェスチャは、例えば、表示可能エリアの余白にあり得る、タッチセンサ式オーバー
レイの余白における、第１の検出されたタッチ場所に基づいて、随意に、タッチが検出さ
れる時のジェスチャスピードまたは方向、あるいは経路ジェスチャによって横断される経
路に基づいて、検出され得る。メタナビゲーションジェスチャの識別はまた、タッチ属性
に基づく、発見的アルゴリズムを利用して実行され、ジェスチャの原点、スピード、方向
、距離、および経路のうちの１つ以上等のタッチ属性に応答し得る。
【００４５】
　随意に、電子デバイスは、タッチセンサ式オーバーレイを囲む筐体またはタッチセンサ
式ベゼルのタッチセンサ式フレームを含み得る。メタナビゲーションジェスチャは、タッ
チセンサ式フレームまたはベゼル上で検出された原点に基づいて、識別され得る。
【００４６】
　さらに、メタナビゲーションジェスチャによって越えられる境界は、タッチセンサ式デ
ィスプレイのディスプレイエリアと非ディスプレイエリアとの間の境界に限定されない。
他の好適な境界が利用され得、タッチセンサ式オーバーレイの余白に沿った領域または帯
域、タッチセンサ式ディスプレイ１１８上の所定のラインまたは複数のライン、あるいは
電子デバイスのベゼルまたはフレームが、タッチセンサ式ディスプレイと出合う境界を含
み得る。
【００４７】
　したがって、メタナビゲーションジェスチャの識別は、ディスプレイの非ディスプレイ
エリアを被覆するタッチセンサ式オーバーレイを含むタッチセンサ式ディスプレイを伴う
、電子デバイスに限定されない。メタナビゲーションジェスチャの識別は、他の電子デバ
イスを利用して実行され得る。
【００４８】
　メタナビゲーションジェスチャの使用およびそのようなジェスチャの識別は、非メタナ
ビゲーションジェスチャまたは他のタッチと区別され得る、さらなる入力を提供する。こ
れらのメタナビゲーションジェスチャは、ジェスチャが受信された時点で情報が表示され
ていないアプリケーションに関連する入力のエントリを容易にする。したがって、入力は
、タッチセンサ式ディスプレイ上に表示される、アイコンまたは選択可能特徴を使用せず
に、かつ物理的ボタンまたはスイッチ等の電子デバイス上の他の制御を使用する必要なく
、タッチセンサ式ディスプレイ上に表示されている情報に関連付けられていないアプリケ
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エリアは、そのようなアイコンまたは選択可能特徴を表示されるために占有されない。し
たがって、システムレベルナビゲーションが、そのようなナビゲーションのための追加の
画面またはメニューを使用せずに提供され、改良されたインターフェースを提供する。
【００４９】
　一側面によると、方法は、第１のアプリケーションに関連付けられた情報をタッチセン
サ式ディスプレイ上に表示することと、タッチセンサ式ディスプレイ上でタッチを検出し
、タッチ属性を決定することと、タッチ属性に基づいて、タッチが、第１のジェスチャタ
イプである場合を決定することと、タッチが、第１のジェスチャタイプであると決定され
た場合、タッチに関連する情報を第２のアプリケーションに転送することと、そうでなけ
れば、タッチに関連する情報を第１のアプリケーションに転送することとを含む。
【００５０】
　別の側面によると、電子デバイスは、タッチセンサ式ディスプレイと、メモリと、タッ
チセンサ式ディスプレイおよびメモリに連結され、前述の方法を実行するためのプロセッ
サとを含む。
【００５１】
　本開示は、その精神または重要な特徴から逸脱することなく、他の特定の形式において
具現化され得る。説明される実施形態は、あらゆる点において、図示であって制限ではな
いと見なされたい。したがって、本開示の範囲は、前述の説明ではなく、添付の請求項に
よって示される。請求項の同等の意図および限界内に留まる全ての変更は、それらの範囲
内において包含されるものとする。

【図１】 【図２】
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