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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　電子機器上にコンテンツを表示する、コンピュータ実装方法であって、
　前記電子機器が第１および第２のディスプレイ要素を前記電子機器の相対する側に含み
、前記第１および第２のディスプレイ要素はそれぞれ少なくとも１つの異なる表示特性を
有しており、
　実行可能命令で構成された１つまたは複数のコンピューティングシステムの制御下にお
いて、
　前記電子機器上に表示するコンテンツの種類を決定することと、
　前記コンテンツの種類と、前記第１および第２のディスプレイ要素のそれぞれの前記少
なくとも１つの異なる表示特性とに少なくとも部分的に基づいて、前記コンテンツの少な
くとも一部を前記第１および第２のディスプレイ要素のうちの決定された一方上に表示さ
せることと、
　前記電子機器のユーザーからの入力に応答して、前記コンテンツの少なくとも一部を前
記第１および第２のディスプレイ要素のうちの他方上に表示させることとを含み、
　前記第１のディスプレイ要素は、実質的に動的なコンテンツを少なくとも部分的に表示
するように構成されており、前記第２のディスプレイ要素は、実質的に静的なコンテンツ
を少なくとも部分的に表示するように構成されており、
　前記第１および第２のディスプレイ要素のそれぞれは、少なくとも部分的にタッチセン
サー式であり、
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　前記電子機器のケーシングの少なくとも一部はタッチセンサー式要素を含み、前記入力
は、前記第１のディスプレイ要素から前記ケーシングを介して前記第２のディスプレイ要
素に、前記コンテンツの少なくとも一部をドラッグする、前記ケーシング上で検知される
タッチジェスチャーを含むコンピュータ実装方法。
【請求項２】
　前記電子機器は、タブレットコンピュータと、スマートフォンと、パーソナルコンピュ
ータと、パーソナルデータアシスタントと、ポータブルゲーミング機器とのうちの１つで
ある、請求項１に記載のコンピュータ実装方法。
【請求項３】
　前記ユーザーからの入力は、最小期間の間または少なくとも最小量の圧力でのうちの少
なくとも１つによる、前記第１および第２のディスプレイ要素のうちの一方との前記ユー
ザーからの接触に対応している、請求項１に記載のコンピュータ実装方法。
【請求項４】
　前記第１および第２のディスプレイ要素以外の前記電子機器の少なくとも一部が、接触
をベースとする入力、圧力をベースとする入力、動作をベースとする入力、または握りを
ベースとする入力のうちの少なくとも１つを提供する、請求項１に記載のコンピュータ実
装方法。
【請求項５】
　前記ユーザーからの入力は、接触をベースとする入力を提供する、前記電子機器の前記
一部を渡る、前記第１および第２のディスプレイ要素のうちの一方から前記第１および第
２のディスプレイ要素のうちの他方への、前記コンテンツの少なくとも一部のユーザード
ラッグに対応している、請求項４に記載のコンピュータ実装方法。
【請求項６】
　前記第１および第２のディスプレイ要素のそれぞれは接触をベースとする入力を提供し
ており、前記接触をベースとする入力は、補間フォースセンサー式抵抗材料を使用して提
供される、請求項１に記載のコンピュータ実装方法。
【請求項７】
　前記第２のディスプレイ要素は、電子インクまたは電子ペーパーのディスプレイ要素で
ある、請求項１に記載のコンピュータ実装方法。
【請求項８】
　前記第１のディスプレイ要素は、液晶または有機発光ダイオードのディスプレイ要素で
ある、請求項１に記載のコンピュータ実装方法。
【請求項９】
　前記ユーザーからの入力は、前記ユーザーが前記電子機器の向きを変更することに対応
している、請求項１に記載のコンピュータ実装方法。
【請求項１０】
　前記コンテンツの少なくとも一部を前記第１および第２のディスプレイ要素のうちの決
定された一方上に表示させることは、前記電子機器の少なくとも１つのライトセンサーに
よって検知される前記電子機器の周囲の環境光の量にさらに基づいている、請求項１に記
載のコンピュータ実装方法。
【請求項１１】
　前記電子機器が使用されていないときでさえも、前記コンテンツを前記第２のディスプ
レイ要素上に表示することが可能であり、前記コンテンツは、前記電子機器の外部の少な
くとも一部に対するアートワークとして機能する、請求項１に記載のコンピュータ実装方
法。
【請求項１２】
　電子機器であって、
　プロセッサと、
　命令を含むメモリとを具備し、
　前記電子機器が第１および第２のディスプレイ要素を前記電子機器の相対する側に備え
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、前記第１および第２のディスプレイ要素はそれぞれ少なくとも１つの異なる表示特性を
有しており、
　前記命令は、前記プロセッサによって実行されたときに、
　前記電子機器上に表示するコンテンツの種類を前記電子機器に決定させ、
　前記コンテンツの種類と、前記第１および第２のディスプレイ要素のそれぞれの前記少
なくとも１つの異なる表示特性とに少なくとも部分的に基づいて、前記コンテンツの少な
くとも一部を前記第１および第２のディスプレイ要素のうちの決定された一方上に、前記
電子機器に表示させ、
　前記電子機器のユーザーからの入力に応答して、前記コンテンツの少なくとも一部を前
記第１および第２のディスプレイ要素のうちの他方上に、前記電子機器に表示させ、
　前記第１のディスプレイ要素は、実質的に動的なコンテンツを少なくとも部分的に表示
するように構成されており、前記第２のディスプレイ要素は、実質的に静的なコンテンツ
を少なくとも部分的に表示するように構成されており、
　前記第１および第２のディスプレイ要素のそれぞれは、少なくとも部分的にタッチセン
サー式であり、
　前記電子機器のケーシングの少なくとも一部はタッチセンサー式要素を含み、前記入力
は、前記第１のディスプレイ要素から前記ケーシングを介して前記第２のディスプレイ要
素に、前記コンテンツの少なくとも一部をドラッグする、前記ケーシング上で検知される
タッチジェスチャーを含む電子機器。
【請求項１３】
　前記第１および第２のディスプレイ要素のそれぞれは、接触をベースとする入力を提供
しており、
　前記ユーザーからの入力は、最小期間の間または少なくとも最小量の圧力でのうちの少
なくとも１つによる、前記第１および第２のディスプレイ要素のうちの一方との前記ユー
ザーからの接触に対応している、請求項１２に記載の電子機器。
【請求項１４】
　前記第１および第２のディスプレイ要素以外の前記電子機器の少なくとも一部が接触を
ベースとする入力を提供しており、
　前記ユーザーからの入力は、接触をベースとする入力を提供する、前記電子機器の前記
一部を渡る、前記第１および第２のディスプレイ要素のうちの一方から前記第１および第
２のディスプレイ要素のうちの他方への、前記コンテンツの少なくとも一部のユーザード
ラッグに対応している、請求項１２に記載の電子機器。
【請求項１５】
　前記第１のディスプレイ要素は、前記第２のディスプレイ要素よりも速いリフレッシュ
レートを有する、請求項１２に記載の電子機器。
【請求項１６】
　命令を含む非一過性のコンピュータ読取り可能記憶媒体であって、
　電子機器が第１および第２のディスプレイ要素を前記電子機器の相対する側に含み、前
記第１および第２のディスプレイ要素はそれぞれ少なくとも１つの異なる表示特性を有し
ており、
　前記命令は、プロセッサによって実行されたときに、
　前記電子機器上に表示するコンテンツの種類を前記プロセッサに決定させ、
　前記コンテンツの種類と、前記第１および第２のディスプレイ要素のそれぞれの前記少
なくとも１つの異なる表示特性とに少なくとも部分的に基づいて、前記コンテンツの少な
くとも一部を前記第１および第２のディスプレイ要素のうちの決定された一方上に、前記
プロセッサに表示させ、
　前記電子機器のユーザーからの入力に応答して、前記コンテンツの少なくとも一部を前
記第１および第２のディスプレイ要素のうちの他方上に、前記プロセッサに表示させ、
　前記第１のディスプレイ要素は、実質的に動的なコンテンツを少なくとも部分的に表示
するように構成されており、前記第２のディスプレイ要素は、実質的に静的なコンテンツ
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を少なくとも部分的に表示するように構成されており、
　前記第１および第２のディスプレイ要素のそれぞれは、少なくとも部分的にタッチセン
サー式であり、
　前記電子機器のケーシングの少なくとも一部はタッチセンサー式要素を含み、前記入力
は、前記第１のディスプレイ要素から前記ケーシングを介して前記第２のディスプレイ要
素に、前記コンテンツの少なくとも一部をドラッグする、前記ケーシング上で検知される
タッチジェスチャーを含む非一過性のコンピュータ読取り可能記憶媒体。
【請求項１７】
　前記第１および第２のディスプレイ要素のそれぞれは、接触をベースとする入力を提供
しており、
　前記ユーザーからの入力は、最小期間の間または少なくとも最小量の圧力でのうちの少
なくとも１つによる、前記第１および第２のディスプレイ要素のうちの一方との前記ユー
ザーからの接触に対応している、請求項１６に記載の非一過性のコンピュータ読取り可能
記憶媒体。
【請求項１８】
　前記第１および第２のディスプレイ要素以外の前記電子機器の少なくとも一部が接触を
ベースとする入力を提供しており、
　前記ユーザーからの入力は、接触をベースとする入力を提供する、前記電子機器の前記
一部を渡る、前記第１および第２のディスプレイ要素のうちの一方から前記第１および第
２のディスプレイ要素のうちの他方への、前記コンテンツの少なくとも一部のユーザード
ラッグに対応している、請求項１６に記載の非一過性のコンピュータ読取り可能記憶媒体
。
【発明の詳細な説明】
【背景技術】
【０００１】
　人々はますます多くの数と種類のタスクに対して、電子機器、とりわけ携帯可能な電子
機器を活用している。ユーザーが、その種のいくつかある機器の中でも、パーソナル・メ
ディア・プレイヤー、ノートブックコンピュータ、携帯電話、電子ブックリーダーを所有
することは珍しくない。さらに、機器が強化機能を提供するにつれて、これらの機器に対
する需要は増加する。例えば、タブレットコンピュータまたは携帯ゲームプラットフォー
ムは、上記の機器により実行されるタスクの全部ではないにしても、ほとんどを実行する
かもしれない。
【０００２】
　しかし、多くの事例において、これらの機器の多くでは、物理的な限界のために、これ
らのタスクを同時に実行することが不可能になっており、しかも／またはこの種の機器に
より提供できる機能は制限されている。例えば、従来の携帯電話は、ユーザーにとって依
然、判読可能および／または有用となる状態で、任意の所定時間で提供できる情報量に限
りのある、単一の小型画面を有していることが典型である。さらに、これらの機器の多く
は、実行中のアプリケーションに関係なく、著しい量の電力を必要とする可能性のある、
明るいフルカラー画面、または電力の消費量は少ないが、適切な動画再生またはビデオチ
ャットなどの機能は使用できない、低リフレッシュレートの画面を活用している。
【図面の簡単な説明】
【０００３】
　以下では、本開示に従う様々な実施形態を、次の図面を参照しながら記述していく。
【図１】様々な実施形態に従って使用することのできる、例示的な電子機器の前面図およ
び背面図である；
【図２】様々な実施形態に従って使用することのできる、例示的な電子機器の例示的なコ
ンポーネントを示す図である；
【図３（ａ）】様々な実施形態に従って使用することのできる、動的および静的なディス
プレイ要素を有する機器を使用して、買い物かごにアイテムを追加する例示的なアプロー
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チを示す図である；
【図３（ｂ）】様々な実施形態に従って使用することのできる、動的および静的なディス
プレイ要素を有する機器を使用して、買い物かごにアイテムを追加する例示的なアプロー
チを示す図である；
【図３（ｃ）】様々な実施形態に従って使用することのできる、動的および静的なディス
プレイ要素を有する機器を使用して、買い物かごにアイテムを追加する例示的なアプロー
チを示す図である；
【図４（ａ）】様々な実施形態に従って使用することのできる、表示のためのアイテムを
選択する例示的なアプローチを示す図である；
【図４（ｂ）】様々な実施形態に従って使用することのできる、表示のためのアイテムを
選択する例示的なアプローチを示す図である；
【図４（ｃ）】様々な実施形態に従って使用することのできる、表示のためのアイテムを
選択する例示的なアプローチを示す図である；
【図４（ｄ）】様々な実施形態に従って使用することのできる、表示のためのアイテムを
選択する例示的なアプローチを示す図である；
【図５（ａ）】様々な実施形態に従って使用することのできる、中継点を入力する例示的
なアプローチを示す図である；
【図５（ｂ）】様々な実施形態に従って使用することのできる、中継点を入力する例示的
なアプローチを示す図である；
【図５（ｃ）】様々な実施形態に従って使用することのできる、中継点を入力する例示的
なアプローチを示す図である；
【図６】様々な実施形態に従って使用することのできる、機器のディスプレイ要素の間で
コンテンツを配置および移動するための例示的なプロセスを示す図である；および
【図７】様々な実施形態を実現することのできる環境を示す図である。
【発明を実施するための形態】
【０００４】
　本開示の様々な実施形態に従うシステムおよび方法は、電子機器上にコンテンツを表示
するための従来のアプローチにおける上述およびその他の欠陥の１つまたはそれ以上を克
服する。とりわけ、様々な実施形態は、異なる表示特性を持つ、少なくとも２つの異なる
ディスプレイ要素を提供し、消費電力の削減や視認性の向上などの目的に適するように、
これらの要素上にコンテンツを選択的に表示することを可能にする。さらに、これらのデ
ィスプレイ要素の１つまたはそれ以上はタッチセンサー性を提供できるようにすることで
、ディスプレイ要素の１つまたはそれ以上と接触することによるユーザーの入力を可能に
し、追加の種類の対話を可能にしている。
【０００５】
　様々な実施形態において、電子機器には、液晶ディスプレイ（ＬＣＤ）または有機発光
ダイオード（ＯＬＥＤ）ディスプレイ画面などの比較的動的なディスプレイ要素、および
電子ペーパーディスプレイ（ＥＰＤ）または電子インク（ｅインク）画面などの比較的静
的なディスプレイ要素が含まれる。比較的動的なディスプレイ要素は、少なくとも一部の
実施形態において、著しく高いリフレッシュレート、ならびに他の異なる機能を有するこ
とができ、高解像度動画などのコンテンツを動的ディスプレイで提供することを可能にし
ている。他方、比較的静的な要素は、リフレッシュレートが遥かに低く（例えば、約数ヘ
ルツ）、本のページまたは地図など、それほど頻繁には変化しないコンテンツを表示する
のにより適しているかもしれない。静的ディスプレイは消費電力を遥かに低く抑えること
ができるため、機器は静的ディスプレイを使用することで、特定の種類のコンテンツを有
利に表示することができる。さらに、各種のディスプレイは、現在の照明条件に基づいて
変化するかもしれない、種々の状況でコンテンツを見るのに便利になり得、ユーザーは、
コンテンツをある時には一方のディスプレイ画面で、別の時には別のディスプレイ画面で
便利に表示させるよう仕向けることができる。
【０００６】
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　少なくともいくつかの実施形態において、ディスプレイ画面の少なくとも１つはタッチ
入力または接点入力を提供することができる。いくつかの実施形態において、どちらのデ
ィスプレイ画面も、さらに場合によっては機器の他の部分も、タッチ入力に対応すること
ができる。ユーザーはタッチ入力を活用することで、コンテンツが複数あるディスプレイ
画面の間でシフトするように仕向けることができる。１つの実施形態において、ユーザー
は少なくとも一定量の圧力を画面の１つに表示されたアイテムの位置に加えて、そのアイ
テムを他方の側へと「プッシュ」するように見せることができ、これにより、そのアイテ
ムを他方のディスプレイ画面に表示させることができる。機器のある側面もタッチセンサ
ー式になっている別の実施形態では、ユーザーはアイテムを機器のエッジ周辺に、現在の
画面から外れるようにドラッグして、他方の画面にドロップすることができる。様々な他
のアプローチならびに本明細書中の他の箇所で論じるアプローチも利用することができる
。
【０００７】
　異なる時期または異なる条件下で、動的、静的またはその他のディスプレイ要素上に、
特定の種類の情報が表示されるように仕向ける、機器に対する様々な操作モードが存在し
得、それらのモードはユーザーによって設定可能であることもあり得る。例えば、直射日
光下では、機器はｅインクディスプレイ上に情報が表示されるようにし、周辺光が検知さ
れなければ、情報はＬＣＤ画面に表示されるようにすることもあるかもしれない。あるい
は、機器は少なくとも１つのカメラを活用して、機器のどちらの側がユーザーに面してい
るのかを判定し、機器のその側にあるディスプレイを起動して、コンテンツを伝えること
もあるかもしれない。機器の現在の向きがさほど重要にならないように、機器のエッジに
通知を表示することもあるかもしれない。
【０００８】
　以下では、様々な他のアプリケーション、プロセスおよび用途が、様々な実施形態に関
連して提示される。
【０００９】
　図１は、様々な実施形態に従って使用することができる、例示的な電子ユーザー機器１
００のそれぞれ前面図と背面図を示している。携帯可能なコンピュータ機器（例えば、電
子ブックリーダーまたはタブレットコンピュータ）を示してあるが、入力を受信して処理
することが可能、または少なくとも通信および／もしくは充電が可能な電子機器であれば
いずれも、ここで論じる様々な実施形態に従って使用することができ、ここでの機器には
、例えば、デスクトップコンピュータ、ノートブックコンピュータ、携帯情報端末、スマ
ートフォン、ビデオゲームコンソール、ＴＶセットトップボックス、およびポータブルメ
ディアプレイヤーが含まれることが理解されるべきである。この例では、ユーザー機器１
００は、ここで「前面」側と呼ばれる（ただし、特定の機器またはアプリケーションでは
、この側が「背面」側として動作する可能性もある）側に第１のディスプレイ画面１０２
を有する。「前面」および「背面」という用語は、全く方向を指さずに、単に機器の相対
する複数の側面を指している場合もある。この例では、第１のディスプレイ画面１０２は
、通常の操作では、第１のディスプレイ画面に直面しているユーザー（例えば、コンピュ
ータ機器のうち、第１のディスプレイ画面と同じ側にいる）に対して情報を表示する。こ
の例における第１のディスプレイ画面は、動画コンテンツなどの情報を表示することが可
能な、任意の適切な要素とすることができ、ハイカラー、ハイリフレッシュ液晶ディスプ
レイ（ＬＣＤ）またはその種の他の要素を含み得る。この例では、第１のディスプレイ要
素１０２はタッチスクリーンであり、ユーザーが第１のディスプレイ画面の少なくとも一
部に圧力を加えるか、または少なくとも接触することで、情報を入力できるようになって
いる。いくつかの実施形態に従って、このようなディスプレイで利用することができる多
くのタッチスクリーンが当分野で公知であるため、ここで詳しく記述することはしない。
【００１０】
　この例におけるユーザー機器１００は、さらに、ここで「背面」側と呼ばれる側に第２
のディスプレイ画面１１２も有する。ただし、上述した通り、このような指定は便宜上の
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ものになり得、第１および第２の要素の方向性または相対的な重要性を意味しないことも
ある。第２のディスプレイ画面１０２は、通常操作では第１のディスプレイ画面に直面し
ているユーザーから離れた位置（例えばコンピュータ機器で、第２のディスプレイ画面と
は反対の側）に情報を表示することができる。この例における第２のディスプレイ画面は
、より低いリフレッシュレート、より低い色、より低い解像度または異なる表示種類の結
果として、必要電力が大幅に低い情報を表示することが可能な、任意の適切な要素とする
ことができる。この例において、第２のディスプレイ要素１１２は、表示するコンテンツ
（例えば、本のページ）が頻繁には更新されない電子ブックリーダーで活用される可能性
のある電子インク（ｅインク）または電子ペーパーディスプレイ（ＥＰＤ）の要素である
。当業では公知の通り、このような要素は、典型的には、ディスプレイ状態を変更すると
きにだけ電力を必要とするため、消費電力を第１のディスプレイ要素１０２よりも遥かに
低くすることができる。
【００１１】
　さらに、第２のディスプレイ要素もタッチセンサー式とすることができる。例えば、第
２のディスプレイ要素は、補間フォースセンサー式抵抗（ＩＦＳＲ）要素など、タッチセ
ンサー式要素に重ね合わせる透明なｅインク要素を含むことができる。従来の容量センサ
ーと異なり、ＩＦＳＲ要素は、その要素に接触する任意のオブジェクト、ならびにそのオ
ブジェクトまたは任意の他のオブジェクトによりタッチ要素上のすべてのポイントに適用
される圧力の量を検知することができる。いくつかの実施形態において、第２のディスプ
レイ要素は、容量式と抵抗膜式タッチ入力の両方を可能にすることができる。第２のディ
スプレイ要素は多色、２色（例えば、黒と白）、またはグレースケールとすることができ
、解像度は第１のディスプレイ要素よりも低い、同様、または高いものとすることができ
る。さらに、第２のディスプレイ画面は、第１のディスプレイ画面よりも低い、同様また
は高いリフレッシュレートを有することもできる。ただし多くの実施形態において、第１
のディスプレイ要素が動画コンテンツを表示することが可能な、より高速のリフレッシュ
レートを有するフルカラーディスプレイであるのに対し、第２のディスプレイ画面は、リ
フレッシュレートがより低く、消費電力がより低い、電子インクディスプレイである。電
子ブックリーダーなど、少なくともいくつかの実施形態では、第２のディスプレイ要素が
１次ディスプレイとして機能することがあり、タブレットコンピュータなど、その他の実
施形態では、第１のディスプレイ画面が１次ディスプレイとして機能することがある。様
々な他のオプションも、本明細書中の他の箇所で論じるものと並んで存在する。さらに、
本明細書中の他の箇所で論じるように、ＩＦＳＲも１次ディスプレイ画面または機器の他
の部分で使用することができる。
【００１２】
　例示的なコンピュータ機器１００は、機器に配置された少なくとも１つの前面画像取込
み要素１０４および少なくとも１つの背面画像取込み要素１１４などの、多数の他の入力
機構を有することができるため、ユーザー機器１００は十分なレンズおよび／または光学
系があれば、コンピュータ機器の周囲のほぼどの方向にある画像情報でも取り込むことが
できる。例示的なユーザー機器１００はさらに、機器のユーザーが話す言葉など、オーデ
ィオデータを取り込むことも可能な、少なくとも１つのマイクロフォン１０６またはその
他のオーディオ取込み機器を含むこともできる。
【００１３】
　例示的なユーザー機器１００は、さらに、少なくとも１つの位置および／または向き判
定要素１０８を含む。このような要素は、例えば、ユーザー機器１００の向きおよび／ま
たは向きの変化を検知するように操作可能な加速度計またはジャイロスコープを含むこと
もできる。向き判定要素は、電子またはデジタルコンパスを含むことができ、これは機器
が指している（例えば、主軸またはその他の同様の様態に関して）と判定される方向（例
えば、北または南）を表すことができる。位置判定要素は、さらに、コンピュータ機器の
位置の相対座標を判定するために操作可能な全地球測位システム（ＧＰＳ）または同様の
位置判定要素を含むまたは備えることができる。様々な実施形態は、任意の適切な組合せ



(8) JP 5805794 B2 2015.11.10

10

20

30

40

50

でそのような１つまたは複数の要素を含むことができる。理解されるべきである通り、相
対位置および／または向きを判定するために使われるアルゴリズムまたは機構は、少なく
とも部分的には、機器に対して用意されている要素の選択に依存することができる。
【００１４】
　図２は、図１に関連して記述されたユーザー機器１００などの、例示的コンピュータ機
器２００の一般的な構成要素のセットの論理的配列を示している。この例では、機器はメ
モリ装置または要素２０４に格納することの可能な命令を実行するための少なくとも１つ
のプロセッサ２０２を含む。当業者には明白である通り、機器はプロセッサ２０２による
実行のためのプログラム命令の第１のデータ記憶装置など、多くの種類のメモリ、データ
記憶装置または非一過性コンピュータ読取り可能記憶媒体、画像またはデータ用の別個の
記憶装置、他の機器と情報を共有するための着脱式メモリなどを含むことができる。この
例における機器は、ここで「動的」ディスプレイ要素２０６と呼ぶ、少なくとも１つの第
１のディスプレイ要素とここで「静的」ディスプレイ要素２０８と呼ぶ、少なくとも１つ
の第２のディスプレイ要素とを含む。「静的」および「動的」という用語は、字義通りに
解釈されることを意図しておらず、各種のディスプレイに対して適切となり得るコンテン
ツおよび／または用途の相対的な種類を大雑把に指す。例えば、ＬＣＤ画面など、相対的
に「動的」なディスプレイ要素は、許容可能な性能特性で、動画コンテンツまたはほぼリ
アルタイムの対話型コンテンツを表示することが可能であるかもしれないのに対し、電子
ペーパーディスプレイなど、相対的に「静的」なディスプレイ要素は地図または電子ブッ
クの現在ページなど、それほど頻繁には変化しないコンテンツを表示することにより適し
ているかもしれない。静的ディスプレイ画面のコンテンツが時間とともに変化することも
、動的ディスプレイ画面でコンテンツが少なくとも一定期間、変化しないこともあり得る
ことを理解されるべきである。さらに、少なくともいくつかの実施形態において、第１と
第２のディスプレイ画面の各々が、類似機能を備えた、類似した種類のコンテンツを表示
することが可能で、一方が他方よりも必ずしも静的または動的とは限らないこともあり得
る。
【００１５】
　この例示的な機器２００における第１および第２のディスプレイ画面の各々は、少なく
とも部分的にタッチセンサー式とすることができ、画面（または画面と接触するタッチセ
ンサー式層）との接触を通じた入力を可能にする。少なくともいくつかの実施形態におい
て、ケーシング２１０の少なくとも一部またはディスプレイ画面以外の表面もまた、タッ
チセンサー式とすることができる。例えば、機器の外側のエッジまたはフレームは、少な
くとも部分的には、タッチ入力を受信することが可能であり得る。ＩＦＳＲまたは同様の
材料を機器の周囲に配置し、任意の適切な表面または部分がタッチ入力を提供するように
することもできる。少なくともいくつかの実施形態において、少なくとも１つのタッチセ
ンサー式経路が、機器の相対する側にある第１と第２のディスプレイ画面との間に存在す
る。
【００１６】
　論じられたように、多くの実施形態における機器は、機器の近くにあるオブジェクトを
撮像することができるカメラまたは赤外線センサーなどの少なくとも１つの画像取込み要
素２０８を含む。画像取込みは、単一の画像、複数の画像、定期的な撮像、連続的な画像
取込み、画像ストリーミングなどを使って、実行することが可能であることを理解される
べきである。さらに、機器はユーザー、アプリケーションまたは他の機器からのコマンド
の受信時などに、画像取込みを開始および／または停止する機能を含むこともできる。機
器は、さらに、上述したような加速度計、ジャイロスコープ、電子コンパス、またはＧＰ
Ｓ機器などの１つまたは複数の向きおよび／または位置判定要素２１２を含むこともでき
る。これらの要素は、プロセッサに位置決めおよび／または方向データを提供するために
、プロセッサと通信することもできる。
【００１７】
　いくつかの実施形態において、図２のコンピュータ機器２００は、ユーザー機器が、充
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電器またはドッキング・ステーションなど、他の機器またはコンポーネントと通信できる
ように、１つまたは複数のサイドバンドまたは他の同様の通信要素（図示されていない）
、例えば、Ｗｉ－Ｆｉ、Ｂｌｕｅｔｏｏｔｈ（登録商標）、ＲＦもしくは他の無線通信シ
ステムなどを含むことができる。いくつかの実施形態において、機器はユーザーからの通
常入力を受信することが可能な、少なくとも１つの追加入力機器を含むことができる。こ
の通常入力には、ユーザーが機器に命令を入力するために使うことができる、例えば、押
しボタン、タッチパッド、タッチスクリーン、ホイール、ジョイスティック、キーボード
、マウス、キーパッドまたは他の同様の機器または要素を含むことができる。しかし、い
くつかの実施形態において、このような機器はボタンを全く含まないことや、ユーザーが
機器と接触する手間をかけずに、機器を制御することができるよう、ビジュアルとオーデ
ィオによるコマンドの組合せを使ってのみ制御されることもあり得る。例示的な機器２０
０は、さらに、電池２１８またはその他の適切な電源を含む。電源は、例えば、少なくと
も１つの充電可能な電池を含むことも、太陽電池またはその他の同様の要素など、他の要
素を含むこともできる。
【００１８】
　図１および２に関係して記述された機器などは、消費電力の低減や機能の向上など、従
来のコンピュータ機器に比べて、いくつもの利点を提供することができる。例えば、図３
（ａ）～３（ｃ）の例示的な状況３００を検討してみよう。この例では、コンピュータ機
器は一方の側に動的ディスプレイ要素３０２を、その反対側に静的ディスプレイ要素３０
４を有している。ただし、様々な実施形態の範囲内で、様々な他の配置も利用され得る。
図３（ａ）に示すように、ユーザーは動的ディスプレイ要素３０２を使って、電子マーケ
ットプレイスを通じて消費（例えば、購入、レンタルまたはダウンロード）のために提供
されるアイテムなどを求めて、コンテンツ３０６をナビゲートおよび検索することができ
る。この例では、結果のページをスクロールまたはめくる必要があるので、ユーザーは動
的ディスプレイ要素を使ってナビゲートを行っており、これはより高いリフレッシュレー
トを必要とする可能性がある。しかし、静的ディスプレイ３０４は、ユーザーの買い物か
ごにどのアイテムが追加されたかなどの情報を表示する目的に使用される可能性がある。
典型的には、ユーザーの買い物かごの中にあるアイテムの数または選択は、それほど頻繁
には変化しないので、この情報を表示するのにはより低いリフレッシュレート要素で十分
かもしれない。さらに、電子ペーパーディスプレイなどの要素は、基本的に、ディスプレ
イを更新するときのみに電力を引き出すので、買い物かごの情報はごくわずかな余分な消
費電力で表示することができる。ユーザーは別のページにナビゲートするまたは別の同様
の操作を実行する手間をかけずに、アイテムを比較するまたは現在、かごの中にあるアイ
テムを確認するなどの目的で、買い物かごに素早くアクセスしたいと思うこともあるため
、このようなアプローチは有利になり得る。さらに、ユーザーは現在の結果と買い物かご
を同時に表示させることも可能な方が便利と感じるかもしれないが、これは表示に使える
エリアが限られた、フォームファクターが小さい機器では困難になり得る。
【００１９】
　従来のアプローチの多くにおいて、ユーザーは「買い物かごに追加」または同様の要素
を選択することにより、買い物かごにアイテムを追加することを選ぶかもしれない。しか
し、図３（ｂ）に示されているように、ユーザーは圧力センサー式ディスプレイを活用し
て、アイテムを反対側まで「通過」するように効果的に「プッシュ」することができる。
見て分かるように、ユーザーの手３０８は、買い物かごに追加するアイテムの画像を指が
プッシュするように操作される。インターフェースは、ユーザーが十分な圧力をかけてお
よび／または十分な時間、アイテムの画像を押すと、そのアイテムが機器を「通過する」
ように見え、買い物かごにアイテム３１０として反対側に現れるようにすることができる
。同様に、買い物かごからアイテムを削除するために、買い物かごの中にあるそのアイテ
ムをプッシュすることもできる。そのアイテムが実際に再び動的側に表示されるかどうか
に関わらず、これはそのアイテムを電子マーケットプレイスにプッシュして戻すように見
せることができる。図３（ｃ）で示したように、検索結果３１２は、そのアイテムが反対
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側へとプッシュされるか、または買い物かごに追加されると、更新され得る。
【００２０】
　もう１つの例では、ユーザーは機器の動的ディスプレイ要素上で映画などのコンテンツ
を見ることもあり得る。映画のあるシーンの間、例えば、静的ディスプレイ要素はそのシ
ーンに関する様々な種類の情報を表示することができる。静的ディスプレイはストーリー
ボード情報、スクリプト情報、そのシーンの俳優に関する情報、および／または次のシー
ンまで変化しないでよい、その他の様々な種類の情報を提供することができる。いくつか
の実施形態において、ユーザーはその映画の中の何かに関して補足情報を入手するために
、映画の途中で動的画面にタッチすることができる。例えば、ユーザーは俳優を押すこと
で、もう一方のディスプレイでその俳優に関する情報を入手することができるかもしれな
い。ユーザーは、さらに、その映画の中のアイテムを押すことで、そのアイテムに関する
情報を入手し、静的ディスプレイとの対話を通じて、そのアイテムを購入することも潜在
的に可能である。
【００２１】
　したがって、ユーザーはディスプレイ要素のタッチおよび／または圧力センサー機能を
活用して、アイテムを機器の反対側へと通過させるように「プッシュ」することにより、
要素から要素へとコンテンツを前後に移動させることができる。しかし、様々な実施形態
に従って、他のアプローチも利用することができる。例えば、図４（ａ）の状況４００は
、コンピュータ機器の動的要素４０２上に表示される画像の配置を示している。この例で
は、ユーザーは、例えば、動的ディスプレイと対話しながら、機器の反対側上の静的要素
を「スキン」、すなわち、機器の「背」面に表示される画像として使うかもしれない。こ
の例では，ユーザーの手４０６は、ここでも、静的ディスプレイ要素へと移動させる、選
択した画像４０４をタッチするように操作されている。
【００２２】
　しかし、画像を機器を通過するように「プッシュ」する代わりに、ユーザーは機器の別
の表面に配置された少なくとも１つのタッチセンサー式要素を活用することができる。例
えば、図４（ｂ）では、ユーザーが選択した画像４０４を動的ディスプレイ要素上でドラ
ッグするための動作を、ユーザーの指で作り出せることが分かる。この例における機器の
ケーシング４１０は、タッチセンサー式材料を含んでいるため、ユーザーは画面から外れ
てケーシングに移るように画像をドラッグし続けることができる。しかし、機器に、さら
に、ケーシング上にディスプレイ機能がある場合を除き、画像はディスプレイ要素から外
れた位置に表示されないことも理解されるべきである。機器の上面図または側面図を示し
ている図４（ｃ）に示されているように、ユーザーは選択した画像４０４を静的ディスプ
レイ画面へと移動するために、ユーザーの指を機器の側面の回りを這うように移動させ続
けて、静的要素へと移すことができる。いくつかの実施形態では、ユーザーは、ユーザー
の指を第１の画面から外してケーシングへと移動させるだけで、機器に対して、画像を他
方の側に移動させると伝えるのに十分であるかもしれないため、指を機器の回りをぐるり
とドラッグして、もう一方の画面に移す必要はないかもしれない。図４（ｄ）に示されて
いるように、選択した画像は静的ディスプレイ画面４１２に表示できるようになる。いく
つかの実施形態において、画像は静的画面の相対サイズおよび解像度、その画像を使用し
ているアプリケーションなどの要因に基づいて、操作または変換されることもあり得る。
この例では、画像の初期セットに表示されていたであろうものよりも、より高い解像度の
画像がスキンとして表示され、画像は電子インクディスプレイなどに合わせて最適化され
るように変換されることもあり得る。
【００２３】
　上で言及されたように、静的ディスプレイ要素は、また、機器に入力を提供する目的に
も利用することができ、動的画面に表示された情報の更新を引き起こすこともあり得る。
例えば、図５（ａ）～５（ｃ）は、本明細書で論じたような静的および動的ディスプレイ
画面を備えた機器で利用することのできるナビゲーションアプリケーションのためのディ
スプレイを示している。例えば、図５（ａ）に示した状況５００では、ユーザーは開始地
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点５０８（例えば、職場）から目的地５１０（例えば、自宅）までのルートを選択した。
動的ディスプレイ５０２は、ユーザーが移動するにつれて、リアルタイムでナビゲーショ
ン方向を更新し、指示５０６やその他の関連情報を提供することができる。静的ディスプ
レイ５０４は、開始地点から目的地までのルートを示す地図など、頻繁には変更しない情
報を代わりに表示することもあり得る。いくつかの実施形態では、表示される地図は移動
の間、変化しないかもしれない。一方、他の実施形態では、ユーザーの現在位置を示すマ
ーカー５１２は定期的に更新される他、ユーザーが選択した経路から逸脱した時または他
の同様の時点で更新されることもあり得る。その他のバリエーションも、様々な実施形態
の範囲内で可能である。
【００２４】
　いくつかのポイントにおいて、ユーザーは、中継点を追加したい時または交通状況など
に基づいて異なるルートを選択したい時などに、取るべきルートを調整する必要が生じる
かもしれない。図５（ｂ）に示されているように、ユーザーは、静的ディスプレイ要素上
に示される地図で位置５２０をタッチまたは押すことで、ナビゲーションの一定の様態を
変更することができる。いくつかの実施形態において、ユーザーはルート上のポイントを
ピックして、そのポイントを新しい位置にドラッグする。他の実施形態では、ユーザーは
圧力を加えて、その位置を他方の側に「プッシュ」し、ナビゲーションの方向がそのポイ
ントを考慮に入れるようにすることができる。図５（ｃ）に示したように、動的ディスプ
レイは、新しいポイントに基づいて更新されたナビゲーション指示５４０を提示し、静的
ディスプレイ５０４はそのポイントを含む新しいルート５４２を示す。様々な他のアプロ
ーチも、様々な実施形態の範囲内で利用することができる。
【００２５】
　静的ディスプレイを一次ディスプレイとして使うユーザーのもう１つの例において、ユ
ーザーは静的ディスプレイを使って電子ブックを見ることが考えられる。ユーザーはアク
ティブなディスプレイへと移動するように語または句をプッシュし、それにより、それら
の語または句に関する情報が動的ディスプレイに表示されるように仕向けることができる
。この情報としては、例えば、機器を通過するようにプッシュされた語の定義または検索
結果が挙げられる。いくつかの実施形態において、本のページは、リッチコンテンツを含
むことができるため、ユーザーは機器を通過するようにアイコンまたは記号をプッシュし
、これにより、動的ディスプレイで動画を再生させたり、画像を表示させたりすることが
できる。
【００２６】
　しかし、同一または類似のタスクを実行するのにその他の操作を使うことも可能である
ことが理解されるべきである。例えば、ユーザーは関心のある語にタッチするか、または
その他の方法で対話することで、その語を選択することができ、その後、（画像解析、慣
性センサーまたは本明細書中の他の箇所で論じられるその他のプロセスもしくはコンポー
ネントによって検知され得るように）異なるディスプレイ要素がユーザーに直面するよう
に、機器の向きを変更することができる。このような操作は、機器を通過するように１つ
または複数の語をプッシュすることと同様の結果を生み出すことができ、その語（１つま
たは複数）に対応する定義またはその他の内容を他方のディスプレイ要素に表示させるこ
とができる。様々な実施形態において、機器はいかなるタッチセンサー式材料も活用せず
、代わりにボタン、動作、方向の変化、または本明細書中の他の箇所で論じるまたは提案
した他のアプローチによる対話を有効にすることもあり得る。
【００２７】
　いくつかの実施形態において、機器は代わりに（または追加的に）他の種類の圧力セン
サー式入力を可能にすることもあり得る。例えば、機器のエッジ（または他の）領域の一
部では、ユーザーが機器上の適切な位置を「握る」ことにより、機器に入力することを可
能にすることができる。例えば、ユーザーは一方のディスプレイ要素から別のディスプレ
イ要素にコンテンツの表示を切り替えるために、機器の異なる側面に少なくとも最小量の
圧力を加えることができる。他の実施形態においては、ユーザーは検索結果一覧にある特
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定の結果に対応する位置など、特定のコンテンツに対応する位置を握ることで、他方のデ
ィスプレイ要素上でその結果を開くことができる。このような圧力に基づく入力の様々な
他の用途も、様々な実施形態に従って利用することができる。
【００２８】
　図６は、様々な実施形態に従って使用することができる、情報の選択および／または１
つのディスプレイ要素から別のディスプレイ要素への移動のための例示的なプロセス６０
０を示している。この例では、機器は現在の操作のモードを判定する６０２。例えば、機
器はテーブルの上に置かれていて、一方のディスプレイが上を向いていることも、あるい
は、一方のディスプレイがユーザーの方向を向いていて（これはユーザーを撮像する少な
くとも１つのカメラを使って判断され得る）、そのディスプレイがアクティブディスプレ
イに指定されることもあり得る。他の事例では、機器が直射日光を受ける状態にあり、ユ
ーザーはＬＣＤまたは同様の画面では情報が見難いため、電子インクディスプレイがアク
ティブディスプレイとして選択されるなどのように、輝度を基準にして、一方のディスプ
レイが他方よりも優先して選択されることもあり得る。さらに他の事例では、動画モード
（ＬＣＤがアクティブディスプレイに指定される原因となり得る）または電子ブックアプ
リケーション（電子インクディスプレイがアクティブディスプレイに指定される原因とな
り得る）など、ユーザーが実行しているアプリケーションによってモードが決定されるこ
ともあり得る。機器は、さらに、表示するコンテンツの種類を判定する６０４こともでき
、現在のモードおよび／またはコンテンツの種類に基づいて、アクティブディスプレイま
たは別のディスプレイにそのコンテンツを表示するかどうかを選択することができる６０
６。いくつかの実施形態において、コンテンツは２種類のディスプレイの間で適宜分割さ
れることもあり得る。例えば、ユーザーが（低い周囲光などが原因で）がＬＣＤディスプ
レイを使って電子ブックを読んでいる場合、背面の電子インクディスプレイはその本の表
紙を表示するかもしれない。ユーザーが外に行き、電子インクディスプレイを使って本を
読むために機器をひっくり返すと、ＬＣＤは表紙を連続的に表示するために必要となる電
力量が原因で、本の表紙を示さないかもしれない。他の実施形態では、ＬＣＤは、ユーザ
ーが機器を移動して、別の人が機器を見ていることが検知された時にだけ表紙を表示する
かもしれない。
【００２９】
　次に、ディスプレイ画面の１つに表示されるアイテムとの接触を検知することができる
６０８。接触が少なくとも最小圧力閾値を満足している場合６１０、そのアイテムが機器
を「通過するようにプッシュ」することで、機器の他方側にある画面にそのアイテムに関
する情報が表示されるようにすることができる。最小圧力閾値を満足していないが、機器
がタッチセンサー式材料を使っている機器のエッジの周囲にアイテムが「ドラッグ」され
ていると検知した場合６１４も、そのアイテムはやはり他方側の画面に移動されることが
できる。他のアプローチも、様々な実施形態の範囲内で利用可能であることが理解される
べきである。例えば、機器がエッジ部分などにタッチセンサー式材料を有していない場合
、ユーザーが機器のエッジの周囲にドラッグ動作を実行していると、カメラが検知する可
能性がある。他の実施形態において、ユーザーが機器を反転させるか、その他の方法で機
器の向きを調整する、オーディオコマンドを発行する、事前に決められたジェスチャーを
行う、またはその他の何らかの動作を実行した結果、コンテンツが一方のディスプレイ要
素から別のディスプレイ要素へと渡されるようにすることも可能である。アイテムが他方
のディスプレイに渡されるべきでない場合、機器は接触をそのアイテムに関係する適切な
入力または選択として扱うことができる６１６。例えば、ユーザーはある要素を他方のデ
ィスプレイにプッシュまたはドラッグする意図を持たずに、特定の用途のためにその要素
を選択する必要があることもある。
【００３０】
　論じられたように、機器に、本明細書で議論および提案したような、少なくとも２種類
のディスプレイを装備することの利点を活用することができるアプリケーションおよび用
途が数多く存在し得る。例えば、機器はカスタマイズ可能なスキンまたはその他の装飾的
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な背面もしくはケーシングを提供することができ、これは機器から電力を継続的に消耗す
ることはない。静的ディスプレイがマルチカラーディスプレイである場合および／または
ディスプレイが機器のエッジの少なくとも一部を包み込んでいる場合に、このようなアプ
ローチは特に興味深いものになり得る。ユーザーは時間の経過に伴って変化または回転し
、現在地または時刻などを反映するパターンを選択することができる。例えば、ユーザー
は職場または学校用の１つのスキンと自宅用の別のスキンを用意し、検知された場所、時
刻などに基づいて自動的に変化させることができる。
【００３１】
　ユーザーは、さらに、特定の種類のディスプレイの方が、特定の照明条件では読みやす
いという事実も活用することができる。例えば、電子ペーパーディスプレイは直射日光で
は読みやすいが、弱い照明または暗い環境では読みにくいかもしれない。代わりに、ＬＣ
ＤまたはＯＬＥＤディスプレイなどのディスプレイは、暗い環境では読みやすいが、グレ
ア、コントラストおよびその他の同様の問題により、直射日光下では読みにくいかもしれ
ない。少なくともいくつかの実施形態において、ユーザーはコンテンツをドラッグまたは
プッシュして、他方の画面へと移動させ、現在の照明条件で最も見やすい画面でコンテン
ツを見ることができる。いくつかの実施形態において、ユーザーが機器を反転して、伏せ
られていた他方の画面がユーザーに直面するようになった場合など、機器は自動的にディ
スプレイを調整することができる。このようなアプローチは、ユーザーが外に出る、照明
を消す、またはこの種の別の操作を実行するとき、機器を反転させて、機器の反対側に自
動的に情報を表示させることができるようにしている。機器の「反転」は、機器の任意の
適切なコンポーネント（１つまたは複数）を使って判定することができる。例えば、カメ
ラまたは他の撮像要素は、機器の現在のユーザーの相対位置を突き止めて、機器のどちら
の側がその時点でユーザーに直面しているかに基づいて、コンテンツの表示を調整しよう
と試みるかもしれない。他の実施形態では、加速度計、電子ジャイロスコープ、および／
または慣性センサーなどの１つまたは複数の要素を使って、機器の現在の向きおよび／ま
たは機器の向きの変化を判定することができる。いくつかの実施形態において、機器の比
較的素早いおよび／または大きな動作により、コンテンツを一方の画面から他方に移動さ
せることが可能であり、これはユーザーによって設定可能とすることもできる。
【００３２】
　いくつかの実施形態において、ライトセンサーを使って、周囲の環境光の量または他の
同様の要因により、現時点でコンテンツを表示する機器のディスプレイ要素を提案（また
は選択）することもできる。このような実施形態は電子ブックやウェブの閲覧などのアプ
リケーションに有用になり得るが、ユーザーが外で電話を受信し、誰が電話してきている
のかを確認できると便利な状況など、他のアプリケーションでも有用になり得る。携帯電
話が背面に電子インクディスプレイを有していれば、ユーザーは必要に応じて機器を回転
させることで、情報を見ることができる。
【００３３】
　さらに、ユーザーは特定のディスプレイが視認可能になるように、表面上にコンピュー
タ機器を置くように選択することができる。ユーザーは、比較的頻繁に変化しないカレン
ダーまたはスケジュール情報にアクセスしたい場合、例えば、電子インク側を上にして、
機器を机またはその他の表面に置き、消費電力をごくわずかに抑えながら、情報を継続的
に表示させることができる。これは低電力または「デスクモード」設定となり得る。ユー
ザーが機器と対話する必要がある場合またはより頻繁に変化する情報にアクセスしたい場
合、ユーザーは動的ディスプレイが上を向き、ユーザーに直面するように機器の向きを設
定することなどができる。いくつかの実施形態において、向き判定要素および近接センサ
ーなどの要素を使って、一般的にまたはユーザーを基準にして、機器の向きを検知するこ
とができ、例えば、機器の操作モードの選択、特定の表示モードの起動などにこれを利用
することができる。
【００３４】
　少なくともいくつかの実施形態において、ユーザーは機器を通過して、別のディスプレ
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イへとプッシュされたコンテンツをどこに配置するかを選択することができる。上で論じ
られたように、ユーザーは１つの画面に表示されたコンテンツのアイテムに圧力を加える
ことで、そのアイテムが機器の他方の側の画面に表示されるように仕向けることができる
。いくつかの実施形態において、ユーザーはカットまたはコピーコマンドとして作用する
のに十分だが、コンテンツが他方側にプッシュされるようになるほどは長くない期間、圧
力を加えるなどにより、「カット」または「コピー」操作として動作する入力を加えるこ
とができる。他の実施形態において、ユーザーは「プッシュ」コマンドではなく、カット
またはコピーコマンドを入力するために、より低い圧力を加えることもできる。すると、
ユーザーは他方側のディスプレイ上で、アイテムを貼り付けたい位置を「ポイント」する
ことが可能になる。少なくともいくつかの実施形態において、同様の入力（すなわち、同
様の圧力および／または持続期間を用いる）を使って、ペーストコマンドを入力すること
ができる。
【００３５】
　ユーザーは、さらに、電子インク画面で表示される情報を選択または構成し、主に他方
のディスプレイ要素（または機器の他の要素）と対話しながら、その情報が継続して利用
できるようにすることもできる。例えば、化学の宿題をしている場合、ユーザーは電子イ
ンク画面に周期表を表示させるようにするかもしれない。ユーザーが宿題をしている間、
画像は変化せず、したがって追加の電力は一切消耗しない。他の事例では、ユーザーは別
の用途に画面を活用している場合を除き、その日のスケジュールを電子インク画面に継続
的に示すように機器を設定することもできる。したがって、アート性のあるスキンの代わ
りに、ユーザーは電子インクディスプレイを効率的に活用して、そのディスプレイを他の
用途に活用していない時に有用な情報を提供することができる。いくつかの実施形態にお
いて、機器は現在の時点でユーザーまたは機器の活動または態様に関係する情報を表示す
ることができる。例えば、機器が歌を再生している場合、電子インクディスプレイはその
歌に対応するアルバムアートを表示するかもしれない。ユーザーが電子ブックを読んでい
る場合、機器は機器の背面にその電子ブックの「表紙」を表示するかもしれない。ユーザ
ーがビデオゲームをプレイしている場合、機器の背面はそのゲームに関係するボックスア
ートまたはその他のアートまたは情報を表示することもできる。
【００３６】
　ユーザーは、さらに、機器の１つまたは複数のディスプレイ要素が点滅、フラッシュ、
アニメーション化またはその他の調整を行って、一定の種類の通知または情報をユーザー
に提供するようにさせることもできる。例えば、機器の１つまたは複数のディスプレイ要
素は、着信電話または新しいメッセージがあると、フラッシュすることができる。機器の
外側のエッジ上にディスプレイ要素を有する利点は、伏せている、離れた方向を向いてい
るなどの側に関係なく、ユーザーが認識できるようにエッジがフラッシュできることにあ
る。いくつかの実施形態において、変化する要素は、ユーザーの判定された相対位置に基
づいて動的に決定され得、これは画像解析またはその他の検知アルゴリズムに基づかせる
ことも可能である。少なくともいくつかの実施形態において、機器の少なくとも１つの要
素はこのような通知の最中にアニメーションを再生する。このアニメーションには、オー
ディオ通知を付随させるか、オーディオ通知の代わりとして提示することができ、それは
ユーザーによって設定されるか、または機器の周囲に関する情報に基づいて決定され得る
。例えば、機器は、カレンダー情報に基づいて、ユーザーが会議に出席中である可能性が
高いと判断すると、オーディオ通知はなしにして、ビジュアル通知を提供するかもしれな
い。
【００３７】
　その他の様々な検知機構を利用して、コンピュータ機器の操作モードを調整することが
できる。論じられたように、ライトセンサーは、周囲光が所定の閾値を超えているとき、
ＬＣＤディスプレイの電力を切って、電子インクディスプレイを起動するように仕向ける
かもしれない。この代わりまたはこれに加えて、カメラまたは赤外線検知器はユーザーを
撮像し、ユーザーが目を細めているかどうかを判断しようとするかもしれない。もし目を
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細めていれば、機器は輝度を調整するか、異なる要素を起動するかに関わらず、ユーザー
が情報を見やすくなるモードを起動することができる。いくつかの事例においては、代わ
りに機器は情報を見る状況を改善するために、機器を回すようにユーザーに依頼し、ユー
ザーが機器の向きを調整すると、表示モードを切り替えることもあり得る。
【００３８】
　一方のディスプレイに頻繁に変化する情報またはコンテンツを表示し、それと並行して
頻繁には変化しない情報またはコンテンツを表示できる機能も、シングルプレイヤーゲー
ムまたはマルチプレイヤーゲームのどちらでも有利になり得る。例えば、シングルプレイ
ヤーゲームをプレイしているユーザーは、動的ディスプレイを一人称シューティングゲー
ムゲーム（ＦＰＳ）などのゲームをプレイするための主要な表示機構として活用し、静的
ディスプレイを地図または現在のインベントリなどの情報用に活用するかもしれない。他
の実施形態では、第１のユーザーは、ゲーム中、動的または静的画面を活用し、それに並
行して、１人または複数の他のユーザーが他方のディスプレイを活用することもあり得る
。例えば、２人のユーザーがそれぞれ一方の画面を使って、戦艦などのゲームをプレイす
ることができる。しかし、他の事例では、機器は静的画面を活用して、現在のユーザーが
推測しようとしている質問の回答など、プレイヤーのグループに情報を表示することもで
き、ユーザーは主画面を活用して、正確な回答を入力しよう試みることができる。本開示
に照らして明白であるはずである通り、様々な他の代替方法も活用することが可能である
。
【００３９】
　少なくともいくつかの実施形態において、機器はメタデータ、変換情報、またはディス
プレイ要素間で移動した情報またはコンテンツの代替バージョンなどの情報を維持するこ
ともあり得る。例えば、機器は、ＬＣＤディスプレイから電子インクディスプレイへと画
像を移動するとき、そのディスプレイに合わせて画像を最適化するために、画像を変換す
ることができる。いくつかの実施形態において、機器は元の画像のコピーを（少なくとも
一時的には）記憶し、他の実施形態においては、機器はその画像に対し完全な変換プロセ
スを再実行する手間をかけずに、速やかに元の画像に変換して戻せるように、情報を記憶
するかもしれない。いくつかの実施形態において、機器はフォントのアンチエイリアス処
理などのために、１つまたは複数のマッピングを維持して、適切なフォーマットの間で変
換と再変換ができるようにすることもできる。いくつかの画像変換では、情報および／ま
たは解像度の損失が起こることもあるので、状況によっては、元の画像のキャッシュコピ
ーを維持することが得策かもしれない。
【００４０】
　いくつかの実施形態において、機器は異なる種類のディスプレイ要素に類似したコンテ
ンツの２つの異なる表示を提供することができる。例えば、ユーザーは電子インクディス
プレイとＬＣＤディスプレイを備えた機器を使ってウェブサイトを閲覧するかもしれない
。機器は電子インクディスプレイには、ページのテキストのみのバージョンを表示し、Ｌ
ＣＤディスプレイには、そのページの完全バージョンを表示することがあり得る。このよ
うにすることで、ユーザーは全く画像がロードされるのを待つことも、広告またはバナー
などを避けてナビゲートする必要もなく、電子インクディスプレイを使ってテキスト情報
に速やかに目を通すことができる。ユーザーは、そのページの画像またはその他の情報を
見ることに関心がある場合、ＬＣＤディスプレイを見ることができる。他の実施形態にお
いて、広告を機器の背面に表示することができる。室内または近くにいる他の人々に読ま
れる可能性があるので、広告元は情報を依然として送り出すことができ、ユーザーは主画
面で受信する広告を減らすことができる。いくつかの実施形態において、近くの誰かがそ
の広告を見ているかをカメラが判定し、それに応じて広告を更新および／または情報を報
告することができる。
【００４１】
　論じられたように、記述した実施形態に従う様々な環境で異なるアプローチを実現する
ことができる。例えば、図７は様々な実施形態に従う様態を実現するための環境の例７０
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０を示している。理解されるであろう通り、ウェブを基盤とする環境が説明の目的のため
に使われているが、様々な実施形態を実現するために、適宜、異なる環境が使われてもよ
い。このシステムは電子クライアント機器７０２を含み、これは適切なネットワーク７０
４を介して要求、メッセージまたは情報を送受信し、機器のユーザーに情報を返送するた
めに動作可能な任意の適切な機器を含む。このようなクライアント機器の例としては、パ
ーソナルコンピュータ、携帯電話、携帯用メッセージング機器、ラップトップコンピュー
タ、セットトップボックス、携帯情報端末、電子ブックリーダーなどが挙げられる。ネッ
トワークは、本明細書中で論じられたように、充電器（図示されていない）などの機器と
通信することもできる。ネットワークは、イントラネット、インターネット、セルラーネ
ットワーク、ローカルエリアネットワークまたは任意のその他の同様のネットワークまた
はこれらの組合せを含め、任意の適切なネットワークを含むことができる。このようなシ
ステムのために使われるコンポーネントは、選択されたネットワークおよび／または環境
の種類に少なくとも部分的には依存することができる。このようなネットワークを介した
通信のためのプロトコルおよびコンポーネントはよく知られているので、本明細書中では
詳しく論じることはしない。ネットワークを介した通信は、有線または無線接続およびこ
れらの組合せを介して有効にされ得る。この例では、環境が要求を受信し、それに対する
応答としてコンテンツを提供するためのウェブサーバー７０６を含んでいるため、ネット
ワークはインターネットを含んでいるが、他のネットワークでは、当業者には明白である
だろう通り、同様の用途を果たす代替機器を使用することもできる。
【００４２】
　説明のための環境には、少なくとも１つのアプリケーションサーバー７０８およびデー
タストア７１０が含まれている。チェーン接続またはその他の構成にすることができ、適
切なデータストアからデータを入手するなどのタスクを実行するために対話することの可
能な複数のアプリケーションサーバー、層またはその他の要素、プロセスまたはコンポー
ネントが存在し得ることが理解されるべきである。本明細書中で用いられる場合、「デー
タストア」という用語は、データの格納、アクセスおよび検索を行うことが可能な任意の
機器または機器の組合せを指し、これには任意の標準、分散またはクラスター環境でのデ
ータサーバー、データベース、データ記憶装置およびデータ記憶媒体の任意の組合せおよ
び数を含むことができる。アプリケーションサーバーは、クライアント機器のために１つ
または複数のアプリケーションの態様を実行する必要に応じて、データストアと統合化し
、アプリケーションのために大多数のデータアクセスおよびビジネスロジックを処理する
ために、任意の適切なハードウェアおよびソフトウェアを含むことができる。アプリケー
ションサーバーは、データストアと連携して、アクセス制御サービスを提供し、ユーザー
に転送されるテキスト、グラフィック、オーディオおよび／または動画などのコンテンツ
を生成することができ、これらのコンテンツはこの例では、ＨＴＭＬ、ＸＭＬまたは別の
適切な構造化言語の形式でウェブサーバーによってユーザーに提供され得る。すべての要
求および応答の処理、ならびにクライアント機器７０２とアプリケーションサーバー７０
８との間でのコンテンツの配達は、ウェブサーバー７０６によって処理されることが可能
である。ここで論じた構造化コードは、本明細書中の他の箇所で論じた任意の適切な機器
またはホストマシンで実行することができるため、ウェブおよびアプリケーションサーバ
ーは必須ではなく、単に例示的なコンポーネントであることが理解されるべきである。
【００４３】
　データストア７１０は、特定の態様に関係するデータを格納するための複数の別々のデ
ータテーブル、データベースまたはその他のデータ記憶機構および媒体を含むことができ
る。例えば、図示したデータストアは、生産データ７１２およびユーザー情報７１６を格
納するための機構を含み、生産側のためのコンテンツを提供する目的に利用することがで
きる。データストアは、さらに、ログまたはセッションデータ７１４を格納するための機
構も含むように示されている。ページ画像情報やアクセス権情報など、データストアに格
納される必要がある可能性のある他の多くの態様も存在し得ることが理解されるべきであ
り、これらは適宜、上で挙げた機構のいずれかまたはデータストア７１０の中の追加機構
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に格納することができる。データストア７１０は、対応づけられたロジックを通じて操作
可能であり、アプリケーションサーバー７０８から命令を受信し、その命令への応答とし
てデータを入手、更新またはその他の処理を行う。１つの例では、ユーザーは特定の種類
のアイテムを求める検索要求を出すかもしれない。この場合、データストアはユーザー情
報にアクセスして、ユーザーの身元を確認することがあり得、その種類のアイテムに関す
る情報を得るために、カタログ詳細情報にアクセスすることができる。次に情報は、ユー
ザーがユーザー機器７０２のブラウザを通じて見ることのできるウェブページ上の結果一
覧中などの場所で、ユーザーに返されることができる。関心の対象となる特定のアイテム
についての情報は、ブラウザの専用ページまたはウィンドウで見ることができる。
【００４４】
　各サーバーは、典型的には、そのサーバーの全体的な管理および操作に対する実行可能
プログラム命令を提供するオペレーティングシステムを含み、典型的には、サーバーのプ
ロセッサによって実行されたときに、サーバーがその意図された機能を実行することを可
能にする命令を記憶したコンピュータ読取り可能媒体を含む。オペレーティングシステム
およびサーバーの一般機能のために適切な実現は、公知または市販されており、とりわけ
本開示に照らして、当業者によって容易に実現される。
【００４５】
　１つの実施形態における環境は、１つまたは複数のコンピュータネットワークまたは直
接接続を使って、通信リンクを介して相互接続されている複数のコンピューティングシス
テムおよびコンポーネントを活用する分散型コンピューティング環境である。しかし、こ
のようなシステムは、図７に示したよりも少ないまたは多いコンポーネントを有するシス
テムでも、等しく動作し得ることは、当業者には理解される。したがって、図７のシステ
ム７００の図解は、説明的なものであって、本開示の範囲を制限するものではないものと
して受け取られるべきである。
【００４６】
　上で論じられたように、多様な動作環境において、様々な実施形態を実現することが可
能であり、いくつかの事例では、数多くの中の任意のアプリケーションを動作させるため
に利用できる１つまたは複数のユーザーコンピュータ、コンピュータ機器または処理装置
を含むことができる。ユーザーまたはクライアント機器は、標準のオペレーティングシス
テムを実行するデスクトップまたはラップトップコンピュータなどの数多くの汎用パーソ
ナルコンピュータのいずれも、ならびにモバイルソフトウェアを実行し、数多くのネット
ワーキングおよびメッセージングプロトコルをサポートすることができるセルラー、無線
およびハンドヘルド機器を含むことができる。このようなシステムは、さらに、多様な市
販のオペレーティングシステムおよび開発やデータベース管理などの目的のための他の公
知のアプリケーションのいずれかを実行する数多くのワークステーションを含むこともで
きる。これらの機器は、ネットワークを介して通信することが可能なダミー端末、シンク
ライアント、ゲーミングシステムおよびその他の機器など、他の電子機器も含むことがで
きる。
【００４７】
　様々な態様は、さらに、サービス指向のアーキテクチャの要素になり得るように、少な
くとも１つのサービスまたはウェブサービスの一部として実現することもできる。ウェブ
サービスなどのサービスは、拡張可能なマークアップ言語（ＸＭＬ）フォーマットでメッ
セージを利用するなど、任意の適切な種類のメッセージングを使って通信し、ＳＯＡＰ（
「Ｓｉｍｐｌｅ　Ｏｂｊｅｃｔ　Ａｃｃｅｓｓ　Ｐｒｏｔｏｃｏｌ」）などの適切なプロ
トコルを使って交換することができる。このようなサービスによって提供または実行され
るプロセスは、Ｗｅｂ　Ｓｅｒｖｉｃｅｓ　Ｄｅｓｃｒｉｐｔｉｏｎ　Ｌａｎｇｕａｇｅ
（ＷＳＤＬ）などの任意の適切な言語で記述されることができる。ＷＳＤＬなどの言語を
使うと、様々なＳＯＡＰフレームワークでのクライアント側コードの自動生成などの機能
が可能になる。
【００４８】
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　ほとんどの実施形態は、ＴＣＰ／ＩＰ、ＯＳＩ、ＦＴＰ、ＵＰｎＰ、ＮＦＳ、ＣＩＦＳ
およびＡｐｐｌｅＴａｌｋなど、市販されている多様なプロトコルのいずれかを使って、
通信をサポートするために、当業者によく知られている、少なくとも１つのネットワーク
を活用する。ネットワークは、例えば、ローカルエリアネットワーク、広域ネットワーク
、バーチャル私設ネットワーク、インターネット、イントラネット、エクストラネット、
公衆交換電話網、赤外線ネットワーク、無線ネットワークおよびこれらの任意の組合せと
することができる。
【００４９】
　ウェブサーバーを活用する実施形態において、ウェブサーバーは、ＨＴＴＰサーバー、
ＦＴＰサーバー、ＣＧＩサーバー、データサーバー、Ｊａｖａサーバーおよびビジネスア
プリケーションサーバーを含め、多様なサーバーまたはミッドティアアプリケーションの
いずれかを実行することができる。サーバーは、さらに、Ｊａｖａ（登録商標）、Ｃ、Ｃ
＃、もしくはＣ＋＋などの任意のプログラミング言語、またはＰｅｒｌ、Ｐｙｔｈｏｎも
しくはＴＣＬなどの任意のスクリプト言語、ならびにこれらの組合せで記述された１つま
たは複数のスクリプトまたはプログラムとして実現され得る１つまたは複数のウェブアプ
リケーションを実行するなどにより、ユーザー機器からの要求に対する応答として、プロ
グラムまたはスクリプトを実行することが可能でもあり得る。サーバーは、さらに、Ｏｒ
ａｃｌｅ（登録商標）、Ｍｉｃｒｏｓｏｆｔ（登録商標）、Ｓｙｂａｓｅ（登録商標）お
よびＩＢＭ（登録商標）から市販されているものに限定されないが、これらを含め、デー
タベースサーバーを含むこともできる。
【００５０】
　環境は、上で論じたような多様なデータストアならびにその他のメモリおよび記憶媒体
を含むことができる。これらはコンピュータの１つ以上に対してローカルである（および
／または常駐している）またはネットワーク上のコンピュータのいずれかまたは全部から
リモートである記憶媒体上など、多様な位置に常駐することができる。特定の実施形態の
セットにおいて、この情報は当業者にはよく知られたストレージエリアネットワーク（「
ＳＡＮ」）に常駐することもできる。同様に、コンピュータ、サーバーまたは他のネット
ワーク機器に起因する機能を実行するために必要な任意のファイルも適宜、ローカルおよ
び／またはリモートに格納されることができる。システムがコンピュータ化した機器を含
む場合、そのような機器の各々は、バスを介して、電気的に連結し得るハードウェア要素
を含むことができ、この要素は、例えば、少なくとも１つの中央処理装置（ＣＰＵ）、少
なくとも１つの入力装置（例えば、マウス、キーボード、コントローラ、タッチスクリー
ンまたはキーパッド）および少なくとも１つの出力装置（例えば、ディスプレイ機器、プ
リンターまたはスピーカー）を含む。このようなシステムは、ディスクドライブ、光記憶
装置、ランダムアクセスメモリ（「ＲＡＭ」）または読取り専用メモリ（「ＲＯＭ］）な
どの固体記憶装置など、１つまたは複数の記憶装置、ならびに着脱式媒体装置、メモリカ
ード、フラッシュカードなどを含むことができる。
【００５１】
　このような機器は、さらに、上述されたように、コンピュータ読取り可能記憶媒体リー
ダー、通信装置（例えば、モデム、ネットワークカード（無線または有線）、赤外線通信
装置など）およびワーキングメモリを含むことができる。コンピュータ読取り可能記憶媒
体リーダーは、コンピュータ読取り可能記憶媒体と接続させるか、またはコンピュータ読
取り可能記憶媒体を受信するように構成されることができ、コンピュータ読取り可能情報
の一時的および／またはより永続的な含有、格納、送信および検索を行うための、リモー
ト、ローカル、固定および／または着脱式記憶装置ならびに記憶媒体を表す。システムお
よび様々な機器は、さらに、典型的には、オペレーティングシステムおよびクライアント
アプリケーションまたはウェブブラウザなどのアプリケーションプログラムを含め、少な
くとも１つのワーキングメモリ装置内に位置するソフトウェアアプリケーション、モジュ
ール、サービスまたはその他の多数の要素を含む。代替実施形態は、上述したものから、
無数のバリエーションを有し得ることが理解されるべきである。例えば、カスタマイズし
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たハードウェアが使用されることおよび／または特定の要素がハードウェア、ソフトウェ
ア（アプレットなどのポータブルソフトウェアも含む）または両方で実現されることもあ
り得る。さらに、ネットワーク入出力装置などの他のコンピュータ機器への接続も用いる
ことができる。
【００５２】
　コードまたはコードの一部を含有するための記憶媒体およびコンピュータ読取り可能媒
体は、所望の情報を格納するために使用することができ、システム装置によりアクセスす
ることができる、ＲＡＭ、ＲＯＭ、ＥＥＰＲＯＭ、フラッシュメモリもしくは他のメモリ
技術、ＣＤ－ＲＯＭ、デジタルバーサタイルディスク（ＤＶＤ）もしくは他の光学記憶装
置、磁気カセット、磁気テープ、磁気ディスク記憶装置もしくはその他の磁気記憶装置、
または任意のその他の媒体を含む、コンピュータ読取り可能命令、データ構造、プログラ
ムモジュールまたはその他のデータなどの情報の記憶および／または送信のための任意の
方法または技術で実現された、揮発および不揮発、着脱可および着脱不可な媒体など、こ
れらに限定されないが、記憶媒体および通信媒体を含め、当分野で既知または使用されて
いる任意の適切な媒体を含むことができる。本開示および本明細書中に記載される教えに
基づき、当業者は様々な実施形態を実現するための他のやり方および／または方法を理解
するであろう。
【００５３】
　したがって、明細および図面は制限的な意味ではなく、説明的な意味で解釈されるべき
である。しかし、特許請求の範囲に規定される本発明の比較的広範な精神および範囲から
逸脱することなく、様々な改修および変更を加えてよいことは明白である。
【００５４】
　付記項１
　電子機器上にコンテンツを表示する、コンピュータ実装方法であって、
　実行可能命令で構成された１つまたは複数のコンピューティングシステムの制御下にお
いて、
　前記電子機器が第１および第２のディスプレイ画面を前記電子機器の相対する側に含み
、前記第１のディスプレイ画面が前記第２のディスプレイ画面よりも速いリフレッシュレ
ートを有し、各々のディスプレイ画面がタッチセンサー式材料を含んでいて、前記タッチ
センサー式材料に加えられる接触を通じた入力を可能にし、前記電子機器の操作モードを
判定すること；
　判定した操作モードに少なくとも部分的には基づいて、前記第１または第２のディスプ
レイ画面にコンテンツを表示するかどうかを判断すること；および
　事前に決められた接触の種類に従って、表示されたコンテンツの少なくとも一部にユー
ザーが接触することへの応答として、少なくともコンテンツの前記部分が前記第１または
第２のディスプレイ画面の他方側に表示されるように仕向けること
　を含み、
　前記電子機器が前記第１または第２のディスプレイ画面にコンテンツを選択的に表示す
るように構成されていること、および
　前記電子機器のユーザーが前記第１および第２のディスプレイ画面の間でコンテンツを
移動することが可能であることを特徴とする方法。
【００５５】
　付記項２
　前記事前に決められた接触の種類が最小継続時間または最小圧力量の少なくとも１つに
より、前記第１および第２のディスプレイ画面の一方に接触することを含むことを特徴と
する、付記項１に記載のコンピュータ実装方法。
【００５６】
　付記項３
　前記第１または第２のディスプレイ画面の他方側にコンテンツの少なくとも一部を表示
する前に、前記コンテンツの少なくとも一部の種類を変換することをさらに含む、付記項
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１に記載のコンピュータ実装方法。
【００５７】
　付記項４
　変換の前に、前記コンテンツの少なくとも一部についての情報を格納することをさらに
含み、前記電子機器が前記部分を変換の前からの元の種類に復元することが可能であるこ
とを特徴とする、付記項３に記載のコンピュータ実装方法。
【００５８】
　付記項５
　前記第１または第２のディスプレイ画面にコンテンツを表示するかどうかの判断が、コ
ンテンツの種類に少なくとも部分的にさらに基づくことを特徴とする、付記項１に記載の
コンピュータ実装方法。
【００５９】
　付記項６
　少なくとも閾値のリフレッシュレートを必要とするコンテンツが前記第１のディスプレ
イ画面上に表示され、閾値未満のリフレッシュレートで表示されることが可能なコンテン
ツが前記第２のディスプレイ画面に表示されることが可能であることを特徴とする、付記
項１に記載のコンピュータ実装方法。
【００６０】
　付記項７
　電子機器上にコンテンツを表示するコンピュータ実装方法であって、
　実行可能命令で構成された１つまたは複数のコンピューティングシステムの制御下にお
いて、
　前記電子機器が第１および第２のディスプレイ要素を前記電子機器の異なる側に含み、
前記第１および第２のディスプレイ要素の各々が少なくとも１つの異なる表示特性を有し
、前記電子機器上に表示するコンテンツの種類を決定すること；
　前記コンテンツの種類および前記第１および第２のディスプレイ要素の各々の少なくと
も１つの異なる表示特性に少なくとも部分的には基づいて、少なくともコンテンツの一部
が前記第１および第２のディスプレイ要素の決められた一方に表示されるように仕向ける
こと；および
　前記電子機器のユーザーからの入力に応答して、コンテンツの少なくとも一部が前記第
１および第２のディスプレイ要素の他方側に表示されるように仕向けることを
　含む方法。
【００６１】
　付記項８
　前記電子機器がタブレットコンピュータ、スマートフォン、パーソナルコンピュータ、
パーソナルデータアシスタントおよびポータブルゲーミング機器の１つであることを特徴
とする、付記項７に記載のコンピュータ実装方法。
【００６２】
　付記項９
　前記第１および第２のディスプレイ要素の各々が接触をベースとする入力に対応するこ
とを特徴とする、付記項７に記載のコンピュータ実装方法。
【００６３】
　付記項１０
　ユーザーからの入力が、最小期間または少なくとも最小量の圧力の少なくとも１つによ
り、前記第１および第２のディスプレイ要素の一方とのユーザーからの接触に対応するこ
とを特徴とする、付記項９に記載のコンピュータ実装方法。
【００６４】
　付記項１１
　前記第１および第２のディスプレイ要素以外の前記電子機器の少なくとも一部が、接触
をベースとする入力、圧力をベースとする入力、動作をベースとする入力、または握りを
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ベースとする入力の少なくとも１つに対応することを特徴とする、付記項９に記載のコン
ピュータ実装方法。
【００６５】
　付記項１２
　ユーザーからの入力が、前記第１および第２のディスプレイ要素の一方から前記第１お
よび第２ディスプレイ要素の他方へと、接触をベースとする入力に対応する前記電子機器
の部分を越えて、コンテンツの少なくとも前記部分をユーザーがドラッグすることに相当
することを特徴とする、付記項１１に記載のコンピュータ実装方法。
【００６６】
　付記項１３
　接触をベースとする入力が、補間フォースセンサー式抵抗材料を使って提供されること
を特徴とする、付記項９に記載のコンピュータ実装方法。
【００６７】
　付記項１４
　前記第２のディスプレイ要素が電子インクまたは電子ペーパーディスプレイ要素である
ことを特徴とする、付記項７に記載のコンピュータ実装方法。
【００６８】
　付記項１５
　前記第１のディスプレイ要素が液晶または有機発光ダイオードディスプレイ要素である
ことを特徴とする、付記項７に記載のコンピュータ実装方法。
【００６９】
　付記項１６
　ユーザーからの入力が、ユーザーが前記電子機器の向きを変更することに相当すること
を特徴とする、付記項７に記載のコンピュータ実装方法。
【００７０】
　付記項１７
　前記第１および第２のディスプレイ要素の決められた一方に、コンテンツの少なくとも
一部が表示されるようにすることが、前記電子機器の少なくとも１つのライトセンサーに
よって検知されるところの前記電子機器の周囲の環境光の量にさらに基づくことを特徴と
する、付記項７に記載のコンピュータ実装方法。
【００７１】
　付記項１８
　前記電子機器が使用されていないときでさえも、コンテンツが前記第２のディスプレイ
要素に表示されるようにすることが可能で、コンテンツが前記電子機器の外部の少なくと
も一部のアートワークとしての役目を果たすことを特徴とする、付記項７に記載のコンピ
ュータ実装方法。
【００７２】
　付記項１９
　電子機器であって、
　プロセッサ；
　前記プロセッサによって実行されたときに、前記電子機器が：
　前記電子機器の異なる側に第１および第２のディスプレイ要素を含み、前記第１および
第２のディスプレイ要素の各々が、少なくとも１つの異なる表示特性を有し、前記電子機
器に表示されるようにするコンテンツの種類を判断すること；
　前記コンテンツの種類および前記第１および第２のディスプレイ要素の各々の前記少な
くとも１つの異なる表示特性に少なくとも部分的に基づいて、前記第１および第２のディ
スプレイ要素の決められた一方にコンテンツの少なくとも一部が表示されるようにするこ
と；および
　前記電子機器のユーザーからの入力への反応として、コンテンツの少なくとも前記部分
が前記第１および第２のディスプレイ要素の他方に表示されるように仕向けること
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　を実行するようにさせる命令を含むメモリ
　を含む電子機器。
【００７３】
　付記項２０
　前記第１および第２のディスプレイ要素の各々が接触をベースとする入力に対応し、
　ユーザーからの入力が、最小期間または少なくとも最小量の圧力の少なくとも１つによ
る、前記第１および第２のディスプレイ要素の一方とのユーザーからの接触に相当するこ
とを特徴とする、付記項１９に記載の電子機器。
【００７４】
　付記項２１
　前記第１および第２のディスプレイ要素以外の前記電子機器の少なくとも一部が接触を
ベースとする入力に対応し、
　ユーザーからの入力が、ユーザーが前記第１および第２のディスプレイ要素の一方から
前記第１および第２のディスプレイ要素の他方へと接触をベースとする入力に対応する前
記電子機器の部分を越えて、コンテンツの少なくとも前記部分をドラッグすることに相当
することを特徴とする、付記項１９に記載の電子機器。
【００７５】
　付記項２２
　前記第１のディスプレイ要素が前記第２のディスプレイ要素よりも速いリフレッシュレ
ートを有することを特徴とする、付記項９に記載のコンピュータ実装方法。
【００７６】
　付記項２３
　非一過性のコンピュータ読取り可能記憶媒体であって、プロセッサによって実行された
ときに、前記プロセッサに：
　電子機器がその電子機器の異なる側に第１および第２のディスプレイ要素を含み、前記
第１および第２のディスプレイ要素の各々が少なくとも１つの異なる表示特性を有し、前
記電子機器に表示されるコンテンツの種類を判断すること；
　前記コンテンツの種類および前記第１および第２のディスプレイ要素の各々の少なくと
も１つの異なる表示特性に少なくとも部分的に基づき、前記第１および第２のディスプレ
イ要素の決められた一方にコンテンツの少なくとも一部が表示されるように仕向けること
；および
　前記電子機器のユーザーからの入力への反応として、コンテンツの少なくとも前記部分
が前記第１および第２のディスプレイ要素の他方に表示されるように仕向けること、
　をさせる命令を含む、非一過性のコンピュータ読取り可能記憶媒体。
【００７７】
　付記項２４
　前記第１および第２のディスプレイ要素の各々が接触をベースとする入力に対応し、ユ
ーザーからの入力が最小継続時間または少なくとも最小量の圧力の少なくとも１つによる
、前記第１および第２のディスプレイ要素の一方とのユーザーからの接触に相当すること
を特徴とする、付記項２３に記載の非一過性のコンピュータ読取り可能記憶媒体。
【００７８】
　付記項２５
　前記第１および第２のディスプレイ要素以外の前記電子機器の少なくとも一部が接触を
ベースとする入力に対応し、
　ユーザーからの入力が、ユーザーがコンテンツの少なくとも前記部分を前記第１および
第２のディスプレイ要素の一方から前記第１および第２のディスプレイ要素の他方へと、
接触をベースとする入力に対応する前記電子機器の部分を越えてドラッグすることに相当
することを特徴とする、付記項２３に記載の非一過性のコンピュータ読取り可能記憶媒体
。
　以下に、本願出願の当初の特許請求の範囲に記載された発明を付記する。
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［１］電子機器上にコンテンツを表示する、コンピュータ実装方法であって、
　実行可能命令で構成された１つまたは複数のコンピューティングシステムの制御下にお
いて、
　前記電子機器が第１および第２のディスプレイ要素を前記電子機器の異なる側に含み、
前記第１および第２のディスプレイ要素の各々が少なくとも１つの異なる表示特性を有し
、前記電子機器上に表示するコンテンツの種類を判断すること；
　少なくとも部分的には前記コンテンツの種類および前記第１および第２のディスプレイ
要素の各々の少なくとも１つの異なる表示特性に基づいて、少なくともコンテンツの一部
が前記第１および第２のディスプレイ要素の決められた一方に表示されるように仕向ける
こと；および
　前記電子機器のユーザーからの入力に応答して、コンテンツの少なくとも一部が前記第
１および第２のディスプレイ要素の他方側に表示されるように仕向けることを
　含む方法。
［２］前記電子機器がタブレットコンピュータ、スマートフォン、パーソナルコンピュー
タ、パーソナルデータアシスタント、およびポータブルゲーミング機器の１つであること
を特徴とする、［１］に記載のコンピュータ実装方法。
［３］第１および第２のディスプレイ要素の各々が接触をベースとする入力に対応するこ
とを特徴とする、［１］に記載のコンピュータ実装方法。
［４］ユーザーからの入力が、最小期間または少なくとも最小量の圧力の少なくとも１つ
による、前記第１および第２のディスプレイ要素の一方とのユーザーからの接触に対応す
ることを特徴とする、［３］に記載のコンピュータ実装方法。
［５］前記第１および第２のディスプレイ要素以外の前記電子機器の少なくとも一部が、
接触をベースとする入力、圧力をベースとする入力、動作をベースとする入力、または握
りをベースとする入力の少なくとも１つに対応することを特徴とする、［３］に記載のコ
ンピュータ実装方法。
［６］ユーザーからの入力が、前記第１および第２のディスプレイ要素の一方から前記第
１および第２ディスプレイ要素の他方へと、接触をベースとする入力に対応する前記電子
機器の部分を越えて、コンテンツの少なくとも前記部分をユーザーがドラッグすることに
相当することを特徴とする、［５］に記載のコンピュータ実装方法。
［７］前記接触をベースとする入力が、補間フォースセンサー式抵抗材料を使って提供さ
れることを特徴とする、［３］に記載のコンピュータ実装方法。
［８］前記第１のディスプレイ要素が液晶または有機発光ダイオードディスプレイ要素で
あり、前記第２のディスプレイ要素が電子インクまたは電子ペーパーディスプレイ要素で
あることを特徴とする、［１］に記載のコンピュータ実装方法。
［９］ユーザーからの入力が、ユーザーが前記電子機器の向きを変更することに相当する
ことを特徴とする、［１］に記載のコンピュータ実装方法。
［１０］前記第１および第２のディスプレイ要素の決められた一方に、コンテンツの少な
くとも一部が表示されるようにすることが、前記電子機器の少なくとも１つのライトセン
サーによって検知されるところの前記電子機器の周囲の環境光の量にさらに基づくことを
特徴とする、［１］に記載のコンピュータ実装方法。
［１１］前記電子機器が使用されていないときでさえも、コンテンツが前記第２のディス
プレイ要素に表示されるようにすることが可能で、コンテンツが前記電子機器の外部の少
なくとも一部のアートワークとしての役目を果たすことを特徴とする、［１］に記載のコ
ンピュータ実装方法。
［１２］電子機器であって、
　プロセッサ；
　前記プロセッサによって実行されたときに、前記電子機器が：
　前記電子機器が、前記電子機器の異なる側に第１および第２のディスプレイ要素を含み
、前記第１および第２のディスプレイ要素の各々が少なくとも１つの異なる表示特性を有
していて、前記電子機器に表示されるようにするコンテンツの種類を判断すること；
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　前記コンテンツの種類および前記第１および第２のディスプレイ要素の各々の前記少な
くとも１つの異なる表示属性に少なくとも部分的に基づいて、前記第１および第２のディ
スプレイ要素の決められた一方にコンテンツの少なくとも一部が表示されるようにするこ
と；および
　前記電子機器のユーザーからの入力への反応として、コンテンツの少なくとも前記部分
が前記第１および第２のディスプレイ要素の他方に表示されるように仕向けること
　を実行するようにさせる命令を含むメモリ：
　を含む電子機器。
［１３］前記第１および第２のディスプレイ要素の各々が接触をベースとする入力に対応
し、
　ユーザーからの入力が、最小期間または少なくとも最小量の圧力の少なくとも１つによ
る、前記第１および第２のディスプレイ要素の一方とのユーザーからの接触に相当するこ
とを特徴とする、［１２］に記載の電子機器。
［１４］前記第１および第２のディスプレイ要素以外の前記電子機器の少なくとも一部が
接触をベースとする入力に対応し、
　ユーザーからの入力が、ユーザーが前記第１および第２のディスプレイ要素の一方から
前記第１および第２のディスプレイ要素の他方へと、接触をベースとする入力に対応する
電子機器の部分を越えて、コンテンツの少なくとも前記部分をドラッグすることに相当す
ることを特徴とする、［１２］に記載の電子機器。
［１５］前記第１のディスプレイ要素が前記第２のディスプレイ要素よりも速いリフレッ
シュレートを有することを特徴とする、［１２］に記載の電子機器。

【図１】

【図２】

【図３（ａ）】

【図３（ｂ）】

【図３（ｃ）】
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