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(57)【要約】　　　（修正有）
【課題】複数のディスプレイパネルにまたがって画像を
表示する際に、パネル間のギャップのために表示されな
い画像情報もその寸法を歪めることなく見ることができ
るようにする。
【解決手段】画像５３０及びテキスト５４０は、部分５
６０－１、５７０－１、５８０－１を含み、部分５７０
－１は、ディスプレイパネル５１４（５１４－１、５１
４－２）間のギャップ領域５３５のために表示されない
部分であり、第１の視点から見たような第１の表示形態
を有している。この表示形態は、視点トリガデバイスか
ら指示される方向および大きさに基づいて、この第１の
視点とは異なる第２の視点から見たような第２の表示形
態へと視点が移動する外観を提供するように変更され、
画像５３０はシフトした位置に表示される。
【選択図】図５
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　第１のディスプレイパネルと、該第１のディスプレイパネルから第１の距離に位置して
いる第２のディスプレイパネルと、に通信可能に結合されるように構成されたプロセッサ
を備えるシステムであって、
　前記プロセッサは、
　　前記第１のディスプレイパネル及び前記第２のディスプレイパネルを使用して、前記
第１のディスプレイパネルの少なくとも一部にまたがり且つ前記第２のディスプレイパネ
ルの少なくとも一部にまたがるディスプレイ領域上に、一組の情報の第１の部分を表示す
る、
　ように構成され、
　　　前記一組の情報は、境界寸法を持ち、及び、
　　　前記第１の部分は、前記第１のパネルと前記第２のパネルとの間のギャップ領域に
対応する前記一組の情報の第２の部分を除外しており、前記第１の部分は、前記境界寸法
を持つ、
　システム。
【請求項２】
　前記プロセッサは、前記第１のディスプレイパネル及び前記第２のディスプレイパネル
を使用して、前記第１のディスプレイパネルの少なくとも一部及び前記第２のディスプレ
イパネルの少なくとも一部にまたがる前記ディスプレイ領域上に、前記一組の情報の第３
の部分を表示するようにさらに備えられ、
　　前記一組の情報の前記第３の部分は、前記境界寸法を持つ前記第３の部分を有する、
前記第１のディスプレイパネルと前記第２のディスプレイパネルとの間の前記ギャップ領
域に対応する前記一組の情報の第４の部分を除外し、及び、
　　前記一組の情報の前記第４の部分及び前記第２の部分は、前記一組の情報の少なくと
も部分的に異なる部分にある、
　請求項１のシステム。
【請求項３】
　前記プロセッサは、
　前記第１のディスプレイパネル及び前記第２のディスプレイパネルを使用して、前記第
１の部分を表示している間は第１のグラフィックを表示することであって、前記第１のグ
ラフィックは、第１の視点を示す、第１のグラフィックを表示することと、及び、
　前記第１のディスプレイパネル及び前記第２のディスプレイパネルを使用して、前記第
３の部分を表示している間は第２のグラフィックを表示することであって、前記第２のグ
ラフィックは、前記第１の視点とは異なる第２の視点を示す、第２のグラフィックを表示
することと、
　を行うようにさらに構成される、請求項２のシステム。
【請求項４】
　前記第１の部分を表示している間に表示される前記第１のグラフィックは、前記第１の
視点の外観を提供し、及び、
　前記第３の部分を表示している間に表示される前記第２のグラフィックは、前記第２の
視点の外観を提供する、
　請求項３のシステム。
【請求項５】
　前記第４の部分及び前記第２の部分は、前記一組の情報の排他的に異なる部分であり、
　前記第３の部分は、前記第２の部分の情報の内の少なくとも一部を備え、及び、
　前記第４の部分は、前記第１の部分の情報の内の少なくとも一部を備える、
　請求項２のシステム。
【請求項６】
　前記プロセッサに通信可能に結合された視点トリガデバイスをさらに備え、
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　　前記視点トリガデバイスは、前記プロセッサへの指示を提供するように構成され、及
び、
　　前記プロセッサは、前記一組の情報の前記第１の部分を表示するか、前記一組の情報
の前記第３の部分を表示するか、を判断するために、前記指示を使用するように構成され
る、
　請求項２のシステム。
【請求項７】
　前記視点トリガデバイスは、加速度計である、請求項６のシステム。
【請求項８】
　前記視点トリガデバイスは、網膜追跡デバイス、タッチパッド、タッチスクリーン、キ
ーボード、またはボタンの少なくとも一つを備える、請求項６のシステム。
【請求項９】
　前記プロセッサは、
　　前記第１のディスプレイパネル、前記第２のディスプレイパネル、及び前記第２のデ
ィスプレイパネルから第２の距離に位置する第３のディスプレイパネルにまたがる前記デ
ィスプレイ領域上に前記第１の部分を表示することであって、前記第２の部分はさらに前
記第２のディスプレイパネルと前記第３のパネルとの間の第２のギャップ領域に対応する
情報を備える、前記第１の部分を表示することと、及び、
　　前記第１のディスプレイパネル、前記第２のディスプレイパネル、及び前記第３のデ
ィスプレイパネルにまたがる前記ディスプレイ領域上に前記第３の部分を表示することで
あって、前記第４の部分はさらに前記第２のディスプレイパネルと前記第３のパネルとの
間の前記第２のギャップ領域に対応する情報を備える、前記第３の部分を表示することと
、
　を行うようにさらに構成される、請求項２のシステム。
【請求項１０】
　前記プロセッサは、
　入力を受信し、
　前記入力を使用して、前記第１のディスプレイパネルから前記第２のディスプレイパネ
ルまでの前記第１の距離を決定し、及び、
　前記第１の距離に基づいて、前記第３の部分の情報及び前記第４の部分の情報を決定す
る、
　ようにさらに構成される、請求項２のシステム。
【請求項１１】
　前記システムは、移動体通信デバイスを備え、前記第１のディスプレイパネルが、前記
第２のディスプレイパネルと同一平面の第１の位置から、前記第２のディスプレイパネル
を覆う第２の位置へ移動することができるように、前記第１及び第２のディスプレイパネ
ルが移動可能に接続される、請求項１のシステム。
【請求項１２】
　情報を表示するための方法であって、
　第１のディスプレイパネル及び第２のディスプレイパネルを使用して、前記第１のディ
スプレイパネルの少なくとも一部にまたがり且つ前記第２のディスプレイパネルの少なく
とも一部にまたがるディスプレイ領域上に、一組の情報の第１の部分を表示することであ
って、前記第１のディスプレイパネルは前記第２のディスプレイパネルから第１の距離に
配置される、一組の情報の第１の部分を表示すること、
　を備え、
　　　前記一組の情報は、境界寸法を持ち、及び、
　　　前記第１の部分は、前記第１のパネルと前記第２のパネルとの間のギャップ領域に
対応する前記一組の情報の第２の部分を除外しており、前記第１の部分は、前記境界寸法
を持つ、
　方法。
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【請求項１３】
　前記第１のディスプレイパネル及び前記第２のディスプレイパネルを使用して、前記第
１のディスプレイパネルの少なくとも一部及び前記第２のディスプレイパネルの少なくと
も一部にまたがる前記ディスプレイ領域上に、前記一組の情報の第３の部分を表示するこ
と、
　をさらに備え、
　　前記一組の情報の前記第３の部分は、前記境界寸法を持つ前記第３の部分を有する、
前記第１のディスプレイパネルと前記第２のディスプレイパネルとの間の前記ギャップ領
域に対応する前記一組の情報の第４の部分を除外し、及び、
　　前記一組の情報の前記第４の部分及び前記第２の部分は、前記一組の情報の少なくと
も部分的に異なる部分にある、
　請求項１２の方法。
【請求項１４】
　前記第１のディスプレイパネル及び前記第２のディスプレイパネルを使用して、前記第
１の部分を表示している間は第１のグラフィックを表示することであって、前記第１のグ
ラフィックは、第１の視点を示す、第１のグラフィックを表示することと、及び、
　前記第１のディスプレイパネル及び前記第２のディスプレイパネルを使用して、前記第
３の部分を表示している間は第２のグラフィックを表示することであって、前記第２のグ
ラフィックは、前記第１の視点とは異なる第２の視点を示す、第２のグラフィックを表示
することと、
　をさらに備える、請求項１３の方法。
【請求項１５】
　前記第１のグラフィックは、前記第１の部分を表示することが前記第１の視点の外観を
提供している間、表示され、及び、
　前記第２のグラフィックは、前記第３の部分を表示することが前記第２の視点の外観を
提供している間、表示される、
　請求項１３の方法。
【請求項１６】
　前記第４の部分及び前記第２の部分は、排他的に異なる部分であり、
　前記第３の部分は、前記第２の部分の情報の内の少なくとも一部を備え、及び、
　前記第４の部分は、前記第１の部分の情報の内の少なくとも一部を備える、
　請求項１３の方法。
【請求項１７】
　視点トリガデバイスからの指示を受信することと、及び、
　前記指示に基づいて、前記第３の部分を選択することと、
　をさらに備える、請求項１３の方法。
【請求項１８】
　加速度を検出することと、及び、
　前記加速度の方向及び大きさを示す指示を提供することと、
　をさらに備える、請求項１７の方法。
【請求項１９】
　前記第１のディスプレイパネル、前記第２のディスプレイパネル、及び前記第２のディ
スプレイパネルから第２の距離に位置する第３のディスプレイパネルにまたがる前記ディ
スプレイ領域上に前記第１の部分を表示することであって、前記第２の部分はさらに前記
第２のディスプレイパネルと前記第３のパネルとの間の第２のギャップ領域に対応する情
報を備える、前記第１の部分を表示することと、及び、
　　前記第１のディスプレイパネル、前記第２のディスプレイパネル、及び前記第３のデ
ィスプレイパネルにまたがる前記ディスプレイ領域上に前記第３の部分を表示することで
あって、前記第４の部分はさらに前記第２のディスプレイパネルと前記第３のパネルとの
間の前記第２のギャップ領域に対応する情報を備える、前記第３の部分を表示することと
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、
　をさらに備える、請求項１３の方法。
【請求項２０】
　入力を受信することと、
　前記入力を使用して、前記第１のディスプレイパネルから前記第２のディスプレイパネ
ルまでの前記第１の距離を決定することと、及び、
　前記第１の距離を使用して、前記第３の部分の情報及び前記第４の部分の情報を決定す
ることと、
　をさらに備える、請求項１３の方法。
【請求項２１】
　非一時的なプロセッサ可読媒体上に存在し、プロセッサに、
　　第１のディスプレイパネル及び第２のディスプレイパネルを使用して、前記第１のデ
ィスプレイパネルの少なくとも一部にまたがり且つ前記第２のディスプレイパネルの少な
くとも一部にまたがるディスプレイ領域上に、一組の情報の第１の部分を表示することで
あって、前記第１のディスプレイパネルは前記第２のディスプレイパネルから第１の距離
に配置される、一組の情報の第１の部分を表示することと、
　を行わせるプロセッサ可読命令を備える、コンピュータプログラム製品であって、
　　　前記一組の情報は、境界寸法を持ち、及び、
　　　前記第１の部分は、前記第１のパネルと前記第２のパネルとの間のギャップ領域に
対応する前記一組の情報の第２の部分を除外しており、前記第１の部分は、前記境界寸法
を持つ、
　コンピュータプログラム製品。
【請求項２２】
　前記プロセッサに、前記第１のディスプレイパネル及び前記第２のディスプレイパネル
を使用して、前記第１のディスプレイパネルの少なくとも一部及び前記第２のディスプレ
イパネルの少なくとも一部にまたがる前記ディスプレイ領域上に、前記一組の情報の第３
の部分を表示させるように構成されたプロセッサ可読命令をさらに備え、
　　前記一組の情報の前記第３の部分は、前記境界寸法を持つ前記第３の部分を有する、
前記第１のディスプレイパネルと前記第２のディスプレイパネルとの間の前記ギャップ領
域に対応する前記一組の情報の第４の部分を除外し、及び、
　　前記一組の情報の前記第４の部分及び前記第２の部分は、前記一組の情報の少なくと
も部分的に異なる部分にある、
　請求項２１のコンピュータプログラム製品。
【請求項２３】
　前記プロセッサに、
　前記第１の部分を表示している間は第１のグラフィックを表示することであって、前記
第１のグラフィックは、第１の視点を示す、第１のグラフィックを表示することと、及び
、
　前記第３の部分を表示している間は第２のグラフィックを表示することであって、前記
第２のグラフィックは、前記第１の視点とは異なる第２の視点を示す、第２のグラフィッ
クを表示することと、
　を行わせるように構成されたプロセッサ可読命令をさらに備える、請求項２２のコンピ
ュータプログラム製品。
【請求項２４】
　前記第１の部分を表示している間に表示される前記第１のグラフィックは、前記第１の
視点の外観を提供し、及び、
　前記第３の部分を表示している間に表示される前記第２のグラフィックは、前記第２の
視点の外観を提供する、
　請求項２３のコンピュータプログラム製品。
【請求項２５】
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　前記一組の情報の前記第４の部分及び前記一組の情報の前記第２の部分は、排他的に異
なる部分であり、
　前記一組の情報の前記第３の部分は、前記一組の情報の前記第２の部分の情報の内の少
なくとも一部を備え、及び、
　前記一組の情報の前記第４の部分は、前記一組の情報の前記第１の部分の情報の内の少
なくとも一部を備える、
　請求項２２のコンピュータプログラム製品。
【請求項２６】
　前記プロセッサに、
　　前記第１のディスプレイパネル、前記第２のディスプレイパネル、及び前記第２のデ
ィスプレイパネルから第２の距離に位置する第３のディスプレイパネルにまたがる前記デ
ィスプレイ領域上に前記第１の部分を表示することであって、前記第２の部分はさらに前
記第２のディスプレイパネルと前記第３のパネルとの間の第２のギャップ領域に対応する
情報を備える、前記第１の部分を表示することと、及び、
　　前記第１のディスプレイパネル、前記第２のディスプレイパネル、及び前記第３のデ
ィスプレイパネルにまたがる前記ディスプレイ領域上に前記第３の部分を表示することで
あって、前記第４の部分はさらに前記第２のディスプレイパネルと前記第３のパネルとの
間の前記第２のギャップ領域に対応する情報を備える、前記第３の部分を表示することと
、
　を行わせるように構成されたプロセッサ可読命令をさらに備える、請求項２２のコンピ
ュータプログラム製品。
【請求項２７】
　前記プロセッサに、
　入力を受信することと、
　前記入力を使用して、前記第１のディスプレイパネルから前記第２のディスプレイパネ
ルまでの前記第１の距離を決定することと、及び、
　前記第１の距離に基づいて、前記第３の部分の情報及び前記第４の部分の情報を決定す
ることと、
　を行わせるように構成されたプロセッサ可読命令をさらに備える、請求項２２のコンピ
ュータプログラム製品。
【請求項２８】
　第１のディスプレイパネルの少なくとも一部にまたがり且つ第２のディスプレイパネル
の少なくとも一部にまたがるディスプレイ領域上に、一組の情報の第１の部分を表示する
ための手段であって、前記第１のディスプレイパネルは前記第２のディスプレイパネルか
ら第１の距離に配置される、一組の情報の第１の部分を表示するための手段、
　を備え、
　　前記一組の情報は、境界寸法を持ち、及び、
　　前記第１の部分は、前記第１のパネルと前記第２のパネルとの間のギャップ領域に対
応する前記一組の情報の第２の部分を除外しており、前記第１の部分は、前記境界寸法を
持つ、
　システム。
【請求項２９】
　前記第１のディスプレイパネルの少なくとも一部及び前記第２のディスプレイパネルの
少なくとも一部にまたがる前記ディスプレイ領域上に、前記一組の情報の第３の部分を表
示するための手段、
　をさらに備え、
　　前記一組の情報の前記第３の部分は、前記境界寸法を持つ前記第３の部分を有する、
前記第１のディスプレイパネルと前記第２のディスプレイパネルとの間の前記ギャップ領
域に対応する前記一組の情報の第４の部分を除外し、及び、
　　前記一組の情報の前記第４の部分及び前記第２の部分は、前記一組の情報の少なくと



(7) JP 2017-187758 A 2017.10.12

10

20

30

40

50

も部分的に異なる部分にある、
　請求項２８のシステム。
【請求項３０】
　前記一組の情報の前記第１の部分を表示している間は第１のグラフィックを表示するた
めの手段であって、前記第１のグラフィックは、第１の視点を示す、第１のグラフィック
を表示するための手段と、及び、
　前記一組の情報の前記第３の部分を表示している間は第２のグラフィックを表示するた
めの手段であって、前記第２のグラフィックは、前記第１の視点とは異なる第２の視点を
示す、第２のグラフィックを表示するための手段と、
　をさらに備える、請求項２９のシステム。
【請求項３１】
　前記第１の部分を表示している間に表示される前記第１のグラフィックは、前記第１の
視点の外観を提供し、及び、
　前記第３の部分を表示している間に表示される前記第２のグラフィックは、前記第２の
視点の外観を提供する、
　請求項３０のシステム。
【請求項３２】
　前記第４の部分及び前記第２の部分は、排他的に異なる部分であり、
　前記第３の部分は、前記第２の部分の情報の内の少なくとも一部を備え、及び、
　前記第４の部分は、前記第１の部分の情報の内の少なくとも一部を備える、
　請求項２９のシステム。
【請求項３３】
　前記一組の情報の前記第１の部分を表示するか、前記一組の情報の前記第３の部分を表
示するか、を判断するための手段をさらに備える、請求項２９のシステム。
【請求項３４】
　前記第１のディスプレイパネル、前記第２のディスプレイパネル、及び前記第２のディ
スプレイパネルから第２の距離に位置する第３のディスプレイパネルにまたがる前記ディ
スプレイ領域上に前記第１の部分を表示するための手段であって、前記第２の部分はさら
に前記第２のディスプレイパネルと前記第３のパネルとの間の第２のギャップ領域に対応
する情報を備える、前記第１の部分を表示するための手段と、及び、
　　前記第１のディスプレイパネル、前記第２のディスプレイパネル、及び前記第３のデ
ィスプレイパネルにまたがる前記ディスプレイ領域上に前記第３の部分を表示するための
手段であって、前記第４の部分はさらに前記第２のディスプレイパネルと前記第３のパネ
ルとの間の前記第２のギャップ領域に対応する情報を備える、前記第３の部分を表示する
ための手段と、
　をさらに備える、請求項２９のシステム。
【請求項３５】
　入力を受信するための手段と、
　前記入力を使用して、前記第１のディスプレイパネルから前記第２のディスプレイパネ
ルまでの前記第１の距離を決定するための手段と、及び、
　前記第１の距離を使用して、前記第３の部分の情報及び前記第４の部分の情報を決定す
るための手段と、
　をさらに備える、請求項２９のシステム。
【請求項３６】
　前記システムは、移動体通信デバイスを備える、請求項２８のシステム。
【請求項３７】
　情報を表示するように構成された第１のディスプレイパネルと、
　前記第１のディスプレイパネルから距離を置いて配置された、情報を表示するように構
成された第２のディスプレイパネルと、
　前記第１のディスプレイパネル及び前記第２のディスプレイパネルに通信可能に結合さ
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れたプロセッサと、
　を備え、前記プロセッサは、
　　前記第１のディスプレイパネル及び前記第２のディスプレイパネルを使用して、前記
第１のディスプレイパネルの少なくとも一部にまたがり且つ前記第２のディスプレイパネ
ルの少なくとも一部にまたがるディスプレイ領域上に、一組の情報の第１の部分を表示す
る、
　ように構成され、
　　　前記一組の情報は、境界寸法を持ち、及び、
　　　前記第１の部分は、前記第１のパネルと前記第２のパネルとの間のギャップ領域に
対応する前記一組の情報の第２の部分を除外しており、前記第１の部分は、前記境界寸法
を持つ、
　マルチディスプレイシステム。
【請求項３８】
　前記プロセッサは、
　前記第１のディスプレイパネル及び前記第２のディスプレイパネルを使用して、前記第
１のディスプレイパネルの少なくとも一部及び前記第２のディスプレイパネルの少なくと
も一部にまたがる前記ディスプレイ領域上に、前記一組の情報の第３の部分を表示するよ
うにさらに構成され、
　　前記一組の情報の前記第３の部分は、前記境界寸法を持つ前記第３の部分を有する、
前記第１のディスプレイパネルと前記第２のディスプレイパネルとの間の前記ギャップ領
域に対応する前記一組の情報の第４の部分を除外し、及び、
　　前記一組の情報の前記第４の部分及び前記第２の部分は、前記一組の情報の少なくと
も部分的に異なる部分にある、
　請求項３７のマルチパネルディスプレイシステム。
【請求項３９】
　前記プロセッサは、
　前記一組の情報の前記第１の部分を表示している間は第１のグラフィックを表示するこ
とであって、前記第１のグラフィックは、第１の視点を示す、第１のグラフィックを表示
することと、及び、
　前記一組の情報の前記第３の部分を表示している間は第２のグラフィックを表示するこ
とであって、前記第２のグラフィックは、前記第１の視点とは異なる第２の視点を示す、
第２のグラフィックを表示することと、
　を行うようにさらに構成される、請求項３８のマルチパネルディスプレイシステム。
【請求項４０】
　前記第１の部分を表示している間に表示される前記第１のグラフィックは、前記第１の
視点の外観を提供し、及び、
　前記第３の部分を表示している間に表示される前記第２のグラフィックは、前記第２の
視点の外観を提供する、
　請求項３９のマルチパネルディスプレイシステム。
【請求項４１】
　前記プロセッサに通信可能に結合された視点トリガデバイスをさらに備え、
　　前記視点トリガデバイスは、前記プロセッサへの指示を提供するように構成され、及
び、
　　前記プロセッサは、前記一組の情報の前記第１の部分を表示するか、前記一組の情報
の前記第３の部分を表示するか、を判断するために、前記指示を使用するように構成され
る、
　請求項３８のマルチパネルディスプレイシステム。
【請求項４２】
　前記視点トリガデバイスは、加速度計、網膜追跡デバイス、タッチパッド、タッチスク
リーン、キーボード、またはボタンの少なくとも一つを備える、請求項４１のマルチパネ
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ルディスプレイシステム。
【請求項４３】
　情報を表示するように構成された第３のディスプレイパネルをさらに備え、前記プロセ
ッサは、
　　前記第１のディスプレイパネル、前記第２のディスプレイパネル、及び第３のディス
プレイパネルにまたがる前記ディスプレイ領域上に前記第１の部分を表示することであっ
て、前記第２の部分はさらに前記第２のディスプレイパネルと前記第３のパネルとの間の
第２のギャップ領域に対応する情報を備える、前記第１の部分を表示することと、及び、
　　前記第１のディスプレイパネル、前記第２のディスプレイパネル、及び前記第３のデ
ィスプレイパネルにまたがる前記ディスプレイ領域上に前記第３の部分を表示することで
あって、前記第４の部分はさらに前記第２のディスプレイパネルと前記第３のパネルとの
間の前記第２のギャップ領域に対応する情報を備える、前記第３の部分を表示することと
、
　を行うようにさらに構成される、請求項３８のマルチパネルディスプレイシステム。
【請求項４４】
　前記システムは、移動体通信デバイスを備え、前記第１のディスプレイパネル、前記第
２のディスプレイパネル、及び前記第３のディスプレイパネルは、同一平面関係に配置さ
れるように構成される、請求項４３のマルチパネルディスプレイシステム。
【請求項４５】
　前記第１のディスプレイパネルと前記第２のディスプレイパネルとの間の前記距離の少
なくとも一部を占める、前記第１及び第２のディスプレイパネルそれぞれの、第１及び第
２のハウジングをさらに備える、請求項３７のマルチパネルディスプレイシステム。
【請求項４６】
　前記第１のディスプレイパネル及び前記第２のディスプレイパネルに加えて、複数のデ
ィスプレイパネルをさらに備える、請求項３７のマルチパネルディスプレイシステム。
【請求項４７】
　前記第１のディスプレイパネル、前記第２のディスプレイパネル、及び前記複数のディ
スプレイパネルは、一列又は２次元配列の何れかで配置される、請求項４６のマルチパネ
ルディスプレイシステム。
【発明の詳細な説明】
【背景技術】
【０００１】
　［関連出願の相互参照］
　本出願は、２００９年１１月９日に出願され、「Display of Images Across Multiple 
Screens（マルチスクリーンにわたった画像の表示）」と題された、米国仮出願第６１／
２５９，３２９号、代理人整理番号０９３４５９Ｐ１号、の優先権を主張し、その開示は
、その全体が参照により本明細書に組み込まれる。
【０００２】
　［背景］マルチディスプレイパネルは、電子デバイスのユーザに増大された機能性を提
供するために、しばしば使用される。例えば、ユーザは、コンピュータと接続された複数
台のモニタを持つことができる。このような配置は、ユーザが複数のアイテムを同じ時間
に及び／または複数台のモニタにまたがった情報を見ることを許すことができる。通常は
、複数台のモニタのディスプレイパネル同士は、直接隣接はしていない。例えば、２つの
モニタ同士がぴったりと隣接配置されている場合でも、各モニタは通常、そのディスプレ
イパネルの周囲に枠を持っている。したがって、このような２つのモニタがフレームが触
れるようにぴったりと隣接して配置されたとき、２つのディスプレイパネルの間には情報
が表示されない領域がある。モニタが離れれば離れるほど、情報が表示されないこの領域
は大きくなっていく。
【０００３】
　通常、情報が表示されることができないディスプレイパネル間の領域は、ディスプレイ
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パネルを駆動する電子デバイスでは無視される。したがって、情報が第１のディスプレイ
パネルの境界を越えて第２のディスプレイパネルに向かって移動されると、当該情報は、
第２のディスプレイパネル上に表示されるようになる。これは、視覚的な歪みになること
がある。第１及び第２のディスプレイスクリーンの両方にまたがって表示されるグラフィ
ックやテキストなどの情報は、第１のディスプレイパネルと第２のディスプレイパネルと
の間の無視されたギャップのため変えられたその境界寸法（boundary dimensions）を持
つことができる。例えば、単一のディスプレイパネルに表示されたときに２インチ（約５
．０８ｃｍ）幅であるグラフィックは、そのグラフィックがディスプレイパネル間に１イ
ンチ（約２．５４ｃｍ）幅のギャップを持つ２つのディスプレイパネルにまたがって表示
されるときには、３インチ（約７．６２ｃｍ）幅であるように見えてしまうことができる
。このような歪みはまた、１つよりも多い他の数のディスプレイパネルが存在する場合に
も発生することができる。歪みは、ディスプレイパネルが、垂直に整列されているかどう
か、水平に整列されているかどうか、或いは任意に配置されているかどうかにかかわらず
、発生することができる。
【発明の概要】
【０００４】
　システムの一例は、第１のディスプレイパネルと、該第１のディスプレイパネルから第
１の距離に位置している第２のディスプレイパネルと、に通信可能に結合されるように構
成されたプロセッサを備え、上記プロセッサは、上記第１のディスプレイパネル及び上記
第２のディスプレイパネルを使用して、上記第１のディスプレイパネルの少なくとも一部
にまたがり且つ上記第２のディスプレイパネルの少なくとも一部にまたがるディスプレイ
領域上に、一組の情報の第１の部分を表示するように構成され、上記一組の情報は、境界
寸法を持ち、及び、上記第１の部分は、上記第１のパネルと上記第２のパネルとの間のギ
ャップ領域に対応する上記一組の情報の第２の部分を除外しており、上記第１の部分は、
上記境界寸法を持つ。
【０００５】
　そのようなシステムの実装は、以下の特徴の一つ以上を含むことができる。上記プロセ
ッサは、上記第１のディスプレイパネル及び上記第２のディスプレイパネルを使用して、
上記第１のディスプレイパネルの少なくとも一部及び上記第２のディスプレイパネルの少
なくとも一部にまたがる上記ディスプレイ領域上に、上記一組の情報の第３の部分を表示
するようにさらに構成され、上記一組の情報の上記第３の部分は、上記境界寸法を持つ上
記第３の部分を有する、上記第１のディスプレイパネルと上記第２のディスプレイパネル
との間の上記ギャップ領域に対応する上記一組の情報の第４の部分を除外し、及び、上記
一組の情報の上記第４の部分及び上記第２の部分は、上記一組の情報の少なくとも部分的
に異なる部分にある。上記プロセッサは、上記第１のディスプレイパネル及び上記第２の
ディスプレイパネルを使用して、上記第１の部分を表示している間は第１のグラフィック
を表示することであって、上記第１のグラフィックは、第１の視点を示す、第１のグラフ
ィックを表示することと、及び、上記第１のディスプレイパネル及び上記第２のディスプ
レイパネルを使用して、上記第３の部分を表示している間は第２のグラフィックを表示す
ることであって、上記第２のグラフィックは、上記第１の視点とは異なる第２の視点を示
す、第２のグラフィックを表示することと、を行うようにさらに構成される。上記第１の
部分を表示している間に表示される上記第１のグラフィックは、上記第１の視点の外観（
appearance）を提供し、及び、上記第３の部分を表示している間に表示される上記第２の
グラフィックは、上記第２の視点の外観を提供する。上記第４の部分及び上記第２の部分
は、上記一組の情報の排他的に異なる部分であり、上記第３の部分は、上記第２の部分の
情報の内の少なくとも一部を備え、及び、上記第４の部分は、上記第１の部分の情報の内
の少なくとも一部を備える。
【０００６】
　そのようなシステムの実装はまた、或いは代わりに、以下の特徴の一つ以上を含むこと
ができる。上記システムは、上記プロセッサに通信可能に結合された視点トリガデバイス
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をさらに含み、上記視点トリガデバイスは、上記プロセッサへの指示を提供するように構
成され、及び、上記プロセッサは、上記一組の情報の上記第１の部分を表示するか、上記
一組の情報の上記第３の部分を表示するか、を判断するために、上記指示を使用するよう
に構成される。上記視点トリガデバイスは、加速度計である。上記視点トリガデバイスは
、網膜追跡デバイス、タッチパッド、タッチスクリーン、キーボード、またはボタンの少
なくとも一つを備える。
【０００７】
　そのようなシステムの実装はまた、或いは代わりに、以下の特徴の一つ以上を含むこと
ができる。上記プロセッサは、上記第１のディスプレイパネル、上記第２のディスプレイ
パネル、及び上記第２のディスプレイパネルから第２の距離に位置する第３のディスプレ
イパネルにまたがる上記ディスプレイ領域上に上記第１の部分を表示することであって、
上記第２の部分はさらに上記第２のディスプレイパネルと上記第３のパネルとの間の第２
のギャップ領域に対応する情報を備える、上記第１の部分を表示することと、及び、上記
第１のディスプレイパネル、上記第２のディスプレイパネル、及び上記第３のディスプレ
イパネルにまたがる上記ディスプレイ領域上に上記第３の部分を表示することであって、
上記第４の部分はさらに上記第２のディスプレイパネルと上記第３のパネルとの間の上記
第２のギャップ領域に対応する情報を備える、上記第３の部分を表示することと、を行う
ようにさらに構成される。上記プロセッサは、入力を受信し、上記入力を使用して、上記
第１のディスプレイパネルから上記第２のディスプレイパネルまでの上記第１の距離を決
定し、及び、上記第１の距離に基づいて、上記第３の部分の情報及び上記第４の部分の情
報を決定する、ようにさらに構成される。上記システムは、移動体通信デバイスを備え、
上記第１のディスプレイパネルが、上記第２のディスプレイパネルと同一平面の第１の位
置から、上記第２のディスプレイパネルを覆う第２の位置へ移動することができるように
、上記第１及び第２のディスプレイパネルが移動可能に接続される。
【０００８】
　情報を表示するための方法の一例は、第１のディスプレイパネル及び第２のディスプレ
イパネルを使用して、上記第１のディスプレイパネルの少なくとも一部にまたがり且つ上
記第２のディスプレイパネルの少なくとも一部にまたがるディスプレイ領域上に、一組の
情報の第１の部分を表示することであって、上記第１のディスプレイパネルは上記第２の
ディスプレイパネルから第１の距離に配置される、一組の情報の第１の部分を表示するこ
とを含み、上記一組の情報は、境界寸法を持ち、及び、上記第１の部分は、上記第１のパ
ネルと上記第２のパネルとの間のギャップ領域に対応する上記一組の情報の第２の部分を
除外しており、上記第１の部分は、上記境界寸法を持つ。
【０００９】
　そのようなシステムの実装は、以下の特徴の一つ以上を含むことができる。上記方法は
、上記第１のディスプレイパネル及び上記第２のディスプレイパネルを使用して、上記第
１のディスプレイパネルの少なくとも一部及び上記第２のディスプレイパネルの少なくと
も一部にまたがる上記ディスプレイ領域上に、上記一組の情報の第３の部分を表示するこ
とをさらに含み、上記一組の情報の上記第３の部分は、上記境界寸法を持つ上記第３の部
分を有する、上記第１のディスプレイパネルと上記第２のディスプレイパネルとの間の上
記ギャップ領域に対応する上記一組の情報の第４の部分を除外し、及び、上記一組の情報
の上記第４の部分及び上記第２の部分は、上記一組の情報の少なくとも部分的に異なる部
分にある。上記方法は、上記第１のディスプレイパネル及び上記第２のディスプレイパネ
ルを使用して、上記第１の部分を表示している間は第１のグラフィックを表示することで
あって、上記第１のグラフィックは、第１の視点を示す、第１のグラフィックを表示する
ことと、及び、上記第１のディスプレイパネル及び上記第２のディスプレイパネルを使用
して、上記第３の部分を表示している間は第２のグラフィックを表示することであって、
上記第２のグラフィックは、上記第１の視点とは異なる第２の視点を示す、第２のグラフ
ィックを表示することと、をさらに含む。上記第１のグラフィックは、上記第１の部分を
表示することが上記第１の視点の外観を提供している間、表示され、及び、上記第２のグ
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ラフィックは、上記第３の部分を表示することが上記第２の視点の外観を提供している間
、表示される。上記第４の部分及び上記第２の部分は、排他的に異なる部分であり、上記
第３の部分は、上記第２の部分の情報の内の少なくとも一部を備え、及び、上記第４の部
分は、上記第１の部分の情報の内の少なくとも一部を備える。上記方法は、視点トリガデ
バイスからの指示を受信することと、及び、上記指示に基づいて、上記第３の部分を選択
することと、をさらに含む。上記方法は、加速度を検出することと、及び、上記加速度の
方向及び大きさを示す指示を提供することと、をさらに含む。上記方法は、上記第１のデ
ィスプレイパネル、上記第２のディスプレイパネル、及び上記第２のディスプレイパネル
から第２の距離に位置する第３のディスプレイパネルにまたがる上記ディスプレイ領域上
に上記第１の部分を表示することであって、上記第２の部分はさらに上記第２のディスプ
レイパネルと上記第３のパネルとの間の第２のギャップ領域に対応する情報を備える、上
記第１の部分を表示することと、及び、上記第１のディスプレイパネル、上記第２のディ
スプレイパネル、及び上記第３のディスプレイパネルにまたがる上記ディスプレイ領域上
に上記第３の部分を表示することであって、上記第４の部分はさらに上記第２のディスプ
レイパネルと上記第３のパネルとの間の上記第２のギャップ領域に対応する情報を備える
、上記第３の部分を表示することと、をさらに含む。上記方法は、入力を受信することと
、上記入力を使用して、上記第１のディスプレイパネルから上記第２のディスプレイパネ
ルまでの上記第１の距離を決定することと、及び、上記第１の距離を使用して、上記第３
の部分の情報及び上記第４の部分の情報を決定することと、をさらに含む。
【００１０】
　非一時的なプロセッサ可読媒体上に存在するコンピュータプログラム製品の一例は、プ
ロセッサに、第１のディスプレイパネル及び第２のディスプレイパネルを使用して、上記
第１のディスプレイパネルの少なくとも一部にまたがり且つ上記第２のディスプレイパネ
ルの少なくとも一部にまたがるディスプレイ領域上に、一組の情報の第１の部分を表示す
ることであって、上記第１のディスプレイパネルは上記第２のディスプレイパネルから第
１の距離に配置される、一組の情報の第１の部分を表示することと、を行わせるプロセッ
サ可読命令を含み、上記一組の情報は、境界寸法を持ち、及び、上記第１の部分は、上記
第１のパネルと上記第２のパネルとの間のギャップ領域に対応する上記一組の情報の第２
の部分を除外しており、上記第１の部分は、上記境界寸法を持つ。
【００１１】
　そのようなコンピュータプログラム製品の実装は、以下の特徴の一つ以上を含むことが
できる。上記命令は、上記プロセッサに、上記第１のディスプレイパネル及び上記第２の
ディスプレイパネルを使用して、上記第１のディスプレイパネルの少なくとも一部及び上
記第２のディスプレイパネルの少なくとも一部にまたがる上記ディスプレイ領域上に、上
記一組の情報の第３の部分を表示させるように構成された命令をさらに含み、上記一組の
情報の上記第３の部分は、上記境界寸法を持つ上記第３の部分を有する、上記第１のディ
スプレイパネルと上記第２のディスプレイパネルとの間の上記ギャップ領域に対応する上
記一組の情報の第４の部分を除外し、及び、上記一組の情報の上記第４の部分及び上記第
２の部分は、上記一組の情報の少なくとも部分的に異なる部分にある。上記第１の部分を
表示している間は第１のグラフィックを表示することであって、上記第１のグラフィック
は、第１の視点を示す、第１のグラフィックを表示し、及び、上記第３の部分を表示して
いる間は第２のグラフィックを表示することであって、上記第２のグラフィックは、上記
第１の視点とは異なる第２の視点を示す、第２のグラフィックを表示する。上記第１の部
分を表示している間に表示される上記第１のディスプレイグラフィックは、上記第１の視
点の外観を提供し、及び、上記第３の部分を表示している間に表示される上記第２のグラ
フィックは、上記第２の視点の外観を提供する。上記一組の情報の上記第４の部分及び上
記一組の情報の上記第２の部分は、排他的に異なる部分であり、上記一組の情報の上記第
３の部分は、上記一組の情報の上記第２の部分の情報の内の少なくとも一部を備え、及び
、上記一組の情報の上記第４の部分は、上記一組の情報の上記第１の部分の情報の内の少
なくとも一部を備える。上記命令は、上記プロセッサに、上記第１のディスプレイパネル
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、上記第２のディスプレイパネル、及び上記第２のディスプレイパネルから第２の距離に
位置する第３のディスプレイパネルにまたがる上記ディスプレイ領域上に上記第１の部分
を表示することであって、上記第２の部分はさらに上記第２のディスプレイパネルと上記
第３のパネルとの間の第２のギャップ領域に対応する情報を備える、上記第１の部分を表
示することと、及び、上記第１のディスプレイパネル、上記第２のディスプレイパネル、
及び上記第３のディスプレイパネルにまたがる上記ディスプレイ領域上に上記第３の部分
を表示することであって、上記第４の部分はさらに上記第２のディスプレイパネルと上記
第３のパネルとの間の上記第２のギャップ領域に対応する情報を備える、上記第３の部分
を表示することと、を行わせるように構成された命令をさらに含む。上記命令は、上記プ
ロセッサに、入力を受信することと、上記入力を使用して、上記第１のディスプレイパネ
ルから上記第２のディスプレイパネルまでの上記第１の距離を決定することと、及び、上
記第１の距離に基づいて、上記第３の部分の情報及び上記第４の部分の情報を決定するこ
とと、を行わせるように構成された命令をさらに含む。
【００１２】
　システムの別の例は、第１のディスプレイパネルの少なくとも一部にまたがり且つ第２
のディスプレイパネルの少なくとも一部にまたがるディスプレイ領域上に、一組の情報の
第１の部分を表示するための手段であって、上記第１のディスプレイパネルは上記第２の
ディスプレイパネルから第１の距離に配置される、一組の情報の第１の部分を表示するた
めの手段を含み、上記一組の情報は、境界寸法を持ち、及び、上記第１の部分は、上記第
１のパネルと上記第２のパネルとの間のギャップ領域に対応する上記一組の情報の第２の
部分を除外しており、上記第１の部分は、上記境界寸法を持つ。
【００１３】
　そのようなシステムの実装は、以下の特徴の一つ以上を含むことができる。上記システ
ムは、上記第１のディスプレイパネルの少なくとも一部及び上記第２のディスプレイパネ
ルの少なくとも一部にまたがる上記ディスプレイ領域上に、上記一組の情報の第３の部分
を表示するための手段を含み、上記一組の情報の上記第３の部分は、上記境界寸法を持つ
上記第３の部分を有する、上記第１のディスプレイパネルと上記第２のディスプレイパネ
ルとの間の上記ギャップ領域に対応する上記一組の情報の第４の部分を除外し、及び、上
記一組の情報の上記第４の部分及び上記第２の部分は、上記一組の情報の少なくとも部分
的に異なる部分にある。上記システムは、上記一組の情報の上記第１の部分を表示してい
る間は第１のグラフィックを表示するための手段であって、上記第１のグラフィックは、
第１の視点を示す、第１のグラフィックを表示するための手段と、及び、上記一組の情報
の上記第３の部分を表示している間は第２のグラフィックを表示するための手段であって
、上記第２のグラフィックは、上記第１の視点とは異なる第２の視点を示す、第２のグラ
フィックを表示するための手段と、をさらに含む。上記第１の部分を表示している間に表
示される上記第１のディスプレイグラフィックは、上記第１の視点の外観を提供し、及び
、上記第３の部分を表示している間に表示される上記第２のグラフィックは、上記第２の
視点の外観を提供する。上記第４の部分及び上記第２の部分は、排他的に異なる部分であ
り、上記第３の部分は、上記第２の部分の情報の内の少なくとも一部を備え、及び、上記
第４の部分は、上記第１の部分の情報の内の少なくとも一部を備える。上記システムは、
上記一組の情報の上記第１の部分を表示するか、上記一組の情報の上記第３の部分を表示
するか、を判断するための手段をさらに含む。上記システムは、上記第１のディスプレイ
パネル、上記第２のディスプレイパネル、及び上記第２のディスプレイパネルから第２の
距離に位置する第３のディスプレイパネルにまたがる上記ディスプレイ領域上に上記第１
の部分を表示するための手段であって、上記第２の部分はさらに上記第２のディスプレイ
パネルと上記第３のパネルとの間の第２のギャップ領域に対応する情報を備える、上記第
１の部分を表示するための手段と、及び、上記第１のディスプレイパネル、上記第２のデ
ィスプレイパネル、及び上記第３のディスプレイパネルにまたがる上記ディスプレイ領域
上に上記第３の部分を表示するための手段であって、上記第４の部分はさらに上記第２の
ディスプレイパネルと上記第３のパネルとの間の上記第２のギャップ領域に対応する情報
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を備える、上記第３の部分を表示するための手段と、をさらに含む。上記システムは、入
力を受信するための手段と、上記入力を使用して、上記第１のディスプレイパネルから上
記第２のディスプレイパネルまでの上記第１の距離を決定するための手段と、及び、上記
第１の距離を使用して、上記第３の部分の情報及び上記第４の部分の情報を決定するため
の手段と、をさらに含む。上記システムは、移動体通信デバイスを備える。
【００１４】
　マルチパネルディスプレイの一例は、情報を表示するように構成された第１のディスプ
レイパネルと、上記第１のディスプレイパネルから距離を置いて配置された、情報を表示
するように構成された第２のディスプレイパネルと、上記第１のディスプレイパネル及び
上記第２のディスプレイパネルに通信可能に結合されたプロセッサと、を含み、上記プロ
セッサは、上記第１のディスプレイパネル及び上記第２のディスプレイパネルを使用して
、上記第１のディスプレイパネルの少なくとも一部にまたがり且つ上記第２のディスプレ
イパネルの少なくとも一部にまたがるディスプレイ領域上に、一組の情報の第１の部分を
表示するように構成され、上記一組の情報は、境界寸法を持ち、及び、上記第１の部分は
、上記第１のパネルと上記第２のパネルとの間のギャップ領域に対応する上記一組の情報
の第２の部分を除外しており、上記第１の部分は、上記境界寸法を持つ。
【００１５】
　そのようなシステムの実装は、以下の特徴の一つ以上を含むことができる。上記プロセ
ッサは、上記第１のディスプレイパネル及び上記第２のディスプレイパネルを使用して、
上記第１のディスプレイパネルの少なくとも一部及び上記第２のディスプレイパネルの少
なくとも一部にまたがる上記ディスプレイ領域上に、上記一組の情報の第３の部分を表示
するようにさらに構成され、上記一組の情報の上記第３の部分は、上記境界寸法を持つ上
記第３の部分を有する、上記第１のディスプレイパネルと上記第２のディスプレイパネル
との間の上記ギャップ領域に対応する上記一組の情報の第４の部分を除外し、及び、上記
一組の情報の上記第４の部分及び上記第２の部分は、上記一組の情報の少なくとも部分的
に異なる部分にある。上記一組の情報の上記第１の部分を表示している間は第１のグラフ
ィックを表示することであって、上記第１のグラフィックは、第１の視点を示す、第１の
グラフィックを表示し、及び、上記一組の情報の上記第３の部分を表示している間は第２
のグラフィックを表示することであって、上記第２のグラフィックは、上記第１の視点と
は異なる第２の視点を示す、第２のグラフィックを表示する。上記第１の部分を表示して
いる間に表示される上記第１のディスプレイグラフィックは、上記第１の視点の外観を提
供し、及び、上記第３の部分を表示している間に表示される上記第２のグラフィックは、
上記第２の視点の外観を提供する。上記システムは、上記プロセッサに通信可能に結合さ
れた視点トリガデバイスをさらに含み、上記視点トリガデバイスは、上記プロセッサへの
指示を提供するように構成され、及び、上記プロセッサは、上記一組の情報の上記第１の
部分を表示するか、上記一組の情報の上記第３の部分を表示するか、を判断するために、
上記指示を使用するように構成される。上記視点トリガデバイスは、加速度計、網膜追跡
デバイス、タッチパッド、タッチスクリーン、キーボード、またはボタンの少なくとも一
つを備える。上記システムは、情報を表示するように構成された第３のディスプレイパネ
ルをさらに含み、上記プロセッサは、上記第１のディスプレイパネル、上記第２のディス
プレイパネル、及び第３のディスプレイパネルにまたがる上記ディスプレイ領域上に上記
第１の部分を表示することであって、上記第２の部分はさらに上記第２のディスプレイパ
ネルと上記第３のパネルとの間の第２のギャップ領域に対応する情報を備える、上記第１
の部分を表示することと、及び、上記第１のディスプレイパネル、上記第２のディスプレ
イパネル、及び上記第３のディスプレイパネルにまたがる上記ディスプレイ領域上に上記
第３の部分を表示することであって、上記第４の部分はさらに上記第２のディスプレイパ
ネルと上記第３のパネルとの間の上記第２のギャップ領域に対応する情報を備える、上記
第３の部分を表示することと、を行うようにさらに構成される。上記システムは、移動体
通信デバイスを備え、上記第１のディスプレイパネル、上記第２のディスプレイパネル、
及び上記第３のディスプレイパネルは、同一平面関係に配置されるように構成される。上
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記システムは、上記第１のディスプレイパネルと上記第２のディスプレイパネルとの間の
上記距離の少なくとも一部を占める、上記第１及び第２のディスプレイパネルそれぞれの
、第１及び第２のハウジングをさらに含む。上記システムは、上記第１のディスプレイパ
ネル及び上記第２のディスプレイパネルに加えて、複数のディスプレイパネルをさらに含
む。上記第１のディスプレイパネル、上記第２のディスプレイパネル、及び上記複数のデ
ィスプレイパネルは、一列又は２次元配列の何れかで配置される。
【００１６】
　本明細書中に記載のアイテム及び／または技術は、以下の能力の内の一つまたはそれ以
上を提供することができる。マルチディスプレイパネルに広がるユーザの視野の情報は、
複数の視点の外観で提供されることができる。これらの視点は、ディスプレイパネル間の
ギャップのため以前には表示されていなかった情報が表示されるようにシフトされた表示
情報となる。これは、ユーザがそれらの間にギャップを持つ複数のディスプレイパネルを
効果的に使用して、まだ表示されなかったであろう情報を、その寸法を歪めることなく又
はその寸法をわずかに歪めることなく、見ることができるようにする。
【図面の簡単な説明】
【００１７】
【図１】図１は、マルチパネルディスプレイを持つ携帯電話機の斜視図である。
【図２】図２は、複数台のモニタを有するコンピュータシステムの斜視図である。
【図３】図３は、２×２配列で大まかに配置された４枚のディスプレイパネルを有するマ
ルチディスプレイパネルシステムの平面図である。
【図４】図４は、複数のディスプレイパネルを有するマルチパネルコンピュータシステム
のブロック図である。
【図５】図５（Ａ）は、合成画像及びテキストの一部を表示する図４に示したマルチパネ
ルディスプレイシステムの平面図である。図５（Ｂ）は、図５（Ａ）に表示された合成画
像及びテキストの１つの部分である。図５（Ｃ）は、図５（Ａ）に表示されていない合成
画像及びテキストの一部である。図５（Ｄ）は、図５（Ａ）に表示された合成画像及びテ
キストの別の部分である。
【図６】図６（Ａ）は、合成画像の別の部分を表示する図４に示されたマルチパネルディ
スプレイシステムの平面図である。図６（Ｂ）は、図６（Ａ）に表示された合成画像及び
テキストの一部分である。図６（Ｃ）は、図６（Ａ）に表示されていない合成画像及びテ
キストの一部である。図６（Ｄ）は、図６（Ａ）に表示された合成画像及びテキストの別
の部分である。
【図７】図７は、マルチパネルディスプレイシステムを使用して情報を表示するための方
法のブロック流れ図である。
【図８】図８は、マルチパネルディスプレイシステムを使用して情報を表示するための別
の方法のブロック流れ図である。
【発明を実施するための形態】
【００１８】
　本明細書で説明される技術は、複数のディスプレイパネルにわたって情報を表示するた
めの様々なメカニズムを提供する。複数のディスプレイパネルにわたって表示される情報
（グラフィックスやテキストなど）の歪みを低減または排除するために、ディスプレイパ
ネル間のギャップが補償される。例えば、単一のディスプレイスクリーンを使用して表示
されるときに５インチ（約１２．７ｃｍ）×２インチの寸法を有するグラフィックは、複
数のディスプレイスクリーンにわたって表示されるとき、ほぼ５インチ×２インチのまま
である。このように、グラフィックが一つのディスプレイパネルに表示されても、複数の
ディスプレイパネルにわたって表示されても、そのグラフィックは同じ寸法を維持するだ
ろう。
【００１９】
　ディスプレイパネル間のギャップに対応する画像情報（即ち、表示されるつもりであっ
た情報）は、表示されない。或る視点でのディスプレイパネル間のギャップのため省略さ
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れた情報は、別の視点では表示される。これらの視点は、ユーザによって切り替えられる
ことができ、ディスプレイパネル間のギャップのため表示されなかった情報の一部または
全てを見ることをユーザに許すことができる。例えば、グラフィックがパネル間に１イン
チのギャップを有する２つのディスプレイパネルにわたって表示される場合、グラフィッ
クの１インチ幅の部分は、第１の視点では表示されない。第２の視点では、第１の視点で
省略されたグラフィックの部分が表示される。これに伴って、ディスプレイパネル間のギ
ャップに対応するグラフィックの異なる部分が省略される。
【００２０】
　コンピュータモニタだけではなく、ディスプレイパネル間に一つ又は複数のギャップが
存在する多くの状況が存在する。例えば、一部の携帯電話機は、複数のディスプレイパネ
ルを持っている。携帯電話機の構成により、それらのディスプレイパネル同士は、直接隣
接はしていない。むしろ、フレーム、ケース、空きスペース、または幾つかの他の物体が
、ディスプレイパネル間の領域を占有している。この領域は、情報を表示することができ
ない。
【００２１】
　図１は、マルチパネルディスプレイを持つ折り畳み式の携帯電話機１００の一実施形態
を示している。携帯電話機１００は、セクション１１０及びディスプレイパネル１２０を
含む。ディスプレイパネル１２０は、セクション１１０－１に配されたディスプレイパネ
ル１２０－１、セクション１１０－２に配されたディスプレイパネル１２０－２、及び、
セクション１１０－３に配されたディスプレイパネル１２０－３を含む。携帯電話機１０
０は、セクション１１０－１及び１１０－３が、セクション１１０－２と同一平面である
状態から、セクション１１０－２を覆う関係に、折り畳まれる即ち移動されることができ
るように構成されている（セクション１１０－１についてセクション１１０－２を覆う関
係を破線で示している）。
【００２２】
　ディスプレイパネル１２０がテキスト及び／またはグラフィックスなどの情報を表示す
るとき、その情報は、ディスプレイパネル１２０のうちの単一のディスプレイパネル上に
、或いは、２つ又は全てのディスプレイパネル１２０にまたがって、表示されることがで
きる。開かれたとき、ディスプレイパネル１２０－１は、ディスプレイパネル１２０－２
に直接に隣接しない。同様に、ディスプレイパネル１２０－２は、ディスプレイパネル１
２０－３に直接に隣接しない。情報が表示されることができないギャップ領域１３０が、
ディスプレイパネル１２０－１とディスプレイパネル１２０－２との間に、及び、ディス
プレイパネル１２０－２とディスプレイパネル１２０－３との間に、存在している。携帯
電話機１００上のギャップ領域１３０は、携帯電話機１００のフレームの部分を含む。デ
ィスプレイパネル１２０間のギャップ領域１３０のサイズは、携帯電話機１００の一部で
あるディスプレイパネル１２０のためには、変化しない。したがって、歪み無しでディス
プレイパネル１２０の複数のディスプレイパネルにわたって表示されるべき情報のために
は、情報の全てを表示可能とするためにマルチ視点が使用される。携帯電話機１００は、
携帯電話機の一例を表しており、ディスプレイパネル間にギャップ領域を有するマルチデ
ィスプレイパネルを持つ携帯電話機の他の例も可能である。さらに、パーソナルデジタル
アシスタント、電子書籍リーダ、ハンドヘルドテレビ、タブレットコンピュータ、等々の
ような、ディスプレイパネル間のギャップを有するマルチディスプレイパネルを持つハン
ドヘルドデバイスの他の形態も可能である。
【００２３】
　ギャップがディスプレイパネル間に存在する別の状況は、フレームを持つ複数台のモニ
タが同一コンピュータに接続されている場合である。図２は、複数台のモニタに接続され
ているコンピュータシステム２００の一実施形態を示している。コンピュータシステム２
００は、タワー２１０、キーボード２２０、及び、マウス２３０を含む。コンピュータシ
ステム２００はまた、モニタ２４０－１、モニタ２４０－２及びモニタ２４０－３を含む
、モニタ２４０も含む。２台のモニタまたは３台以上のモニタを持つコンピュータシステ
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ムも可能である。モニタ２４０は、互いに直接隣接して配置されている。モニタ２４０の
フレームのため、モニタ２４０のディスプレイパネル間にはギャップ領域が存在する。
【００２４】
　モニタ２４０が互いに直接隣接して配置されているとはいえ、これは常にそうではない
。モニタ２４０は、モニタ２４０間に空域（または物体）があるように、離れて移動され
ることができる。これは、より大きくなるディスプレイパネル間のギャップ領域になり、
モニタ２４０の異なるセット間に存在するギャップ領域のサイズ／形状とは異なる可能性
がある。コンピュータモニタだけではなく、他のタイプのマルチディスプレイパネルの使
用は、ディスプレイパネル間のギャップを生じ得る。例えば、複数台のテレビスクリーン
、映画スクリーン、アリーナディスプレイ、及び、車両のディスプレイ（例えば、ナビゲ
ーションシステム及び計器パネル）が、使用されることができる。ギャップがディスプレ
イパネル間に存在するディスプレイパネルの多くの配置が今現在、存在し、また、将来的
に作られることができる。
【００２５】
　ディスプレイパネルは一列に配置され得るとはいえ、ディスプレイパネルはまた、任意
の構成で配置されることができる。図３は、２×２構成で大まかに配置された４つのディ
スプレイパネルを持つマルチディスプレイパネルシステム３００を示している。マルチデ
ィスプレイパネルシステム３００は、（ディスプレイデバイス３１０－１乃至３１０－４
を含む）ディスプレイデバイス３１０を含む。ディスプレイデバイス３１０の各々は、各
ディスプレイデバイス３１０のディスプレイパネルを完全にまたは部分的に取り囲む、フ
レームまたは他の境界の形態を含む。各ディスプレイパネルは、情報を表示するように構
成されている。したがって、２つのディスプレイデバイス３１０が、互いに直接に隣接し
て配置されたとき、垂直方向に、水平方向に、または何か任意の構成で配置されたかどう
かで、ギャップ領域が、ディスプレイパネル間に存在することになるだろう。
【００２６】
　図３に示されるように、ディスプレイデバイス３１０－２及び３１０－３は、ディスプ
レイデバイス３１０－１に直接隣接している。ディスプレイデバイス３１０－４は、ディ
スプレイデバイス３１０－１よりも、ディスプレイデバイス３１０－２及び３１０－３か
ら大きい距離に位置している。ギャップ領域３７０は、ディスプレイデバイス３１０のフ
レームが両側よりも上下の方が大きいので、ギャップ領域３５０よりも大きい。ギャップ
領域３５０、３７０は、ディスプレイデバイス３１０－１、３１０－２及び３１０－３が
直接に隣接しているので、ディスプレイデバイス３１０－２と３１０－４との間に及びデ
ィスプレイデバイス３１０－３と３１０－４との間に追加のスペースがある間は、ギャッ
プ領域３８０、３６０よりも小さい。
【００２７】
　野球のボールの画像３２０は、ディスプレイデバイス３１０の４つのディスプレイパネ
ル全てにまたがっている。マルチパネルディスプレイシステム３００は、画像３２０がデ
ィスプレイデバイス３１０のディスプレイパネルの１つ、２つ、３つ、または４つ全てに
表示されるかどうかにかかわらず、画像３２０の寸法が変わらない（または実質的に一定
である）ように構成されている。したがって、画像３２０の寸法（例えば、高さ３３０及
び幅３４０）は、対応するギャップ領域３５０、３６０、３７０、３８０が一定のままで
ある、或いは、変更が止められている限りは、画像３２０を表示するために使用するディ
スプレイパネルの数に関係なく、且つ、様々なギャップ領域のサイズに関係なく、実質的
に不変に維持されるだろう。このように、画像３２０が複数のディスプレイパネルにまた
がる場合、画像３２０の一つ以上の部分が見えない。図示したように、ギャップ領域３５
０、３６０、３７０及び３８０は、画像３２０の一部が表示されるであろう場所に対応す
る位置を、それぞれ占めている。このように、ユーザは、画像３２０が複数のディスプレ
イパネルにまたがっている限りは、一度に画像３２０全体を見ることはできない。ユーザ
がギャップ領域３５０、３６０、３７０、３８０の位置に対応する画像３２０の部分を見
ることができるようにするために、別の視点の外観をユーザが提示されるように、画像３
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２０はシフトされる。
【００２８】
　図３のディスプレイデバイス３１０のディスプレイパネル、図２のモニタ２４０のディ
スプレイパネル、図１のディスプレイパネル１２０、などのディスプレイパネルは、表示
されるものを駆動するコンピュータ化されたシステムの一部であることができる。図４を
参照すると、コンピュータシステム４００は、キーボード４１４、マウス４１６、視点ト
リガデバイス４１５、プロセッサ４３０、メモリ４３２、入力デバイスインターフェイス
４３４、ビデオドライバ及びインターフェイス４３６、及び、ディスプレイ４２０、４２
２を含む。（例えば携帯電話機の設定のための、例えば物理的なキーボードやマウスの無
い）示された以外の構成も可能である。入力デバイスインターフェイス４３４は、キーボ
ード４１４及びマウス４１６に接続され、例えば、文字（英字、数字、記号）及び選択（
例えば、マウスクリック）に関するそれらからの入力を受信するように構成される。プロ
セッサ４３０は、好ましくは、例えば、インテル（登録商標）またはＡＭＤ（登録商標）
によって作られたものなどの中央演算処理装置（ＣＰＵ）、マイクロコントローラ、特定
用途向け集積回路（ＡＳＩＣ）、等々のインテリジェントなハードウェアデバイスである
。メモリ４３２は、ランダムアクセスメモリ（ＲＡＭ）及びリードオンリメモリ（ＲＯＭ
）を含む。メモリ４３２は、一時的なものではない。メモリ４３２は、好ましくは、実行
したときにプロセッサ４３０に本明細書に記載の様々な機能を実行させるように構成され
た命令を含む、コンピュータ可読のコンピュータ実行可能なソフトウェアコード４３３を
格納している。あるいは、ソフトウェア４３３は、プロセッサ４３０によって直接実行す
ることはできないが、例えばコンパイルされて実行されたときに、プロセッサ４３０に説
明された機能を実行させるように構成されることができる。ビデオドライバ及びインター
フェイス４３６は、ディスプレイ４２０、４２２に接続され、本明細書に記載されるよう
にディスプレイ４２０、４２２のスクリーン上にコンテンツを表示するために、ディスプ
レイ４２０、４２２に情報を提供するように構成されている。
【００２９】
　入力デバイスインターフェイス４３４に接続されている別の入力デバイスは、視点トリ
ガデバイス４１５である。視点トリガデバイス４１５は、ディスプレイ４２０、４２２及
び４２４に表示された情報が別の視点の外観を提供するように変更される時を決定するた
めに使用される。視点トリガデバイス４１５は、様々な異なる形態の入力デバイスの何れ
か又は組み合わせであることができる。例えば、ここで、視点トリガデバイス４１５は、
加速度計である。コンピュータシステム４００を振ったり、傾けたりすることによるよう
な、ユーザがコンピュータシステム４００を動かすと、視点トリガデバイス４１５がトリ
ガされ、ディスプレイ４２０、４２２、４２４上に表示された視点の外観が変更させられ
ることができる。
【００３０】
　加速度センサだけでなく（または、それに加えて）、視点トリガデバイス４１５は、ボ
タン、キーボード４１４、（ディスプレイ４２０、４２２に一体化され得る）タッチスク
リーン、マウス４１６、ユーザの眼及び／または体の動きをモニタする追跡デバイス、そ
れらの任意の２つ又はそれ以上の組み合わせ、あるいは、他のデバイスまたはデバイスの
組み合わせ、であることができる。
【００３１】
　図５（Ａ）を参照すると、システム４００の一例は、マルチパネルディスプレイシステ
ム５００である。マルチパネルディスプレイシステム５００は、２つのディスプレイデバ
イス５００－１及び５００－２を含む。ディスプレイデバイス５１０は、情報を表示しな
いフレーム５１２と、情報を表示するように構成されたディスプレイパネル５１４と、を
持っている。ディスプレイデバイス５１０は、情報、ここでは、（フットボールのクォー
ターバックの）合成画像５３０及び（「A Football Quarterback（フットボールクオータ
ーバック）」を提示している）テキスト５４０の一部、を表示する。画像５３０及びテキ
スト５４０は、ディスプレイパネル５１４－１とディスプレイパネル５１４－２にまたが
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っている。画像５３０及びテキスト５４０を丁度含む矩形領域５５５は、ディスプレイパ
ネル５１４にわたった画像５３０及びテキスト５４０の移動の間、一定のままである。さ
らには又は或いは、画像５３０及びテキスト５４０の境界線５５８は、移動の間、一定の
ままである。ディスプレイパネル５１４間のギャップ領域５３５のため、画像５３０及び
テキスト５４０のギャップ領域５３５に対応する部分は、表示されない。
【００３２】
　グラフィック５５０－１は、三次元ボックスに似ている。グラフィック５５０－１は、
第１の視点が画像５３０及びテキスト５４０を観察するために使用されている外観を提供
している。グラフィック５５０－１は、画像５３０及びテキスト５４０を垂直に見ている
視点の外観を提供している。
【００３３】
　視点トリガデバイス５２０は、網膜や眼の追跡デバイスである。トリガデバイス５２０
は、ユーザの眼及び／またはユーザが見ている方向の動きを検出する。ユーザの眼及び／
または見ている方向の移動に基づいて、ディスプレイデバイス５１０は、表示された視点
の外観を変更するようにトリガされることができる。視点の変更は、トリガデバイス５２
０からの指示に依存している。上記指示は、或る視点から次の視点への、わずかな変化か
ら大きな変化に、異なる視点の範囲（例えば、異なる角度、異なる知覚距離）を誘発する
ことができる。プロセッサ４３０は、トリガデバイス５２０からの指示に応じて、及び、
それに基づいて、ディスプレイパネル５１４にどの情報を表示するかを選択するように構
成される。選択された情報は、画像５３０及びテキスト５４０の選択された部分、及び、
グラフィック５５０の外観を含む。選択された情報は、トリガデバイス５２０によって支
持されたような、所望の視点に基づいている。
【００３４】
　図５（Ｂ）乃至図５（Ｄ）を参照すると、合成画像５３０及びテキスト５４０は、部分
５６０－１、５７０－１、５８０－１を含む。部分５６０－１は、ディスプレイパネル５
１４－１に表示される。画像５３０及びテキスト５４０の部分５７０－１は、ディスプレ
イパネル５１４－１またはディスプレイパネル５１４－２の何れにも表示されない。画像
５３０及びテキスト５４０のこの部分は、ディスプレイパネル５１４間のギャップ領域５
３５のため表示されない画像５３０及びテキスト５４０の部分である。画像５３０及びテ
キスト５４０の部分５８０－１は、ディスプレイパネル５１４－２に表示される。
【００３５】
　図６（Ａ）を参照すると、図５（Ａ）のマルチパネルディスプレイシステム５００は、
図５（Ａ）の視点とは異なる視点の外観を提供するようにシフトされた、画像５３０及び
テキスト５４０を表示する。領域５５５は、図６（Ａ）と図５（Ａ）とおいて、（少なく
ともほぼ）同じである。ディスプレイパネル５１４－１及び５１４－２は、以前は表示さ
れていなかった情報（図５（Ｃ）の部分５７０－１）が今度は表示されるように、図５（
Ａ）に関して変更された視点の外観を有する画像５３０及びテキスト５４０を表示する。
【００３６】
　グラフィック５５０－２は、三次元ボックス（並びに画像５３０及びテキスト５４０）
が図５（Ａ）とは異なる角度から見ているような印象を与えるために、図５（Ａ）のグラ
フィック５５０－１の変更されたバージョンである。図５（Ａ）のグラフィック５５０－
１が画像５３０及びテキスト５４０を垂直に見ている外観を作っているのに対して、図６
（Ａ）のグラフィック５５０－２は、画像５３０及びテキスト５４０が、垂直から離れて
、部分的に側面から見られた外観を提供している。
【００３７】
　図６（Ｂ）乃至図６（Ｄ）を参照すると、合成画像５３０及びテキスト５４０は、部分
５６０－２、５７０－２、５８０－２を含む。画像５３０及びテキスト５４０の部分５６
０－２は、ディスプレイデバイス５００－１を使用して表示されている。画像５３０及び
テキスト５４０の部分５６０－２の一部はまた、図５（Ｂ）の部分５６０－１にもあると
はいえ、部分５６０－１の一部がシフトされて、現在は部分５７０－２中になっている。
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【００３８】
ディスプレイデバイス５００－２を使用して表示される部分５８０－２は、図５（Ｄ）の
部分５８０－１の全ての情報と、部分５７０－１からの情報の全てと、を含んでいる。図
６（Ｃ）の部分５７０－２は、図６（Ａ）のディスプレイパネル５１４－１またはディス
プレイパネル５１４－２の何れにも表示されない画像５３０及びテキスト５４０の部分を
含む。部分５７０－２は、ディスプレイパネル５１４間のギャップ領域５３５のため表示
されない画像５３０及びテキスト５４０の部分に対応している。
【００３９】
　図６（Ｃ）の部分５７０－２及び図５（Ｃ）の部分５７０－１は、画像５３０及びテキ
スト５４０の異なる部分である。このように、視点の外観が図５（Ａ）の視点から図６（
Ａ）の視点に変更されたとき、以前に表示されていなかった情報が表示されるようになり
、最初に表示されていた幾つかの情報が表示されなくなる。
【００４０】
　図５（Ａ）及び図６（Ａ）が２つの視点の外観を提供するディスプレイデバイス５１０
を示しているとはいえ、追加の視点の外観が提供されることができる。さらに、図５（Ａ
）のグラフィック５５０－１から図６（Ａ）のグラフィック５５０－２への遷移は、水平
方向にシフトする視点の外観を提供し、視点は、垂直に移動する又は回転するように、ま
たは、水平移動、及び／または垂直移動、及び／または回転移動、の組み合わせとして移
動するように、見えてくることができる。視点はまた、画像５３０及びテキスト５４０に
近づくまたはそれらから離れる移動の外観を提供するために、シフトされるようにも見え
てくることもできる。
【００４１】
　図５（Ａ）及び図６（Ａ）のグラフィック５５０は、三次元ボックスに似ていることに
よって、異なった視点の印象を提供している。三次元ボックスに似ているグラフィック以
外の別のグラフィックスは、異なる視点の外観を示すために使用されることができる。例
えば、文字、数字、及び／または記号が、視点が表示されていることを示すことができる
。例えば、グラフィックスは、色の変化を除いて同じままにすることができる。さらに又
は或いは、グラフィックは、視点の外観の変化を示すことを提供しないことができる。さ
らに、マルチパネルディスプレイシステム５００によって放射される音は、視点の変更を
示すために使用されることができる。
【００４２】
　図５（Ａ）及び図６（Ａ）は、視点変更の外観を与えるためにシフトされた画像５３０
及びテキスト５４０を示している。そのようなシフトは、視点をシフトすることの外観を
与えるために、３Ｄグラフィックスを必要としないことができる。例えば、３Ｄグラフィ
ックスアクセラレーションは、異なる視点の外観を提供するために、画像５３０及びテキ
スト５４０を操作するために使用されることができる。
【００４３】
　図５（Ｃ）及び図６（Ｃ）は、画像５３０及びテキスト５４０の異なる部分を表してい
る。この例では、画像５３０及びテキスト５４０の情報の全ては、画像５３０及びテキス
ト５４０の特定の部分が図５（Ａ）、図６（Ａ）又はその両方の視点においてあるかどう
かを、示された２つの視点の間で表示される。他の例では、視点の外観は、組み合わされ
た視点で表示されるべき情報の全てのためには不十分である量だけシフトされることがで
きる。このような場合には、部分５７０－１、５７０－２のような表示されていない情報
の部分は、同じ情報の一部を含むだろう。
【００４４】
　図７を参照すると、さらに図１乃至図６を参照して、複数のディスプレイパネルにわた
って情報を表示するプロセス７００は、示される段階を含む。しかしながら、プロセス７
００は、一例でしかなく、限定するものではない。プロセス７００は、例えば、段階を追
加したり、削除したり、並べ替えたり、結合したり、及び／または同時に実行したりする
ことによって、変更されることができる。
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【００４５】
　段階７１０で、一組の情報の一部が、第１のディスプレイパネルの少なくとも一部をま
たいで、且つ、第２のディスプレイパネルの少なくとも一部をまたいで、表示される。上
記一組の情報は、情報が１つまたは１つ以上のディスプレイパネルに表示されるかどうか
、及び、どのように表示されるか、にかかわらず、情報の寸法が一定またはほぼ一定のま
まであるように、固定された寸法、例えば境界線を持っている。上記一組の情報の一部は
、表示されない。表示されない情報のこの部分は、第１のディスプレイパネルと第２のデ
ィスプレイパネルとの間のギャップ領域に対応している。
【００４６】
　段階７２０で、第１のディスプレイの少なくとも一部にまたがり且つ第２のディスプレ
イパネルの少なくとも一部にまたがる上記一組の情報の異なる部分が表示される。段階７
１０で表示されなかった上記一組の情報の部分は、段階７２０で、少なくとも部分的に表
示される。上記一組の情報の一部は、段階７２０では表示されない。再びここで、情報の
この部分は、第１のディスプレイパネルと第２のディスプレイパネルとの間のギャップ領
域に対応している。この表示されない部分は、段階７２０で、以前に表示されなかった情
報とは、少なくとも部分的に異なっている。
【００４７】
　別の視点の外観を示すために、段階７１０及び７２０で、指標がユーザに提供されるこ
とができる。したがって、段階７２０が実行されるとき、ユーザは、段階７１０での視点
の外観とは上記一組の情報の異なる視点で、どのように見えるかを見ることができる。上
記指標は、異なる視点の外観を与えるために視覚的な支援や視覚的なガイドを提供するこ
とができ、及び／または、異なるように情報をラベル付け（例えば、「フロントビュー」
対「サイドビュー」）することができる。
【００４８】
　図８を参照すると、さらに図１乃至図６を参照して、複数のディスプレイパネルにわた
って情報を表示するプロセス８００は、示された段階を含む。しかしながら、プロセス８
００は、一例でしかなく、限定するものではない。プロセス８００は、例えば、段階を追
加したり、削除したり、並べ替えたり、結合したり、及び／または同時に実行したりする
ことによって、変更されることができる。
【００４９】
　段階８１０で、第１のディスプレイパネルと第２のディスプレイパネルとの間の距離を
示す入力が受信される。段階８１０は、ディスプレイパネル間の距離が固定されていない
場合には、実行されることが好ましい。例えば、ユーザは、モニタ２４０を距離を変えて
配置することができる。このような状況では、ユーザは、第１のディスプレイパネルと第
２のディスプレイパネルの間のギャップ領域（または、２つより多くのディスプレイパネ
ルが使用される場合には全てのギャップ）のサイズを示す（距離、ディスプレイデバイス
のモデル番号（複数可）などの）入力を提供する。段階８１０は、ギャップ領域１３０の
ように、ギャップ領域のサイズが固定されている場合は、省略されることができる。入力
は、ユーザ提供の距離以外にすることができる。例えば、入力は、それからフレーム寸法
が決定されることができる（例えば、メモリに格納されているルックアップテーブルをア
クセスするプロセッサによって発見される）デバイスのモデル番号（または複数の番号）
であることができる。ギャップの寸法が決定または部分的に決定されることができる、さ
らに別の入力が可能である。フレームの寸法が決定されることができる、フレームの間隙
を示す情報が供給されることができる。さらに、ディスプレイデバイスの一様でない間隙
を示す情報（例えば、異なった水平及び垂直間隙、変化する垂直間隙及び／または変化す
る水平間隙、等々）が提供されることができる。
【００５０】
　段階８２０で、第１のディスプレイパネルの少なくとも一部にまたがり且つ第２のディ
スプレイパネルの少なくとも一部にまたがる一組の情報の一部が表示される。表示されな
かった上記一組の情報の他の部分は、第１のディスプレイパネルと第２のディスプレイパ
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ネルとの間のギャップ領域に対応している。段階８３０で、段階８２０で示された上記一
組の情報の一部が表示されている間、第１の視点を示すグラフィックが表示される。この
グラフィックは、三次元ボックスの外観を提供することができる。
【００５１】
　段階８４０で、視点を変更するために視点トリガデバイスから指示が受信される。視点
トリガデバイスから受信した指示に基づいて、段階８２０及び８３０それぞれで表示され
た、上記一組の情報の部分と視点を示すグラフィックとが、変更される。例えば、加速度
センサは、加速度を検出し、システム（例えば、携帯電話機）の加速度の大きさと方向と
して上記指示を提供する。
【００５２】
　段階８５０で、第１のディスプレイパネルの少なくとも一部にまたがり且つ第２のディ
スプレイパネルの少なくとも一部にまたがる一組の情報の（段階８２０に関して）異なる
部分が、表示される。上記一組の情報の上記異なる部分は、トリガデバイスからの指示に
基づいて（例えば、プロセッサによって）選択される。上記一組の情報のこの部分は、段
階８２０で表示されなかった上記一組の情報の部分の少なくとも一部を含む。段階８２０
に関して、上記一組の情報の別の（少なくとも部分的に異なる）部分は、段階８５０では
表示されない。上記一組の情報のこの表示されない部分は、第１のディスプレイパネルと
第２のディスプレイパネルとの間のギャップ領域に対応している。段階８２０で表示され
た上記一組の情報の部分の一部はまた、段階８５０で、表示されることもできる。段階８
６０で、段階８３０で表示された第１の視点を示すグラフィックが、第２の視点を示すグ
ラフィックに変更される。グラフィックが三次元ボックスの外観を与えた場合、グラフィ
ックの形状は、三次元ボックスが別の角度及び／又は距離から見られたようにそれが見え
るように、変更される。
【００５３】
　方法８００は、さらなる視点の変更のために段階８４０に戻る。（例えば、電話機の傾
斜、ユーザの眼の移動、等）別の所望の視点の新しい指示が受信されると、表示された視
点が変更される。これは、画像が削除される、コンピュータシステムがオフにされる、等
々のような、リセットイベントが発生するまで継続する。リセットが発生すると、方法８
００は、段階８１０で再開するだろう。
【００５４】
　上述の方法、システム、及びデバイスは、例示であり、限定するものではない。様々な
実施形態は、必要に応じて、様々な手順またはコンポーネントを、省略、代替、または追
加することができる。例えば、特定の実施形態に関して説明された機能は、様々な他の実
施形態に組み合わせることができる。別個のものである或いは異なる実施形態中にあると
して上述された異なる態様及びエレメントは、組み合わされることができる。
【００５５】
　具体的な詳細は、例示の構成及び実装の完全な理解を提供するために、説明中に与えら
れている。他の例は、これらの具体的な詳細を使用しても良いし、使用しなくても良い。
【００５６】
例えば、周知の回路、プロセス、アルゴリズム、構造、及び技術は、説明を不明瞭にしな
いために不必要な詳細なしで示されている。
【００５７】
　連続したプロセスで上述された動作は、異なる順序で実行されることができ、動作は、
説明されたプロセスから省略される又は追加されることができ、及び／または同時に実行
されることができる。さらに、上述されたプロセスは、ハードウェア、プロセッサによっ
て実行されるソフトウェア、ファームウェア、ミドルウェア、マイクロコード、ハードウ
ェア記述言語、またはそれらの任意の組合せによって実装されることができる。ソフトウ
ェア、ファームウェア、ミドルウェア、またはマイクロコードで実装された場合、プログ
ラムコードまたは動作を実行するためのコードセグメントは、記録媒体などの非一時的な
コンピュータ可読媒体に格納されることができる。一つ以上のプロセッサは、適切なタス
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【００５８】
　様々な変更、代替構成、及び等価物は、開示の精神から逸脱することなしに使用される
ことができる。例えば、上述されたエレメントは、他のルールが上記説明に優先すること
ができる、さもなければ上記説明を変更することができる、より大規模なシステムのコン
ポーネントであることができる。また、幾つかのステップが、上記のエレメントが考慮さ
れる前に、間に、或いは後に、着手されることができる。したがって、上記の説明は、開
示を制限するものではなく、且つ、特許請求の範囲の境界を定義するものではない。
【００５９】
　他の例及び実装は、上記開示及び添付の特許請求の範囲の範囲及び精神の範囲内である
。機能を実装する特徴は、機能の部分が物理的に異なるロケーションに実装されるように
分配されることを含む、様々なポジションに物理的に配置されることができる。
【００６０】
　また、本明細書中で使用されるように、特許請求の範囲中に含む、「少なくとも一つ」
で始まる項目のリストで使用されるような「または」は、他えば、「少なくとも一つのＡ
，ＢまたはＣ」のリストがＡまたはＢまたはＣまたはＡＢまたはＡＣまたはＢＣまたはＡ
ＢＣ（即ち、Ａ及びＢ及びＣ）を意味するような択一的なリストを示す。
【００６１】
　さらに、１つより多い発明が開示されることができる。

【図１】

【図２】

【図３】
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【図８】

【手続補正書】
【提出日】平成29年4月18日(2017.4.18)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　少なくとも、視点トリガデバイスと、第１のディスプレイパネルと、該第１のディスプ
レイパネルから第１の距離に位置している第２のディスプレイパネルと、に通信可能に結
合されたプロセッサを備えるシステムであって、
　前記プロセッサは、
　　前記第１のディスプレイパネル及び前記第２のディスプレイパネルを使用して、前記
第１のディスプレイパネルの少なくとも一部にまたがり且つ前記第２のディスプレイパネ
ルの少なくとも一部にまたがるディスプレイ領域上に、一組の情報の第１の部分を表示す
る、
　ように構成され、
　　　前記一組の情報は、前記第１の距離よりも大きい、表示上の固定寸法を持ち、及び
、
　　　前記一組の情報の前記第１の部分は、前記第１のディスプレイパネルと前記第２の
ディスプレイパネルとの間のギャップ領域に対応する部分である前記一組の情報の第２の
部分を前記一組の情報から除外した部分であり、前記一組の情報の前記第１の部分と前記
第１の距離とによって前記一組の情報の前記表示上の固定寸法を持つかのように、前記一
組の情報の前記第１の部分が前記ディスプレイ領域上に表示され、
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　前記第１のディスプレイパネル及び前記第２のディスプレイパネルを使用して表示され
る前記第１の部分は、第１の視点から見たような前記一組の情報の第１の表示形態を有し
、
　前記一組の情報の表示形態は、前記視点トリガデバイスから指示される、方向および大
きさに基づき、前記第１の表示形態から、前記第１の視点とは異なる第２の視点からみた
ような第２の表示形態へ、前記第１の視点から前記第２の視点へ視点が移動する外観を提
供するように変更され、
　前記第１の視点から前記第２の視点へ移動することは、前記大きさおよび方向に依存し
、前記一組の情報は、前記大きさおよび方向に応じてシフトされる、
　システム。
【請求項２】
　前記プロセッサは、前記一組の情報の表示形態を前記第２の表示形態へ変更するために
、前記第１のディスプレイパネル及び前記第２のディスプレイパネルを使用して、前記第
１のディスプレイパネルの少なくとも一部及び前記第２のディスプレイパネルの少なくと
も一部にまたがる前記ディスプレイ領域上に、前記一組の情報の第３の部分を表示するよ
うにさらに構成され、
　　前記一組の情報の前記第３の部分は、前記第１のディスプレイパネルと前記第２のデ
ィスプレイパネルとの間の前記ギャップ領域に対応する部分である前記一組の情報の第４
の部分を前記一組の情報から除外した部分であり、前記一組の情報の前記第３の部分と前
記第１の距離とによって前記一組の情報の前記表示上の固定寸法を持つかのように、前記
一組の情報の前記第３の部分が前記ディスプレイ領域上に表示され、及び、
　　前記一組の情報の前記第４の部分及び前記第２の部分は、前記一組の情報の少なくと
も部分的に異なる部分にある、
　請求項１のシステム。
【請求項３】
　前記プロセッサは、
　前記第１のディスプレイパネル及び前記第２のディスプレイパネルを使用して、前記第
１の部分を表示している間は第１のグラフィックを表示することであって、前記第１のグ
ラフィックは、前記第１の視点を示す、第１のグラフィックを表示することと、及び、
　前記第１のディスプレイパネル及び前記第２のディスプレイパネルを使用して、前記第
３の部分を表示している間は第２のグラフィックを表示することであって、前記第２のグ
ラフィックは、前記第１の視点とは異なる前記第２の視点を示す、第２のグラフィックを
表示することと、
　を行うようにさらに構成される、請求項２のシステム。
【請求項４】
　前記第１の部分を表示している間に表示される前記第１のグラフィックは、前記第１の
視点から見たような前記第１の表示形態を有し、及び、
　前記第３の部分を表示している間に表示される前記第２のグラフィックは、前記第２の
視点から見たような前記第２の表示形態を有する、
　請求項３のシステム。
【請求項５】
　前記第４の部分及び前記第２の部分は、前記一組の情報の排他的に異なる部分であり、
　前記第３の部分は、前記第２の部分の情報の内の少なくとも一部を備え、及び、
　前記第４の部分は、前記第１の部分の情報の内の少なくとも一部を備える、
　請求項２のシステム。
【請求項６】
　前記視点トリガデバイスは、前記プロセッサへの指示を提供するように構成され、及び
、
　前記プロセッサは、前記一組の情報の前記第１の部分を表示するか、前記一組の情報の
前記第３の部分を表示するか、を判断するために、前記指示を使用するように構成される
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、
　請求項２のシステム。
【請求項７】
　前記視点トリガデバイスは、前記一組の情報の前記表示形態が変更される時を決定する
ために、さらに、網膜追跡デバイス、タッチパッド、タッチスクリーン、キーボード、ま
たはボタンの少なくとも一つを備える、請求項６のシステム。
【請求項８】
　前記プロセッサは、
　　前記第１のディスプレイパネル、前記第２のディスプレイパネル、及び前記第２のデ
ィスプレイパネルから第２の距離に位置する第３のディスプレイパネルにまたがる前記デ
ィスプレイ領域上に前記第１の部分を表示することであって、前記第２の部分はさらに前
記第２のディスプレイパネルと前記第３のディスプレイパネルとの間の第２のギャップ領
域に対応する情報を備える、前記第１の部分を表示することと、及び、
　　前記第１のディスプレイパネル、前記第２のディスプレイパネル、及び前記第３のデ
ィスプレイパネルにまたがる前記ディスプレイ領域上に前記第３の部分を表示することで
あって、前記第４の部分はさらに前記第２のディスプレイパネルと前記第３のディスプレ
イパネルとの間の前記第２のギャップ領域に対応する情報を備える、前記第３の部分を表
示することと、
　を行うようにさらに構成される、請求項２のシステム。
【請求項９】
　前記プロセッサは、
　前記第１の距離を示し得る入力を受信し、
　前記入力を使用して、前記第１のディスプレイパネルから前記第２のディスプレイパネ
ルまでの前記第１の距離を決定し、及び、
　前記第１の距離に基づいて、前記第３の部分の情報及び前記第４の部分の情報を決定す
る、
　ようにさらに構成される、請求項２のシステム。
【請求項１０】
　前記システムは、移動体通信デバイスを備え、前記第１のディスプレイパネルが、前記
第２のディスプレイパネルと同一平面の第１の位置から、前記第２のディスプレイパネル
を覆う第２の位置へ移動することができるように、前記第１及び第２のディスプレイパネ
ルが移動可能に接続される、請求項１のシステム。
【手続補正２】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００６１
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００６１】
　さらに、１つより多い発明が開示されることができる。
　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。
　［１］　第１のディスプレイパネルと、該第１のディスプレイパネルから第１の距離に
位置している第２のディスプレイパネルと、に通信可能に結合されるように構成されたプ
ロセッサを備えるシステムであって、
　前記プロセッサは、
　　前記第１のディスプレイパネル及び前記第２のディスプレイパネルを使用して、前記
第１のディスプレイパネルの少なくとも一部にまたがり且つ前記第２のディスプレイパネ
ルの少なくとも一部にまたがるディスプレイ領域上に、一組の情報の第１の部分を表示す
る、
　ように構成され、
　　　前記一組の情報は、境界寸法を持ち、及び、
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　　　前記第１の部分は、前記第１のパネルと前記第２のパネルとの間のギャップ領域に
対応する前記一組の情報の第２の部分を除外しており、前記第１の部分は、前記境界寸法
を持つ、システム。
　［２］　前記プロセッサは、前記第１のディスプレイパネル及び前記第２のディスプレ
イパネルを使用して、前記第１のディスプレイパネルの少なくとも一部及び前記第２のデ
ィスプレイパネルの少なくとも一部にまたがる前記ディスプレイ領域上に、前記一組の情
報の第３の部分を表示するようにさらに備えられ、
　　前記一組の情報の前記第３の部分は、前記境界寸法を持つ前記第３の部分を有する、
前記第１のディスプレイパネルと前記第２のディスプレイパネルとの間の前記ギャップ領
域に対応する前記一組の情報の第４の部分を除外し、及び、
　　前記一組の情報の前記第４の部分及び前記第２の部分は、前記一組の情報の少なくと
も部分的に異なる部分にある、［１］のシステム。
　［３］　前記プロセッサは、
　前記第１のディスプレイパネル及び前記第２のディスプレイパネルを使用して、前記第
１の部分を表示している間は第１のグラフィックを表示することであって、前記第１のグ
ラフィックは、第１の視点を示す、第１のグラフィックを表示することと、及び、
　前記第１のディスプレイパネル及び前記第２のディスプレイパネルを使用して、前記第
３の部分を表示している間は第２のグラフィックを表示することであって、前記第２のグ
ラフィックは、前記第１の視点とは異なる第２の視点を示す、第２のグラフィックを表示
することと、
　を行うようにさらに構成される、［２］のシステム。
　［４］　前記第１の部分を表示している間に表示される前記第１のグラフィックは、前
記第１の視点の外観を提供し、及び、
　前記第３の部分を表示している間に表示される前記第２のグラフィックは、前記第２の
視点の外観を提供する、［３］のシステム。
　［５］　前記第４の部分及び前記第２の部分は、前記一組の情報の排他的に異なる部分
であり、
　前記第３の部分は、前記第２の部分の情報の内の少なくとも一部を備え、及び、
　前記第４の部分は、前記第１の部分の情報の内の少なくとも一部を備える、［２］のシ
ステム。
　［６］　前記プロセッサに通信可能に結合された視点トリガデバイスをさらに備え、
　　前記視点トリガデバイスは、前記プロセッサへの指示を提供するように構成され、及
び、
　　前記プロセッサは、前記一組の情報の前記第１の部分を表示するか、前記一組の情報
の前記第３の部分を表示するか、を判断するために、前記指示を使用するように構成され
る、［２］のシステム。
　［７］　前記視点トリガデバイスは、加速度計である、［６］のシステム。
　［８］　前記視点トリガデバイスは、網膜追跡デバイス、タッチパッド、タッチスクリ
ーン、キーボード、またはボタンの少なくとも一つを備える、［６］のシステム。
　［９］　前記プロセッサは、
　　前記第１のディスプレイパネル、前記第２のディスプレイパネル、及び前記第２のデ
ィスプレイパネルから第２の距離に位置する第３のディスプレイパネルにまたがる前記デ
ィスプレイ領域上に前記第１の部分を表示することであって、前記第２の部分はさらに前
記第２のディスプレイパネルと前記第３のパネルとの間の第２のギャップ領域に対応する
情報を備える、前記第１の部分を表示することと、及び、
　　前記第１のディスプレイパネル、前記第２のディスプレイパネル、及び前記第３のデ
ィスプレイパネルにまたがる前記ディスプレイ領域上に前記第３の部分を表示することで
あって、前記第４の部分はさらに前記第２のディスプレイパネルと前記第３のパネルとの
間の前記第２のギャップ領域に対応する情報を備える、前記第３の部分を表示することと
、
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　を行うようにさらに構成される、［２］のシステム。
　［１０］　前記プロセッサは、
　入力を受信し、
　前記入力を使用して、前記第１のディスプレイパネルから前記第２のディスプレイパネ
ルまでの前記第１の距離を決定し、及び、
　前記第１の距離に基づいて、前記第３の部分の情報及び前記第４の部分の情報を決定す
る、
　ようにさらに構成される、［２］のシステム。
　［１１］　前記システムは、移動体通信デバイスを備え、前記第１のディスプレイパネ
ルが、前記第２のディスプレイパネルと同一平面の第１の位置から、前記第２のディスプ
レイパネルを覆う第２の位置へ移動することができるように、前記第１及び第２のディス
プレイパネルが移動可能に接続される、［１］のシステム。
　［１２］　情報を表示するための方法であって、
　第１のディスプレイパネル及び第２のディスプレイパネルを使用して、前記第１のディ
スプレイパネルの少なくとも一部にまたがり且つ前記第２のディスプレイパネルの少なく
とも一部にまたがるディスプレイ領域上に、一組の情報の第１の部分を表示することであ
って、前記第１のディスプレイパネルは前記第２のディスプレイパネルから第１の距離に
配置される、一組の情報の第１の部分を表示すること、
　を備え、
　　　前記一組の情報は、境界寸法を持ち、及び、
　　　前記第１の部分は、前記第１のパネルと前記第２のパネルとの間のギャップ領域に
対応する前記一組の情報の第２の部分を除外しており、前記第１の部分は、前記境界寸法
を持つ、方法。
　［１３］　前記第１のディスプレイパネル及び前記第２のディスプレイパネルを使用し
て、前記第１のディスプレイパネルの少なくとも一部及び前記第２のディスプレイパネル
の少なくとも一部にまたがる前記ディスプレイ領域上に、前記一組の情報の第３の部分を
表示すること、
　をさらに備え、
　　前記一組の情報の前記第３の部分は、前記境界寸法を持つ前記第３の部分を有する、
前記第１のディスプレイパネルと前記第２のディスプレイパネルとの間の前記ギャップ領
域に対応する前記一組の情報の第４の部分を除外し、及び、
　　前記一組の情報の前記第４の部分及び前記第２の部分は、前記一組の情報の少なくと
も部分的に異なる部分にある、［１２］の方法。
　［１４］　前記第１のディスプレイパネル及び前記第２のディスプレイパネルを使用し
て、前記第１の部分を表示している間は第１のグラフィックを表示することであって、前
記第１のグラフィックは、第１の視点を示す、第１のグラフィックを表示することと、及
び、
　前記第１のディスプレイパネル及び前記第２のディスプレイパネルを使用して、前記第
３の部分を表示している間は第２のグラフィックを表示することであって、前記第２のグ
ラフィックは、前記第１の視点とは異なる第２の視点を示す、第２のグラフィックを表示
することと、
　をさらに備える、［１３］の方法。
　［１５］　前記第１のグラフィックは、前記第１の部分を表示することが前記第１の視
点の外観を提供している間、表示され、及び、
　前記第２のグラフィックは、前記第３の部分を表示することが前記第２の視点の外観を
提供している間、表示される、［１３］の方法。
　［１６］　前記第４の部分及び前記第２の部分は、排他的に異なる部分であり、
　前記第３の部分は、前記第２の部分の情報の内の少なくとも一部を備え、及び、
　前記第４の部分は、前記第１の部分の情報の内の少なくとも一部を備える、［１３］の
方法。
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　［１７］　視点トリガデバイスからの指示を受信することと、及び、
　前記指示に基づいて、前記第３の部分を選択することと、
　をさらに備える、［１３］の方法。
　［１８］　加速度を検出することと、及び、
　前記加速度の方向及び大きさを示す指示を提供することと、
　をさらに備える、［１７］の方法。
　［１９］　前記第１のディスプレイパネル、前記第２のディスプレイパネル、及び前記
第２のディスプレイパネルから第２の距離に位置する第３のディスプレイパネルにまたが
る前記ディスプレイ領域上に前記第１の部分を表示することであって、前記第２の部分は
さらに前記第２のディスプレイパネルと前記第３のパネルとの間の第２のギャップ領域に
対応する情報を備える、前記第１の部分を表示することと、及び、
　　前記第１のディスプレイパネル、前記第２のディスプレイパネル、及び前記第３のデ
ィスプレイパネルにまたがる前記ディスプレイ領域上に前記第３の部分を表示することで
あって、前記第４の部分はさらに前記第２のディスプレイパネルと前記第３のパネルとの
間の前記第２のギャップ領域に対応する情報を備える、前記第３の部分を表示することと
、
　をさらに備える、［１３］の方法。
　［２０］　入力を受信することと、
　前記入力を使用して、前記第１のディスプレイパネルから前記第２のディスプレイパネ
ルまでの前記第１の距離を決定することと、及び、
　前記第１の距離を使用して、前記第３の部分の情報及び前記第４の部分の情報を決定す
ることと、
　をさらに備える、［１３］の方法。
　［２１］　非一時的なプロセッサ可読媒体上に存在し、プロセッサに、
　　第１のディスプレイパネル及び第２のディスプレイパネルを使用して、前記第１のデ
ィスプレイパネルの少なくとも一部にまたがり且つ前記第２のディスプレイパネルの少な
くとも一部にまたがるディスプレイ領域上に、一組の情報の第１の部分を表示することで
あって、前記第１のディスプレイパネルは前記第２のディスプレイパネルから第１の距離
に配置される、一組の情報の第１の部分を表示することと、
　を行わせるプロセッサ可読命令を備える、コンピュータプログラム製品であって、
　　　前記一組の情報は、境界寸法を持ち、及び、
　　　前記第１の部分は、前記第１のパネルと前記第２のパネルとの間のギャップ領域に
対応する前記一組の情報の第２の部分を除外しており、前記第１の部分は、前記境界寸法
を持つ、コンピュータプログラム製品。
　［２２］　前記プロセッサに、前記第１のディスプレイパネル及び前記第２のディスプ
レイパネルを使用して、前記第１のディスプレイパネルの少なくとも一部及び前記第２の
ディスプレイパネルの少なくとも一部にまたがる前記ディスプレイ領域上に、前記一組の
情報の第３の部分を表示させるように構成されたプロセッサ可読命令をさらに備え、
　　前記一組の情報の前記第３の部分は、前記境界寸法を持つ前記第３の部分を有する、
前記第１のディスプレイパネルと前記第２のディスプレイパネルとの間の前記ギャップ領
域に対応する前記一組の情報の第４の部分を除外し、及び、
　　前記一組の情報の前記第４の部分及び前記第２の部分は、前記一組の情報の少なくと
も部分的に異なる部分にある、［２１］のコンピュータプログラム製品。
　［２３］　前記プロセッサに、
　前記第１の部分を表示している間は第１のグラフィックを表示することであって、前記
第１のグラフィックは、第１の視点を示す、第１のグラフィックを表示することと、及び
、
　前記第３の部分を表示している間は第２のグラフィックを表示することであって、前記
第２のグラフィックは、前記第１の視点とは異なる第２の視点を示す、第２のグラフィッ
クを表示することと、
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　を行わせるように構成されたプロセッサ可読命令をさらに備える、［２２］のコンピュ
ータプログラム製品。
　［２４］　前記第１の部分を表示している間に表示される前記第１のグラフィックは、
前記第１の視点の外観を提供し、及び、
　前記第３の部分を表示している間に表示される前記第２のグラフィックは、前記第２の
視点の外観を提供する、
　［２３］のコンピュータプログラム製品。
　［２５］　前記一組の情報の前記第４の部分及び前記一組の情報の前記第２の部分は、
排他的に異なる部分であり、
　前記一組の情報の前記第３の部分は、前記一組の情報の前記第２の部分の情報の内の少
なくとも一部を備え、及び、
　前記一組の情報の前記第４の部分は、前記一組の情報の前記第１の部分の情報の内の少
なくとも一部を備える、
　［２２］のコンピュータプログラム製品。
　［２６］　前記プロセッサに、
　　前記第１のディスプレイパネル、前記第２のディスプレイパネル、及び前記第２のデ
ィスプレイパネルから第２の距離に位置する第３のディスプレイパネルにまたがる前記デ
ィスプレイ領域上に前記第１の部分を表示することであって、前記第２の部分はさらに前
記第２のディスプレイパネルと前記第３のパネルとの間の第２のギャップ領域に対応する
情報を備える、前記第１の部分を表示することと、及び、
　　前記第１のディスプレイパネル、前記第２のディスプレイパネル、及び前記第３のデ
ィスプレイパネルにまたがる前記ディスプレイ領域上に前記第３の部分を表示することで
あって、前記第４の部分はさらに前記第２のディスプレイパネルと前記第３のパネルとの
間の前記第２のギャップ領域に対応する情報を備える、前記第３の部分を表示することと
、
　を行わせるように構成されたプロセッサ可読命令をさらに備える、［２２］のコンピュ
ータプログラム製品。
　［２７］　前記プロセッサに、
　入力を受信することと、
　前記入力を使用して、前記第１のディスプレイパネルから前記第２のディスプレイパネ
ルまでの前記第１の距離を決定することと、及び、
　前記第１の距離に基づいて、前記第３の部分の情報及び前記第４の部分の情報を決定す
ることと、
　を行わせるように構成されたプロセッサ可読命令をさらに備える、［２２］のコンピュ
ータプログラム製品。
　［２８］　第１のディスプレイパネルの少なくとも一部にまたがり且つ第２のディスプ
レイパネルの少なくとも一部にまたがるディスプレイ領域上に、一組の情報の第１の部分
を表示するための手段であって、前記第１のディスプレイパネルは前記第２のディスプレ
イパネルから第１の距離に配置される、一組の情報の第１の部分を表示するための手段、
　を備え、
　　前記一組の情報は、境界寸法を持ち、及び、
　　前記第１の部分は、前記第１のパネルと前記第２のパネルとの間のギャップ領域に対
応する前記一組の情報の第２の部分を除外しており、前記第１の部分は、前記境界寸法を
持つ、システム。
　［２９］　前記第１のディスプレイパネルの少なくとも一部及び前記第２のディスプレ
イパネルの少なくとも一部にまたがる前記ディスプレイ領域上に、前記一組の情報の第３
の部分を表示するための手段、
　をさらに備え、
　　前記一組の情報の前記第３の部分は、前記境界寸法を持つ前記第３の部分を有する、
前記第１のディスプレイパネルと前記第２のディスプレイパネルとの間の前記ギャップ領
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域に対応する前記一組の情報の第４の部分を除外し、及び、
　　前記一組の情報の前記第４の部分及び前記第２の部分は、前記一組の情報の少なくと
も部分的に異なる部分にある、［２８］のシステム。
　［３０］　前記一組の情報の前記第１の部分を表示している間は第１のグラフィックを
表示するための手段であって、前記第１のグラフィックは、第１の視点を示す、第１のグ
ラフィックを表示するための手段と、及び、
　前記一組の情報の前記第３の部分を表示している間は第２のグラフィックを表示するた
めの手段であって、前記第２のグラフィックは、前記第１の視点とは異なる第２の視点を
示す、第２のグラフィックを表示するための手段と、
　をさらに備える、［２９］のシステム。
　［３１］　前記第１の部分を表示している間に表示される前記第１のグラフィックは、
前記第１の視点の外観を提供し、及び、
　前記第３の部分を表示している間に表示される前記第２のグラフィックは、前記第２の
視点の外観を提供する、［３０］のシステム。
　［３２］　前記第４の部分及び前記第２の部分は、排他的に異なる部分であり、
　前記第３の部分は、前記第２の部分の情報の内の少なくとも一部を備え、及び、
　前記第４の部分は、前記第１の部分の情報の内の少なくとも一部を備える、
　［２９］のシステム。
　［３３］　前記一組の情報の前記第１の部分を表示するか、前記一組の情報の前記第３
の部分を表示するか、を判断するための手段をさらに備える、［２９］のシステム。
　［３４］　前記第１のディスプレイパネル、前記第２のディスプレイパネル、及び前記
第２のディスプレイパネルから第２の距離に位置する第３のディスプレイパネルにまたが
る前記ディスプレイ領域上に前記第１の部分を表示するための手段であって、前記第２の
部分はさらに前記第２のディスプレイパネルと前記第３のパネルとの間の第２のギャップ
領域に対応する情報を備える、前記第１の部分を表示するための手段と、及び、
　　前記第１のディスプレイパネル、前記第２のディスプレイパネル、及び前記第３のデ
ィスプレイパネルにまたがる前記ディスプレイ領域上に前記第３の部分を表示するための
手段であって、前記第４の部分はさらに前記第２のディスプレイパネルと前記第３のパネ
ルとの間の前記第２のギャップ領域に対応する情報を備える、前記第３の部分を表示する
ための手段と、
　をさらに備える、［２９］のシステム。
　［３５］　入力を受信するための手段と、
　前記入力を使用して、前記第１のディスプレイパネルから前記第２のディスプレイパネ
ルまでの前記第１の距離を決定するための手段と、及び、
　前記第１の距離を使用して、前記第３の部分の情報及び前記第４の部分の情報を決定す
るための手段と、
　をさらに備える、［２９］のシステム。
　［３６］　前記システムは、移動体通信デバイスを備える、［２８］のシステム。
　［３７］　情報を表示するように構成された第１のディスプレイパネルと、
　前記第１のディスプレイパネルから距離を置いて配置された、情報を表示するように構
成された第２のディスプレイパネルと、
　前記第１のディスプレイパネル及び前記第２のディスプレイパネルに通信可能に結合さ
れたプロセッサと、
　を備え、前記プロセッサは、
　　前記第１のディスプレイパネル及び前記第２のディスプレイパネルを使用して、前記
第１のディスプレイパネルの少なくとも一部にまたがり且つ前記第２のディスプレイパネ
ルの少なくとも一部にまたがるディスプレイ領域上に、一組の情報の第１の部分を表示す
る、
　ように構成され、
　　　前記一組の情報は、境界寸法を持ち、及び、
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　　　前記第１の部分は、前記第１のパネルと前記第２のパネルとの間のギャップ領域に
対応する前記一組の情報の第２の部分を除外しており、前記第１の部分は、前記境界寸法
を持つ、マルチディスプレイシステム。
　［３８］　前記プロセッサは、
　前記第１のディスプレイパネル及び前記第２のディスプレイパネルを使用して、前記第
１のディスプレイパネルの少なくとも一部及び前記第２のディスプレイパネルの少なくと
も一部にまたがる前記ディスプレイ領域上に、前記一組の情報の第３の部分を表示するよ
うにさらに構成され、
　　前記一組の情報の前記第３の部分は、前記境界寸法を持つ前記第３の部分を有する、
前記第１のディスプレイパネルと前記第２のディスプレイパネルとの間の前記ギャップ領
域に対応する前記一組の情報の第４の部分を除外し、及び、
　　前記一組の情報の前記第４の部分及び前記第２の部分は、前記一組の情報の少なくと
も部分的に異なる部分にある、
　［３７］のマルチパネルディスプレイシステム。
　［３９］　前記プロセッサは、
　前記一組の情報の前記第１の部分を表示している間は第１のグラフィックを表示するこ
とであって、前記第１のグラフィックは、第１の視点を示す、第１のグラフィックを表示
することと、及び、
　前記一組の情報の前記第３の部分を表示している間は第２のグラフィックを表示するこ
とであって、前記第２のグラフィックは、前記第１の視点とは異なる第２の視点を示す、
第２のグラフィックを表示することと、
　を行うようにさらに構成される、［３８］のマルチパネルディスプレイシステム。
　［４０］　前記第１の部分を表示している間に表示される前記第１のグラフィックは、
前記第１の視点の外観を提供し、及び、
　前記第３の部分を表示している間に表示される前記第２のグラフィックは、前記第２の
視点の外観を提供する、
　［３９］のマルチパネルディスプレイシステム。
　［４１］　前記プロセッサに通信可能に結合された視点トリガデバイスをさらに備え、
　　前記視点トリガデバイスは、前記プロセッサへの指示を提供するように構成され、及
び、
　　前記プロセッサは、前記一組の情報の前記第１の部分を表示するか、前記一組の情報
の前記第３の部分を表示するか、を判断するために、前記指示を使用するように構成され
る、［３８］のマルチパネルディスプレイシステム。
　［４２］　前記視点トリガデバイスは、加速度計、網膜追跡デバイス、タッチパッド、
タッチスクリーン、キーボード、またはボタンの少なくとも一つを備える、［４１］のマ
ルチパネルディスプレイシステム。
　［４３］　情報を表示するように構成された第３のディスプレイパネルをさらに備え、
前記プロセッサは、
　　前記第１のディスプレイパネル、前記第２のディスプレイパネル、及び第３のディス
プレイパネルにまたがる前記ディスプレイ領域上に前記第１の部分を表示することであっ
て、前記第２の部分はさらに前記第２のディスプレイパネルと前記第３のパネルとの間の
第２のギャップ領域に対応する情報を備える、前記第１の部分を表示することと、及び、
　　前記第１のディスプレイパネル、前記第２のディスプレイパネル、及び前記第３のデ
ィスプレイパネルにまたがる前記ディスプレイ領域上に前記第３の部分を表示することで
あって、前記第４の部分はさらに前記第２のディスプレイパネルと前記第３のパネルとの
間の前記第２のギャップ領域に対応する情報を備える、前記第３の部分を表示することと
、
　を行うようにさらに構成される、［３８］のマルチパネルディスプレイシステム。
　［４４］　前記システムは、移動体通信デバイスを備え、前記第１のディスプレイパネ
ル、前記第２のディスプレイパネル、及び前記第３のディスプレイパネルは、同一平面関
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係に配置されるように構成される、［４３］のマルチパネルディスプレイシステム。
　［４５］　前記第１のディスプレイパネルと前記第２のディスプレイパネルとの間の前
記距離の少なくとも一部を占める、前記第１及び第２のディスプレイパネルそれぞれの、
第１及び第２のハウジングをさらに備える、［３７］のマルチパネルディスプレイシステ
ム。
　［４６］　前記第１のディスプレイパネル及び前記第２のディスプレイパネルに加えて
、複数のディスプレイパネルをさらに備える、［３７］のマルチパネルディスプレイシス
テム。
　［４７］　前記第１のディスプレイパネル、前記第２のディスプレイパネル、及び前記
複数のディスプレイパネルは、一列又は２次元配列の何れかで配置される、［４６］のマ
ルチパネルディスプレイシステム。
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