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(57)【要約】　　　（修正有）
【課題】それぞれが画像をキャプチャするよう構成され
ている複数のアプリケーションを記憶したモバイル・デ
バイスを動作させる方法及び装置を提供する。
【解決手段】複数のアプリケーションのうちの所定のア
プリケーションの起動をリクエストする第１のユーザ入
力データを受信するステップを含む。所定のアプリケー
ションは、ユーザにより起動される。所定のアプリケー
ションを起動した後、モバイル・デバイスに記憶された
画像キャプチャ・アプリケーションの全てがユーザに利
用可能となるエントリ・ポイントとして機能するユーザ
・インタフェースが提示される。
【選択図】図９
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　複数のアプリケーションを記憶したモバイル・デバイスを動作させる方法であって、前
記複数のアプリケーションの各々は、画像をキャプチャ及び／又は処理するよう構成され
ており、前記方法は、
　起動されている第１のアプリケーションにおいて第１のユーザ・インタフェースを介し
て、以前にキャプチャされた画像を表示することを求めるユーザ・リクエストを受信する
ステップと、
　リッチ・メディア・タイプの画像を含む前記以前にキャプチャされた画像を表示するス
テップであって、前記リッチ・メディア・タイプの画像は、基本的な画像データと、前記
リッチ・メディア・タイプの画像をレンダリングするために使用される関連バッキング・
データと、を含むリッチ・メディア・データ・フォーマットで記憶されており、前記リッ
チ・メディア・タイプの画像は、前記起動されている第１のアプリケーションを介して、
前記リッチ・メディア・データ・フォーマットの全てを含んでいるものではないフォーマ
ットで表示される、ステップと、
　前記リッチ・メディア・タイプの画像のうちの少なくとも１つのリッチ・メディア・タ
イプの画像についての前記基本的な画像データとともに、前記複数のアプリケーションの
うちの第２のアプリケーションを起動するよう動作可能であるリンクを提供するステップ
であって、前記第２のアプリケーションは、前記少なくとも１つのリッチ・メディア・タ
イプの画像をキャプチャしたアプリケーションであって、前記リッチ・メディア・データ
・フォーマットの全てを含むフォーマットで、前記少なくとも１つのリッチ・メディア・
タイプの画像を表示することができるアプリケーションである、ステップと、
　を含む、方法。
【請求項２】
　前記基本的な画像データは、ＪＰＥＧ画像として表現される、請求項１記載の方法。
【請求項３】
　前記基本的な画像データ及び前記関連バッキング・データは、パノラマ画像をレンダリ
ングするために使用される、請求項２記載の方法。
【請求項４】
　前記基本的な画像データ及び前記関連バッキング・データは、３次元画像をレンダリン
グするために使用される、請求項２記載の方法。
【請求項５】
　前記モバイル・デバイスがアバブ・ロック状態にあるときに、前記第１のユーザ・イン
タフェースは、前記モバイル・デバイスのユーザに提示するために利用可能である、請求
項１記載の方法。
【請求項６】
　前記複数のアプリケーションのうちの予め定められたアプリケーションは、前記モバイ
ル・デバイスがアバブ・ロック状態にあるときには、利用可能でない、請求項１記載の方
法。
【請求項７】
　ユーザ・インタフェースからのアプリケーション起動ボタンのアクティブ化は、前記複
数のアプリケーションの全てと、前記複数のアプリケーションのうち、前記モバイル・デ
バイスがアバブ・ロック状態にあるときには利用可能でないアプリケーションと、のイン
ジケーションを提供する、請求項１記載の方法。
【請求項８】
　前記モバイル・デバイスがビロウ・ロック状態にあるときに利用可能である、前記第１
のアプリケーションの１以上の機能は、前記モバイル・デバイスがアバブ・ロック状態に
あるときには、前記モバイル・デバイスのユーザに利用可能でない、請求項１記載の方法
。
【請求項９】
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　利用可能でない前記機能のうちの１つの機能をリクエストする入力データを受信するス
テップと、
　前記入力データに基づいて、前記モバイル・デバイスの状態を前記ビロウ・ロック状態
に変更するよう動作可能な第２のユーザ・インタフェースを前記ユーザに提示するステッ
プと、
　をさらに含む、請求項８記載の方法。
【請求項１０】
　モバイル・デバイスに請求項１乃至９いずれか一項記載の方法を実行させるプログラム
。
【発明の詳細な説明】
【背景技術】
【０００１】
　例えば、携帯電話デバイス、ハンドヘルド・デバイス、ハンドヘルド・コンピュータ（
例えば、タブレット）、スマートフォン、及びＰＤＡ等の、画像キャプチャ機能を有する
モバイル・デバイスの人気が高まるにつれ、ユーザがダウンロードした、あるいはユーザ
のモバイル・デバイスにインストールされた複数の画像キャプチャ・アプリケーション及
び画像処理アプリケーションへの迅速なアクセスを可能にすることにより、ユーザ・エク
スペリエンスを向上させる必要性が生じている。
【０００２】
　例えば、フレーム、異なるフィルタ及びレンズ、並びに特別なエフェクトを画像に適用
する特殊化した画像キャプチャ・アプリケーションが存在する。例えば、いくつかのアプ
リケーションは、二重露光画像、パノラマ画像、３次元（３Ｄ）画像、又はビンテージ調
の画像を提供する。
【０００３】
　したがって、モバイル・デバイス・ユーザの画像キャプチャ・アプリケーション及び画
像処理アプリケーションへの迅速で便利なアクセスを可能にする技術の向上のための機会
が存在する。
【発明の概要】
【０００４】
　モバイル・デバイス・ユーザがボタンのクリックを用いてネイティブ画像キャプチャ・
アプリケーション（native　image-capture　application）内の画像キャプチャ・アプリ
ケーションの全てに容易にアクセスすることを可能にする装置、コンピュータ読み取り可
能な記憶媒体、及び方法が開示される。一実装において、モバイル・デバイスでユーザに
利用可能な画像キャプチャ・アプリケーションの全てをリストする画像キャプチャ・アプ
リケーション・スクリーンをユーザが起動することを可能にするアプリケーション起動ボ
タンが提供される。アプリケーション起動ボタンは、ネイティブ画像キャプチャ・アプリ
ケーション（相手先ブランドによる製造会社により提供されるアプリケーション）と、さ
らにはサード・パーティ・アプリケーションとの両方において、利用可能となり得る。こ
のように、アプリケーション起動ボタンは、全ての利用可能な画像キャプチャ・アプリケ
ーションへのコンテキスト内エントリ・ポイント（in-context　entry　point）として機
能し、エンド・ユーザが１つの画像キャプチャ・アプリケーションから別の画像キャプチ
ャ・アプリケーションへ容易に切り替えることを可能にする。
【０００５】
　１つの特定の実装において、デバイスがロックされている（すなわち、アバブ・ロック
されている状態（in　an　above-locked　state）にある）ときであっても、エンド・ユ
ーザは、ボタンのクリックを用いて、画像キャプチャ・アプリケーションのいくつか又は
全てにアクセスすることができる。しかしながら、場合によっては、モバイル・デバイス
がロックされているときであっても利用可能な画像キャプチャ・アプリケーションは、制
限された機能しか提供し得ない。すなわち、モバイル・デバイスがロックされているとき
、アプリケーションのいくつかの機能は無効にされ得る。
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【０００６】
　別の特定の実装において、モバイル・デバイスは、リッチ・メディア・フォーマットで
キャプチャされた画像の単純な画像表現（image　representation）（例えば、ＪＰＥＧ
又はＭＰ４）を表示することができる。そのようなリッチ・メディア・フォーマットは、
例えば、３次元フォーマット又はパノラマ・フォーマット等、任意の多様なフォーマット
で画像を提示することを可能にする追加の情報を含む。さらに、モバイル・デバイスは、
画像を取得した画像関連アプリケーションへ戻るリンクとともに、単純な表現をユーザに
提示することができる。このようにして、ユーザは、画像の完全なリッチ・メディア表現
をキャプチャして見るために、リッチ・メディア・アプリケーションを迅速に起動するこ
とができる。
【０００７】
　この概要は、詳細な説明において以下でさらに説明されるコンセプトのうち選択したも
のを簡略化した形で紹介するために提供される。この概要は、特許請求される主題の主要
な特徴又は必要不可欠な特徴を特定することを意図するものではないし、特許請求される
主題の範囲を決定する際の助けとして使用されることを意図するものでもない。
【図面の簡単な説明】
【０００８】
【図１】多様なオプションのハードウェア・コンポーネント及びソフトウェア・コンポー
ネントを含む例示的なモバイル・デバイスを示すシステム図。
【図２Ａ】タッチ・スクリーン・ディスプレイ、画像キャプチャ・デバイス、近接センサ
、及びボタンを含むモバイル・デバイスの一般化された例を示す図。
【図２Ｂ】タッチ・スクリーン・ディスプレイ、画像キャプチャ・デバイス、近接センサ
、及びボタンを含むモバイル・デバイスの一般化された例を示す図。
【図３】画像キャプチャ・アプリケーションを提供するモバイル・デバイスの一般化され
た例を示す図。
【図４】全ての利用可能な画像キャプチャ・アプリケーションへの単一のエントリ・ポイ
ントを提示するモバイル・デバイスの一般化された例を示す図。
【図５】画像キャプチャ・アプリケーションを提供するモバイル・デバイスの一般化され
た例を示す図。
【図６】モバイル・デバイスがアバブ・ロック状態にあるときに、全ての利用可能な画像
キャプチャ・アプリケーションへの単一のエントリ・ポイントを提示するモバイル・デバ
イスの一般化された例を示す図。
【図７】画像キャプチャ・アプリケーション設定を提示するモバイル・デバイスの一般化
された例を示す図。
【図８Ａ】ロック・スクリーンを提示するモバイル・デバイスの一般化された例を示す図
。
【図８Ｂ】認証ユーザ・インタフェースを提示するモバイル・デバイスの一般化された例
を示す図。
【図９】開示された技術の例示的な実装の概要を示すフローチャート。
【図１０】画像をキャプチャしたアプリケーション（「３Ｄ画像アプリケーション」）へ
戻るリンクとともに、リッチ・メディア画像の基本的な表現を提示するモバイル・デバイ
スの一般化された例を示す図。
【発明を実施するための形態】
【０００９】
　本開示は、限定することを意図しない代表的な実施形態のコンテキストにおいて説明さ
れる。
【００１０】
　本出願及び特許請求の範囲において使用されるとき、単数形の「ａ」、「ａｎ」、及び
「ｔｈｅ」は、文脈が明確に別なふうに示さない限り、複数形を含む。さらに、「含む（
include）」という語は、「備える（comprise）」を意味する。さらに、「結合された（c
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oupled）」という語は、機械的結合、電気的結合、磁気的結合、光的結合とともにアイテ
ムを一緒に結合する又はリンクする他の実用的な形を包含し、結合されたアイテム間の中
間要素の存在を排除しない。
【００１１】
　本明細書において説明される物事及び方法は、限定的なものとして解釈すべきではない
。そうではなく、本開示は、単独で並びに様々な組合せ及び下位組合せで開示される様々
な実施形態の新規で非自明な特徴及び態様の全てに関する。開示されるシステム、方法、
及び装置は、任意の特定の態様若しくは特徴又はそれらの組合せに限定されない、あるい
は、開示される物事及び方法は、１以上の特定の効果が提供されることを必要としないし
、１以上の特定の課題が解決されることを必要としない。
【００１２】
　開示される方法のいくつかの動作は、便利なプレゼンテーションのため、特定のシーケ
ンシャルな順番で説明されるが、この形の説明は、特定の順番が以下で説明される具体的
な言葉で必要とされない限り、再配置（rearrangement）を包含する。例えば、シーケン
シャルに説明される動作は、場合によっては、再配置されてもよいし、省略されてもよい
し、又は、同時に実行されてもよい。さらに、単純さの目的上、添付の図面は、開示され
る物事及び方法が他の物事及び方法とともに使用され得る様々な形を示してはいない。さ
らに、本記載は、開示される方法を説明するために、「生成する（produce）」、「発生
させる（generate）」、「選択する」、「キャプチャする」、及び「提供する」等という
語をしばしば使用する。これらの語は、実行される実際の動作の高レベルな抽象概念であ
る。これらの語に対応する実際の動作は、特定の実装に応じて変わり得るものであり、当
業者により容易に認識できるものである。
【００１３】
　開示される方法のいずれも、１以上のコンピュータ読み取り可能な記憶媒体（例えば、
（ＤＲＡＭ又はＳＲＡＭ等の）１以上の揮発性メモリ・コンポーネント又は（ハード・ド
ライブ等の）１以上の不揮発性メモリ・コンポーネント等の非トランジトリなコンピュー
タ読み取り可能な媒体）に記憶され、コンピュータ（例えば、スマートフォン又はコンピ
ューティング・ハードウェアを含む他のモバイル・デバイス等の市販のコンピュータ）で
実行されるコンピュータ実行可能な命令として実装することができる。開示される技術を
実装するコンピュータ実行可能な命令とともに開示される実施形態の実行中に作成され使
用されるデータは、１以上のコンピュータ読み取り可能な記憶媒体（例えば、非トランジ
トリなコンピュータ読み取り可能な記憶媒体）に記憶することができる。コンピュータ実
行可能な命令は、例えば、専用ソフトウェア・アプリケーション、又は、ウェブ・ブラウ
ザ又は他のソフトウェア・アプリケーション（リモート・コンピューティング・アプリケ
ーション等）を介してアクセス又はダウンロードされるソフトウェア・アプリケーション
の一部とすることができる。そのようなソフトウェアは、例えば、単一のローカル・コン
ピュータ（例えば、任意の適切な市販のコンピュータ）上で、又は１以上のネットワーク
・コンピュータを用いるネットワーク環境で（例えば、インタネット、ワイド・エリア・
ネットワーク、ローカル・エリア・ネットワーク、（クラウド・コンピューティング・ネ
ットワーク等の）クライアント・サーバ・ネットワーク、又は他のそのようなネットワー
クを介して）、実行することができる。
【００１４】
　開示される方法により、サード・パーティの開発者は、ユーザ・エクスペリエンスを向
上させ、基本的なユーザ・インタフェース及びアプリケーション・プログラミング・イン
タフェース（ＡＰＩ）機能を開発者に提供する複数のサービスにアクセスすることができ
る。それにより、サード・パーティの開発者は、本システムと互換性のあるアプリケーシ
ョンを効率的に作成することが可能となる。本明細書において使用されるとき、「サービ
ス」という語は、ユーザ・インタフェースを有さず、ＡＰＩ等の呼び出しインタフェース
を介してプログラム的にアクセスされる呼び出しプロセスのための何らかのタスクを実行
するユーティリティ（utility）、ファンクション、又はプログラム・コード・モジュー
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ルを指す。
【００１５】
　明瞭さのため、ソフトウェアベースの実装の所定の選択された態様だけが説明される。
当技術分野においてよく知られている他の詳細は省略される。例えば、開示される技術は
、特定のコンピュータ言語又はコンピュータ・プログラムに限定されないことを理解すべ
きである。例えば、開示される技術は、Ｃ＋＋、Ｊａｖａ（登録商標）、Ｐｅｒｌ、Ｊａ
ｖａＳｃｒｉｐｔ（登録商標）、ＨＴＭＬ５、又は任意の他の適切なプログラミング言語
で書かれたソフトウェアにより実装することができる。同様に、開示される技術は、特定
のコンピュータ又は特定の種類のハードウェアに限定されない。適切なコンピュータ及び
ハードウェアの所定の詳細はよく知られており、本開示において詳細に説明される必要は
ない。
【００１６】
　さらに、（例えば、開示される方法のいずれかをコンピュータに実行させるコンピュー
タ実行可能な命令を含む）ソフトウェアベースの実施形態はいずれも、アップロードでき
るし、ダウンロードできるし、あるいは、適切な通信手段を介してリモートからアクセス
することができる。そのような適切な通信手段は、例えば、インタネット、ワールド・ワ
イド・ウェブ、イントラネット、ソフトウェア・アプリケーション、（ファイバ光ケーブ
ルを含む）ケーブル、磁気通信、（ＲＦ、マイクロ波、及び赤外線通信を含む）電磁気通
信、電子通信、又は他のそのような通信手段を含む。
【００１７】
　本開示の装置又は方法に関連して本明細書において提示される動作の理論、科学的原理
、又は他の理論的説明が、より良い理解のために提供されるが、これらは、範囲を限定す
るよう意図するものではない。添付の特許請求の範囲における装置及び方法は、そのよう
な動作の理論により説明される態様で機能する装置及び方法に限定されない。
【００１８】
　以下の記載において、「上へ」、「下へ」、「より上の」、「より下の」、「水平な」
、「垂直な」、「左」、「右」、「重なって」、「上に」、「近くの」等の所定の用語が
使用され得る。これらの用語は、適切である場合、相対的な関係を扱うときの明瞭な説明
を提供するために使用される。しかしながら、これらの用語は、絶対的な関係、位置、及
び／又は向きを示すよう意図するものではない。
【００１９】
　本開示において使用されるとき、アバブ・ロック（above-lock）は、デバイスがアバブ
・ロック状態にある（すなわち、「ロックされている」状態にある）結果、デバイスの少
なくともいくつかの機能がユーザに利用可能でないデバイスの状態を意味する。本開示に
おいて使用されるとき、ビロウ・ロック（below-lock）は、アバブ・ロック状態において
ユーザに利用可能でない追加の機能が利用可能であるデバイスの状態を意味する。さらに
、アバブ・ロック認証状態又はビロウ・ロック認証状態と必ずしも相互排他的ではない他
の状態を有するデバイスが説明され得る。例えば、いくつかの実施形態では、デバイスは
、低電力状態又はアクティブ状態のいずれかにありながら、同時にアバブ・ロック状態に
あることがあり得る。同様に、いくつかの実施形態では、デバイスは、ビロウ・ロック状
態にありながら、同時に低電力状態又はアクティブ状態にあることがあり得る。
【００２０】
　ソフトウェア・アプリケーションは、モバイル・デバイスの販売及び人気の駆動力を構
成する。モバイル・デバイスのコンピューティング・パワー及び機能は、様々なウェブサ
イトからダウンロードするために利用可能なアプリケーションをダウンロードして使用す
るために、しばしば使用される。アプリケーションは、一般に、スポーツ・ニュースを提
供する、電子メール（ｅｍａｉｌ）にアクセスする、ＧＰＳ（global　positioning　sys
tem）にアクセスする、ビデオ・ゲームをプレイする、音楽及びビデオを再生する等、様
々な機能を実行するためにモバイル・デバイスにダウンロードされモバイル・デバイスで
実行される実行可能なプログラムである。
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【００２１】
　本明細書において使用されるとき、「画像関連アプリケーション」という語は、画像を
キャプチャ及び／又は処理することができるアプリケーションを指すために使用される。
すなわち、画像キャプチャ・アプリケーション及び画像処理アプリケーションの両方が、
画像関連アプリケーションと呼ばれ得る。さらに、映像は、静止画像の連続として扱われ
得るので、「画像」及び「映像」という語は、文脈が明確に別なふうに示さない限り、し
ばしば互いに置き換え可能なものとして使用される。
【００２２】
　前述したように、現在、ユーザは多くの画像キャプチャ・アプリケーションにアクセス
することができ、その結果、異なる状況で使用するために、そのような複数の画像関連ア
プリケーションをしばしばダウンロードする。そのようなアプリケーションにアクセスす
るために、ユーザは、通常、モバイル・デバイスに記憶された他の全てのアプリケーショ
ンの中から、関心のあるアプリケーションを探さなければならない。他の画像関連アプリ
ケーションだけでなく、他のタイプのアプリケーションとも混ざり合っている特定の画像
関連アプリケーションを探すことは、難しいことであり得る。このプロセスは、煩わしく
、ユーザが写真を撮る前に必要とされる時間を延ばし得る。これは、都合が悪く、ユーザ
に所望の画像をキャプチャすることを失敗させてしまうことさえある。
【００２３】
　開示される技術は、モバイル・デバイス上の画像関連アプリケーションへのアクセスの
しやすさに関する。開示される技術の所定の実施形態により、エンド・ユーザは、ボタン
のクリックを用いてネイティブ画像関連アプリケーション内の画像関連アプリケーション
の全てに容易にアクセスすることが可能になる。別の例示的な手法により、エンド・ユー
ザは、デバイスがロックされているときでも、画像関連アプリケーションの少なくともサ
ブセットにアクセスすることが可能となる。
【００２４】
　本ドキュメント全体を通じて画像キャプチャ・アプリケーションへの言及がなされるが
、より一般的に開示される技術は、画像を取得することができる任意の実行可能なコード
・セグメントに関する。例えば、画像取得機能は、別のアプリケーションにおいてホスト
されるダイナミック・リンク・ライブラリ（ＤＬＬ）を用いて実装することができる。
【００２５】
　Ｉ．例示的なモバイル・デバイス
　図１は、一般に１０２で示される多様なオプションのハードウェア・コンポーネント及
びソフトウェア・コンポーネントを含む例示的なモバイル・デバイス１００を示すシステ
ム図である。モバイル・デバイスにおけるコンポーネント１０２は、他のコンポーネント
と通信することができるが、例示の簡単さのため、全ての接続が示されているわけではな
い。モバイル・デバイスは、多様なコンピューティング・デバイス（例えば、携帯電話、
スマートフォン、タブレット又は他のハンドヘルド・コンピュータ、携帯情報端末（ＰＤ
Ａ）等）のいずれかとすることができ、セルラ・ネットワーク又はサテライト・ネットワ
ーク等の１以上のモバイル通信ネットワーク１０４との無線双方向通信を可能にし得る。
【００２６】
　図示されるモバイル・デバイス１００は、信号符号化、データ処理、入力／出力処理、
電力制御、及び／又は他の機能といったタスクを実行するためのコントローラ又はプロセ
ッサ１１０（例えば、信号プロセッサ、マイクロプロセッサ、ＡＳＩＣ、又は他の制御及
び処理論理回路）を含むことができる。オペレーティング・システム１１２は、電力状態
、アバブ・ロック状態、及びビロウ・ロック状態を含む、コンポーネント１０２の割り当
て及び使用を制御することができ、１以上のアプリケーション・プログラム１１４のため
のサポートを提供することができる。アプリケーション・プログラムは、共通のモバイル
・コンピューティング・アプリケーション（例えば、画像関連アプリケーション、ｅｍａ
ｉｌアプリケーション、カレンダ、連絡帳マネージャ（contact　manager）、ウェブ・ブ
ラウザ、メッセージング・アプリケーション）又は任意の他のコンピューティング・アプ
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リケーションを含み得る。
【００２７】
　図示されるモバイル・デバイス１００は、メモリ１２０を含むことができる。メモリ１
２０は、取り外し不可能なメモリ１２２及び／又は取り外し可能なメモリ１２４を含み得
る。取り外し不可能なメモリ１２２は、ＲＡＭ、ＲＯＭ、フラッシュ・メモリ、ハード・
ディスク、又は他の周知のメモリ・ストレージ技術を含み得る。取り外し可能なメモリ１
２４は、フラッシュ・メモリ、ＧＳＭ（登録商標）通信システムにおいてよく知られてい
るＳＩＭ（subscriber　identity　module）カード、又は「スマート・カード」等の他の
周知のメモリ・ストレージ技術を含み得る。メモリ１２０は、オペレーティング・システ
ム１１２及びアプリケーション・プログラム１１４を実行するためのデータ及び／又はコ
ードを記憶するために使用することができる。データの例は、ウェブ・ページ、テキスト
、画像、音楽ファイル、映像データ、又は、１以上の有線ネットワーク又は無線ネットワ
ークを介して１以上のネットワーク・サーバ又は他のデバイスに対して送信及び／又は受
信される他のデータ・セットを含み得る。メモリ１２０は、国際移動体加入者識別番号（
ＩＭＳＩ）等の加入者識別子、及び、国際移動体装置識別番号（ＩＭＥＩ）等の装置識別
子を記憶するために使用することができる。このような識別子は、ユーザ及び装置を識別
するために、ネットワーク・サーバに送信され得る。
【００２８】
　モバイル・デバイス１００は、ユーザ及び他のソースからの入力に応答するために、１
以上の入力デバイス１３０をサポートし得る。そのような入力デバイスは、タッチ・スク
リーン１３２、マイクロフォン１３４、カメラ１３６、物理キーボード１３８、トラック
ボール１４０、及び／又は近接センサ１４２を含み得る。１以上の出力デバイス１５０は
、スピーカ１５２、及び１以上のディスプレイ１５４等を含み得る。他の可能な出力デバ
イス（図示せず）は、圧電出力デバイス又は触覚出力デバイスを含み得る。いくつかのデ
バイスは、１つの入力／出力機能を超える機能を提供することができる。例えば、タッチ
・スクリーン１３２及びディスプレイ１５４は、単一の入力／出力デバイスに結合するこ
とができる。
【００２９】
　いくつかの実装において、様々な入力デバイス１３０が、ナチュラル・ユーザ・インタ
フェース（ＮＵＩ）方法をサポートし得る。ＮＵＩ方法の例は、スピーチ認識に依拠する
もの、タッチ及びスタイラス認識に依拠するもの、スクリーン及びスクリーンの隣接領域
（adjacent）上のジェスチャ認識に依拠するもの、エア・ジェスチャ、ヘッド・アイ・ト
ラッキング（head　and　eye　tracking）、音声及びスピーチ、ビジョン（vision）、タ
ッチ、ジェスチャ、並びにマシン・インテリジェンス（machine　intelligence）を含む
。マイクロソフトが取り組んでいるＮＵＩ技術の具体的なカテゴリは、タッチ・センサ式
ディスプレイ、音声及びスピーチ認識、目的及び目標の理解（intention　and　goal　un
derstanding）、（立体視カメラ・システム、赤外線カメラ・システム、ＲＧＢカメラ・
システム、及びこれらの組合せ等の）デプス・カメラを用いたモーション・ジェスチャ検
出、加速度計／ジャイロスコープを用いたモーション・ジェスチャ検出、顔認識、３Ｄデ
ィスプレイ、ヘッド・アイ・ゲーズ・トラッキング（head,　eye,　and　gaze　tracking
）、没入型拡張現実、及び仮想現実システム（これらの全てが、より自然なインタフェー
スを提供する）とともに、電界検出電極を用いて脳活動を検出する技術（ＥＥＧ及び関連
方法）を含む。
【００３０】
　無線モデム１６０は、アンテナ（図示せず）に接続することができ、当技術分野におい
てはよく理解されているように、プロセッサ１１０と外部デバイスとの間の双方向通信を
サポートし得る。モデム１６０が一般に示されており、これは、モバイル通信ネットワー
ク１０４と通信するためのセルラ・モデム及び／又は他の無線ベースのモデム（例えば、
Ｂｌｕｅｔｏｏｔｈ（登録商標）１６４又はＷｉ－Ｆｉ（登録商標）１６２）を含み得る
。無線モデム１６０は、通常、単一のセルラ・ネットワーク内でのデータ及び音声通信、
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セルラ・ネットワーク間でのデータ及び音声通信、又はモバイル・デバイスと公衆交換電
話網（ＰＳＴＮ）との間のデータ及び音声通信のためのＧＳＭ（登録商標）ネットワーク
等の１以上のセルラ・ネットワークと通信するために構成される。
【００３１】
　モバイル・デバイスは、少なくとも１つの入力／出力ポート１８０、電源１８２、ＧＰ
Ｓ受信機等のサテライト・ナビゲーション・システム受信機１８４、加速度計１８６、ジ
ャイロスコープ（図示せず）、及び／又は物理コネクタ１９０（ＵＳＢポート、ＩＥＥＥ
　１３９４（ＦｉｒｅＷｉｒｅ（登録商標））ポート、及び／又はＲＳ－２３２ポートと
することができる）をさらに含むことができる。図示されるコンポーネント１０２は、必
ずしも必要なわけではなく、包括的なものであり、任意のコンポーネントを削除してもよ
いし、他のコンポーネントを付加してもよい。
【００３２】
　図２Ａは、例示的なモバイル・デバイス２００の前面図２１０を示し、図２Ｂは、モバ
イル・デバイス２００の後面図２５０を示している。図示されるように、モバイル・デバ
イス２００は、ホーム・ボタン２２０、電源ボタン２２２、及びカメラ・シャッタ・ボタ
ン（画像キャプチャ・ボタン）２２４等のいくつかのハードウェア・ボタンを含む。タッ
チ・スクリーン・ディスプレイ２３０も示されており、これは、タッチ・スクリーン・ア
ンロック・ボタン２３２、タッチ・スクリーン・カメラ・シャッタ・ボタン２３４、及び
ロック・モード・インジケータ２３６を表示している。
【００３３】
　モバイル・デバイス２００は、マイクロフォン２４０及びスピーカ２４２とともに、モ
バイル・デバイスの表面の下に位置する２つの近接センサ２４６及び２４８を含む。いく
つかの例においては、単一の近接センサ又は３以上の近接センサが使用されてもよい。任
意の適切な１以上の近接センサが使用されてよい。いくつかの例において、近接センサ２
４６及び近接センサ２４８は、赤外線ビームを発し、反射された赤外線ビームを受信する
。反射された赤外線ビームは、発せられた赤外線ビームにより照らされている近くの物体
の表面で反射されたものである。強度測定又は受信されたビームの他の測定された特性を
利用して、物体がモバイル・デバイス２００の近くにあるかを判定することができる。
【００３４】
　他の例においては、カメラ・レンズ２６０に結合された画像センサを光センサとして使
用して、モバイル・デバイス２００の近くにある物体を検出することができる。例えば、
モバイル・デバイス２００の近くにある物体は、カメラ・レンズ２６０を介して受信され
た光を用いてＣＭＯＳ、ＣＣＤ、又は他の適切な技術に基づく画像センサにより判定する
ことができる。いくつかの例においては、電力消費を低減させるために、近接度をチェッ
クする際、画像センサの少しのロー、カラム、又はピクセルのみアクティブである。
【００３５】
　モバイル・デバイス２００のカメラ・シャッタ・ボタン２２４は、異なる独立したアク
ションとしての「ハーフ・プレス」及び「フル・プレス」を検出することができる、専用
の２段階アクションのカメラ・シャッタ・ボタンとすることができる。当業者には容易に
理解されるように、ハーフ・プレスは、ボタン又は他のコントロールの部分的な作動を指
し、フル・プレスは、定められた限界を超えた、ボタン又はコントロールのさらなる作動
を指す。いくつかの例において、２段階アクションのカメラ・シャッタ・ボタン２２４は
、次の属性に関連付けられる。ハーフ・プレスが検出されると、オート・フォーカス機能
に関連付けられている入力データが、モバイル・デバイスにより受信される。フル・プレ
スが検出されると、カメラ起動及び画像キャプチャに関連付けられている入力データが受
信される。いくつかの例において、エンド・ユーザは、例えば、ディスプレイ２３０が消
えているとき、あるいは、デバイスがスタンバイ・モードにあるときに、カメラ・ボタン
のハーフ・プレス又はフル・プレスの結果として生じる入力データが機能を開始するかど
うかを決定するためのオプションを設定することができる。カメラ・シャッタ・ボタン２
２４は、モバイル・デバイス２００の前面２０５に位置するものとして示されているが、
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他の例では、カメラ・シャッタ・ボタンは、別の位置に配置されてもよい。例えば、カメ
ラ・シャッタ・ボタン２２４は、モバイル・デバイスの（側面２０６上の）位置２２５に
位置してもよいし、あるいは、（後面２０７上の）位置２２６に位置してもよい。
【００３６】
　図２Ｂに示される後面図２５０に目を向けると、例示的なモバイル・デバイス２００は
、カメラ・レンズ２６０及びストロボ２６５を含む。いくつかの例では、モバイル・デバ
イス２００内にストロボがなくてもよい。個々のコンポーネント（例えば、ハードウェア
・ボタン２２０、２２２、及び２２４、マイクロフォン２４０、スピーカ２４２、タッチ
・スクリーン・ディスプレイ２３０、カメラ・レンズ２６０、並びにストロボ２６５）は
、モバイル・デバイス・シャシー（図示せず）に結合され得る。モバイル・デバイス・シ
ャシーは、例えば、１以上のプロセッサ、圧電アクチュエータ、電源、及びモデム等のモ
バイル・デバイス２００の内部コンポーネントに結合される。
【００３７】
　図２Ａ及び図２Ｂに示されるように、ホーム・ボタン２２０、電源ボタン２２２、カメ
ラ・シャッタ・ボタン２２４、カメラ・レンズ２６０、ストロボ２６５、近接センサ２４
６及び２４８、並びにフォトダイオード２８０等のモバイル・デバイス２００上のコンポ
ーネントの配置においてなされ得るいくつかの考慮事項が存在する。例えば、カメラ・シ
ャッタ・ボタン２２４の配置により、画像をキャプチャするときに、ユーザが、モバイル
・デバイス２００を景観位置（landscape　position）に自然に配置させることができる
こと、又はそのような位置に配置させるよう促すことが望ましい。また、ボタンの操作が
人さし指又は親指を用いて容易になるよう、カメラ・シャッタ・ボタン２２４が配置され
ることが望ましい。例えば、図示されるカメラ・シャッタ・ボタン２２４は、景観位置に
あるモバイル・デバイス２００を用いて画像をキャプチャする間、ユーザの右手の親指を
用いて容易にアクセスされ得る。他の例においては、カメラ・シャッタ・ボタン２２４は
、例えば、位置２２５又は位置２２６といった他の適切な位置に移すことができる。また
、カメラ・シャッタ・ボタン２２４及び／又は電源ボタン２２２は、画像キャプチャ・ア
プリケーションが気付かずに起動されてしまう機会を軽減するために、偶発的な作動を避
けるよう位置されることが望ましい。
【００３８】
　本明細書におけるボタンへの言及は、物理ボタン又は仮想ボタンを指し得ることに留意
すべきである。さらに、より一般的に言えば、ユーザ入力データを受信するために、ボタ
ンの代わりに、任意の適切なユーザ・インタフェースが設けられてもよい。
【００３９】
　ＩＩ．例示的なモバイル・デバイス画像キャプチャ・アプリケーション
　図３は、モバイル・デバイスに接続されたカメラ（図示せず）を用いて画像３１５をキ
ャプチャした後の例示的なモバイル・デバイス３００の前面図３１０を示している。画像
は、ネイティブ・アプリケーション又はサード・パーティ・アプリケーションを用いてキ
ャプチャされ得る。図示されるように、モバイル・デバイス３００のディスプレイ３０５
は、ボタン又はコントロール３３０、３３２、３８４、３３６、３３８、３７０、３７２
、３７４、３７６、及び３７８を含み、これらを使用して、画像キャプチャ機能を制御す
ることができる。これらのコントロールは、静止画像キャプチャ・モード・ボタン３３０
（静止キャプチャが現在選択されているキャプチャ・モードであることを示すためにハイ
ライトされている）、映像キャプチャ・モード・コントロール３３２、ズームイン・コン
トロール３８４、ズームアウト・コントロール３３６、オプション・コントロール・ボタ
ン３３８、ｅｍａｉｌ画像ボタン３７０、画像保存ボタン３７２、画像アップロード・ボ
タン３７４、画像削除ボタン３７６、及びアプリケーション起動ボタン３７８を含む。
【００４０】
　モバイル・デバイス３００は、カメラ・シャッタ・ボタン３４２、検索ボタン３４４、
ホーム・ボタン３４６、及びバック・ボタン３４８等のいくつかのハードウェア・ボタン
も含む。カメラ・シャッタ・ボタン３４２は、モバイル・デバイスの側面に位置し、検索
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ボタン３４４、ホーム・ボタン３４６、及びバック・ボタン３４８は、モバイル・デバイ
スの前面に位置している。これらのハードウェア・ボタン３４２、３４４、３４６、及び
３４８は、モバイル・デバイス３００を用いて様々な操作を呼び出し、且つ／又は実行す
るために使用することができる。例えば、カメラ・シャッタ・ボタン３４２は、画像キャ
プチャ・アプリケーションに加えて、オート・フォーカス及び／又はカメラ・シャッタの
操作等の画像キャプチャ・アプリケーション内の制御機能を呼び出し、且つ／又は実行す
るために使用することができる。検索ボタン３４４は、データを検索するためのユーザ・
インタフェースを呼び出し、且つ／又は実行するために使用することができる。ホーム・
ボタン３４６は、例えば、モバイル・デバイス３００をホーム・スクリーン状態に設定す
ることにより、又は割り当てられた他の機能を呼び出すことにより、モバイル・デバイス
３００上のソフトウェア機能をナビゲートするために使用することができる。バック・ボ
タン３４８は、例えば、モバイル・デバイス３００を用いて閲覧された以前にリクエスト
されたオブジェクトをリクエストすることにより、ソフトウェア機能をナビゲートするた
めに使用することができる。
【００４１】
　アプリケーション起動ボタン３７８は、モバイル・デバイス上でユーザに利用可能な全
ての画像関連アプリケーションをリストする又は提示する画像関連アプリケーション・ス
クリーンを起動又は実行するために使用される。エンド・ユーザは、スクリーンから直接
アプリケーションを起動又は実行することができる。これら画像関連アプリケーションは
、ネイティブ画像関連アプリケーション及びサード・パーティ画像関連アプリケーション
の両方を含み得る。このようにして、アプリケーション起動ボタン３７８は、全ての利用
可能な画像関連アプリケーションへのコンテキスト内エントリ・ポイントとして機能する
。それにより、エンド・ユーザは、１つの画像関連アプリケーションから別の画像関連ア
プリケーションへ容易に切り替えることが可能となる。画像関連アプリケーションのこの
提示に含まれるアプリケーションでは、開発者は、画像関連アプリケーション・スクリー
ンを起動する適切なＡＰＩコール等を画像関連アプリケーションに含めることが要求され
得る。
【００４２】
　図４は、ボタン３７８を押した後のモバイル・デバイス４００のディスプレイ上でユー
ザに提示され得る画像キャプチャ・スクリーン４０５の例を示している。この例でリスト
されている画像関連アプリケーションは、ネイティブ・カメラ・アプリケーション、Ｐａ
ｎｏｒａｍａ、Ｃｏｎｔｏｓｏ、Ｌｉｔｗａｒｅ、Ｓｕｐｅｒｌｅｎｓｅ、Ｂｉｎｇ　Ｖ
ｉｓｉｏｎ、Ｆａｂｒｉｋａｍ、Ｎｉｇｈｔ　Ｃａｍ、及びＰｒｏｓｗａｒｅ　Ｌｉｔｅ
を含む。全ての利用可能な画像関連アプリケーションへの単一のエントリ・ポイントとし
て機能することに加えて、画像関連アプリケーション・スクリーン４０５は、エンド・ユ
ーザが他の機能を実行することを可能にする。例えば、図示されるように、（図４におい
て、「find　more　camera　apps」として示される）リンクが提供され得る。このリンク
は、ユーザをアプリケーション・マーケットプレースに向かわせ、ユーザは、このアプリ
ケーション・マーケットプレースからさらなる画像関連アプリケーションを購入又は取得
することができる。さらに、いくつかの実施形態では、スクリーン４０５により、ユーザ
は、サード・パーティ・アプリケーションを含む画像関連アプリケーションのうちの１つ
を、デフォルト・アプリケーション又は「お気に入り」の短いリストの１つとして指定す
ることができる。
【００４３】
　再度図３を参照すると、モバイル・デバイス３００は、例示的な「カメラ・ロール」ア
プリケーションを表示している。このアプリケーションによって、ユーザは、矢印３９２
により示される方向に指３９０をスライドさせることにより、以前にキャプチャされた画
像（例えば、画像３１５及び画像３６０）を見ることが可能となる。このアプリケーショ
ンは、ディスプレイ３０５を横切る指の動きの方向に、画像３１５及び画像３６０を動か
す。図示されるように、カメラ・ロール・メタファ（camera　roll　metaphor）を強調す
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るために（例えば、伝統的なフィルム・カメラに類似して細長く画像を表示する）、フィ
ルム「スプロケット・ホール（sprocket　hole）」を画像３１５及び画像３６０上に表示
することができる。カメラ・ロールを用いることにより、ユーザは、タッチ・スクリーン
を横切るように指をスワイプさせることが可能となり、それにより、スワイプ（又はドラ
ッグ又はフリップ）の方向に画像を動かすことができ、ユーザは、以前に撮影された写真
を見ることが可能となる。
【００４４】
　図３及び図４に関連して上述したコントロールが、タッチ・スクリーン上に表示される
ものとして示されているが、コントロールのいくつか又は全ては、ハードウェア・ボタン
、又は前述したＮＵＩを含む他のユーザ・インタフェース・デバイスを用いて実装するこ
とができる。
【００４５】
　前述したように、いくつかの実装において、エンド・ユーザは、デバイスがロックされ
ているときでも、（物理的又は仮想的）ボタンのクリックを用いて、画像関連アプリケー
ションのいくつか又は全てにアクセスすることができる。すなわち、これらの実施形態で
は、ボタン３７８を使用して、アバブ・ロック・モードにおいて、画像関連アプリケーシ
ョンのうち予め定められた画像関連アプリケーションにアクセスすることができる。いく
つかの実施形態では、アバブ・ロックのときに利用可能な画像関連アプリケーションは、
エンド・ユーザにより、又は、エンタープライズ環境においてはコーポレートＩＴ部門に
より、指定することができる。
【００４６】
　図６は、カメラがアバブ・ロック・モードにあるときに、アプリケーション起動ボタン
３７８を押した後にユーザに提示され得るモバイル・デバイス４００上のスクリーン４２
０の例を示している。知覚可能なアイコンが、アバブ・ロックのときに利用可能でない画
像関連アプリケーションに重ね合わされる。この例では、Ｓｕｐｅｒｌｅｎｓｅアプリケ
ーション及びＦａｂｒｉｋａｍアプリケーションが、アバブ・ロックのときに利用可能で
ない。
【００４７】
　図５に示されるように、モバイル・デバイスに接続されたカメラ（図示せず）を用いて
画像をキャプチャした後のモバイル・デバイス３００が示されており、このデバイスは、
アバブ・ロック・モードにあった。図示されるように、モバイル・デバイス３００のディ
スプレイ３０５は、ビロウ・ロック・モードにおいて利用可能な画像キャプチャ機能のサ
ブセットを制御するために使用することができるコントロール３３０、３３２、３３４、
３３６、及び３３８とともに、アバブ・ロック・インジケータ３２０も含む。ビロウ・ロ
ック・モードにおいて利用可能な他のコントロール（図３参照）は、アバブ・ロック・モ
ードにおいて利用可能でないことに留意すべきである。詳細には、この例において、ｅｍ
ａｉｌ画像ボタン３７０、画像保存ボタン３７２、画像アップロード・ボタン３７４、及
び画像削除ボタン３７６は、アバブ・ロック・モードにおいて利用可能でない。しかしな
がら、この例において、アプリケーション起動ボタン３７８は、アバブ・ロック・モード
にあるときにモバイル・デバイス上でユーザに利用可能な全ての画像関連アプリケーショ
ンを提示するスクリーンを起動するために、アバブ・ロックのときでも利用可能である。
【００４８】
　モバイル・デバイスがアバブ・ロック状態にあるときに画像関連アプリケーションによ
り許可され得る機能の例は、次のうちの１以上を含み得る：写真キャプチャ、映像キャプ
チャ、最も直近にキャプチャされた写真（すなわち、「確認画像（confirmation　image
）」）の表示、及び、フラッシュ、ズーム、オート・フォーカス、ホワイト・バランス、
及び他のそのような画像操作等の画像キャプチャ設定の調整を提供するための、画像関連
アプリケーションのファインダ（キャプチャ・モード）に関連付けられた機能。アバブ・
ロック状態における利用可能なファインダ機能は通常、許可されたユーザによりアクセス
された場合にユーザのプライバシを侵さない操作を含む。
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【００４９】
　さらに、ビロウ・ロック状態において通常利用可能な他の機能は、アバブ・ロック状態
において無効にされ得る。例えば、画像の自動アップロードは、偶発的に又は好ましくな
い形でキャプチャされた写真がリモート・サーバ又はコンピューティング・クラウドにア
ップロードされるのを防ぐために、アバブ・ロック状態において無効にされ得る。無効に
され得る他の機能は、画像削除、画像送信、画像使用（use　as）、画像ギャラリの閲覧
、及び他のそのような私的画像操作を含む。
【００５０】
　画像関連アプリケーション又は画像関連アプリケーションにより提供される所定の機能
は、それがアバブ・ロック・モードにおいて利用可能でないモバイル・デバイスの他の能
力を必要とする場合、アバブ・ロックのときには利用可能となり得ない。例えば、画像関
連アプリケーションが電子メール・アプリケーション又は連絡帳アプリケーションへのア
クセスを必要とする場合（それらのアプリケーション自体、アバブ・ロック・モードにお
いて利用可能でない）、これが起こり得る。
【００５１】
　いくつかの例において、ユーザは、アバブ・ロックされていて制限された機能の画像関
連アプリケーションから、認証スクリーンに進むことができ、無事に認証された後、ビロ
ウ・ロック状態にあるときのみ利用可能な完全な機能のアプリケーションに戻ることがで
きる。
【００５２】
　ＩＩＩ．例示的なモバイル・デバイス設定
　図７は、オプション・スクリーン４３０を表示しているモバイル・デバイスの例を示し
ている。オプション・スクリーン４３０は、必要であればどの画像関連アプリケーション
がアバブ・ロックのときに利用可能となり得るかをユーザが指定することを可能にするメ
ニューを提供する。この例において、エンド・ユーザは、Ｓｕｐｅｒｌｅｎｓｅアプリケ
ーションがアバブ・ロックのときに利用可能であることを示した。さらに、セキュリティ
の理由上、ＩＴポリシは、パスワードを用いたときのみＮｉｇｈｔ　Ｃａｍアプリケーシ
ョンが利用可能となることを要求している。したがって、このアプリケーションはグレー
・アウトされており、エンド・ユーザは、アバブ・ロックのときに使用するためにこのア
プリケーションを選択することができない。
【００５３】
　ＩＶ．リッチ・メディア・データを使用する画像関連アプリケーション
　例えば、ＪＰＥＧ及びＭＰ４等の基本的な映像フォーマットのデータを取得する画像関
連アプリケーションのみならず、取得された画像に関連付けられた追加のバッキング・デ
ータ（backing　data）を取得して記憶する画像関連アプリケーションも現在利用可能で
ある。例えば、３次元画像をレンダリングする画像関連アプリケーションは、一般に、Ｊ
ＰＥＧデータと、該ＪＰＥＧデータから３次元モデルを形成するために使用されるバッキ
ング・データとを記憶する。同様に、パノラマ画像をレンダリングする画像関連アプリケ
ーションは、一般に、ＪＰＥＧデータと、１以上のＪＰＥＧ画像からパノラマ画像を形成
するために使用されるバッキング・データとを記憶する。したがって、リッチ・メディア
・データと呼ばれることがある関連バッキング・データとともに基本的な映像データを使
用して、意図するように画像を表現する（例えば、３次元画像又はパノラマ画像のように
）。
【００５４】
　開示される技術のいくつかの実施形態において、ユーザが以前にキャプチャされた画像
を見ることを可能にするカメラ・ロールは、基本的な画像及び映像フォーマットのうちの
１つのフォーマットでしか、データを保存して提示することができない。結果として、カ
メラ・ロールは、リッチ・メディア・データを用いて意図するように画像をレンダリング
することができない。むしろ、カメラ・ロールは、リッチ・メディア・データの基本的な
画像及び映像フォーマット部分を使用する表現しかレンダリングすることができない。こ
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の場合、カメラ・ロールは、画像を取得した画像関連アプリケーションへ戻るリンクとと
もに、基本的な（例えば、ＪＰＥＧ、ＭＰ４）表現をユーザに提示することができる。例
えば、図１０は、画像をキャプチャしたアプリケーション（「３Ｄ画像アプリケーション
」）へ戻るリンク６４５とともに、リッチ・メディア画像の基本的な表現を示している。
このようにして、ユーザは、画像関連アプリケーションにより、画像の完全なリッチ・メ
ディア表現を迅速に見ることができる。さらに、このようにして、カメラ・ロールは、画
像がリッチ・メディア・データを含んでいようといまいと、全ての画像に対する単一のエ
ントリ・ポイントとして機能することができる。結果として、ユーザは、単に画像を取得
したアプリケーションを見つけるためにモバイル・デバイス上で利用可能な全てのアプリ
ケーションを検索する必要なく、画像の完全な表現をレンダリングすることができる。リ
ッチ・メディア・データが基本的な表現のデータとは別に記憶されている場合、何らかの
スキームを使用して（例えば、一意な識別子を使用して）、リッチ・メディア表現がレン
ダリングされるときに、２つのタイプのデータを再度関連付けることができる。
【００５５】
　元のアプリケーションにアクセスすることなく基本的な表現を見ることに加えて、ユー
ザは、従来の共有アプリケーションを用いて基本的な表現を共有することができる。
【００５６】
　Ｖ．ロック・スクリーン及び認証スクリーン
　上述したように、所定の画像関連アプリケーション及び／又は所定の画像関連アプリケ
ーションにより提供されるいくつかの機能は、アバブ・ロック・モードにおいて利用可能
とはなり得ない。ユーザが、アバブ・ロックのときにそのようなアプリケーション又は機
能にアクセスすることを試みる場合、アプリケーションは、ビロウ・ロック・モードに切
り替わるためのアンロック・ダイアログ・ボックスＡＰＩへの呼び出しを行うことができ
る。この呼び出しが、ユーザがモバイル・デバイスをアンロックすることを可能にする１
以上のスクリーンを起動させる。そのようなスクリーンの例が、図８Ａ及び図８Ｂに示さ
れている。
【００５７】
　図８Ａは、アンロック・スライダ・コントロール５２０を含むロック・スクリーン５１
５を表示しているタッチ・スクリーン・ディスプレイ５１０を有するモバイル・デバイス
５００を示している。モバイル・デバイス・ユーザは、デバイスに例えば図８Ｂに示され
るような認証スクリーンを提示するようリクエストするために、アンロック・スライダ・
コントロール５２０を用いて、表示された矢印により示される方向に指５２５をスライド
／ドラッグすることができる（指の動きは、矢印５２２により示される方向に行う）。図
８Ｂに示される認証スクリーンはＰＩＮパッドを使用するが、例えば、指紋又は音声認識
等の他の技術を使用してもよい。
【００５８】
　図８Ｂは、ユーザがアンロック・スライダ・コントロール５２０上で指をスライドさせ
た後の図８Ａのモバイル・デバイス５００を示している。図示されるように、モバイル・
デバイス５００は、タッチ・スクリーン・ディスプレイ５１０上のＰＩＮパッド５４０を
含む認証スクリーン５３０を提示する。ユーザは、ＰＩＮパッド５４０上で指５５０を用
いて、ＰＩＮ（例えば、４桁の数字）を入力することができる。入力されたＰＩＮが記憶
されたＰＩＮと合致した場合、ユーザは無事に認証され、デバイスはビロウ・ロック状態
（ロックされていない状態）に入ることができる。
【００５９】
　デバイスがビロウ・ロック状態に入ると、ユーザは、アバブ・ロック状態においてアク
セスしようとしていたアプリケーションに戻されることになる。しかしながら、この時点
で、アプリケーションの完全な機能が利用可能となる。
【００６０】
　ＶＩ．画像関連アプリケーションの例示的な起動
　図９は、複数の画像関連アプリケーションを記憶したモバイル・デバイスを動作させる
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例示的な方法の概要を示すフローチャート６００である。プロセス・ブロック６１０にお
いて、アプリケーションの起動をリクエストするユーザ入力データが受信される。例えば
、モバイル・デバイスは、１以上のハードウェア・ボタン、タッチ・スクリーン、マイク
ロフォン、又はＮＵＩ等の入力ソースから、入力データを受信することができる。リクエ
ストされたアプリケーションは、カメラ又は映像キャプチャ・アプリケーション等の画像
関連アプリケーションである。判断ブロック６２０において、モバイル・デバイスがビロ
ウ・ロック状態にあるか又はアバブ・ロック状態にあるかに関する判定がなされる。モバ
イル・デバイスがビロウ・ロック状態にある場合、ブロック６３０において、アプリケー
ションが起動される。モバイル・デバイスがアバブ・ロック状態にある場合、ユーザ又は
他のパーティが、アプリケーションをアバブ・ロックのときに利用可能なものとして指定
したかに関する判定がなされる。この指定は、ユーザにより、適切な設定又はオプション
・コントロールを介してなされ得る。アプリケーションがアバブ・ロックのときに利用可
能な場合、ブロック６８０において、アプリケーションが実行又は起動される。アプリケ
ーションがアバブ・ロックのときに利用可能であるとしても、ユーザは、その機能のサブ
セットのみ利用可能になることを指定する。アプリケーションがアバブ・ロックのときに
利用可能でない場合、ブロック６５０において、ユーザがビロウ・ロック状態に入るオプ
ションを有するユーザ・インタフェースが、ユーザに提示され得る。いくつかの例におい
て、ユーザ・インタフェースは、キー、ボタン、又は、タッチ・スクリーン上でのキー・
プレス又はタッチ・スクリーン・ジェスチャのセットとすることができる。ユーザがビロ
ウ・ロック状態に入らなかった場合、アプリケーションを実行することができず、プロセ
スはブロック６７０において終了する。一方、ユーザがビロウ・ロック状態に入ることを
決定した場合、ブロック６８０において、アプリケーションが起動される。アプリケーシ
ョンが起動されると、ブロック６９０において、アプリケーションは、ユーザが任意の他
の利用可能な画像関連アプリケーションにアクセスすることができるユーザ・インタフェ
ースを提示する。ユーザ・インタフェースは、例えば、キー、ボタン、又は、タッチ・ス
クリーン上でのキー・プレス又はタッチ・スクリーン・ジェスチャのセットとすることが
できる。
【００６１】
　開示された方法、装置、及びシステムは、限定的なものと解釈すべきではない。そうで
はなく、本開示は、単独で並びに様々な組合せ及び下位組合せで開示された様々な実施形
態の新規で非自明な特徴及び態様の全てに関する。開示された方法、装置、及びシステム
は、任意の特定の態様若しくは特徴又はそれらの組合せに限定されない、あるいは、開示
された実施形態は、１以上の特定の効果が提供されることを必要としないし、１以上の特
定の課題が解決されることを必要としない。本出願において説明した技術及び解決法は、
スマートフォン等のモバイル・デバイスにより向上したユーザ・エクスペリエンスを提供
するために、様々な組合せで使用することができる。
【００６２】
　本明細書において説明した方法はいずれも、そのような方法を実行する（例えば、その
ような方法をコンピューティング・デバイスに実行させる）ためのコンピュータ実行可能
な命令を含む（例えば、有する又は記憶する）１以上の非トランジトリなコンピュータ読
み取り可能な媒体（例えば、記憶媒体又は他の有体の媒体）を介して実行することができ
る。動作は、完全に自動であってもよいし、半自動であってもよいし、又は手作業の介入
を含んでもよい。
【００６３】
　詳細な説明及び添付の図面において、我々のイノベーションの原理について記載し図示
したが、そのような原理から逸脱することなく、様々な実施形態が配置及び詳細において
変更できることが認識されよう。例えば、静止写真をキャプチャするための、本明細書で
説明した技術は、映像をキャプチャするために適用することもできる。本明細書で説明し
たプログラム、プロセス、又は方法は、別なふうに示されない限り、特定のタイプのコン
ピューティング環境に関連しないし、あるいは、限定されないことを理解すべきである。
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本明細書において説明した教示に従った動作とともに、又は該動作を実行する様々なタイ
プの汎用コンピューティング環境又は専用コンピューティング環境が使用され得る。ソフ
トウェアにおいて示される実施形態の要素は、ハードウェアにより実装することができる
し、ハードウェアにおいて示される実施形態の要素は、ソフトウェアにより実装すること
ができる。
【００６４】
　開示された本発明の原理を適用することができる多くの可能な実施形態を考慮すると、
例示された実施形態は、本発明の好ましい例に過ぎず、本発明の範囲を限定するものとし
て解釈すべきではないことを認識すべきである。そうではなく、本発明の範囲は、特許請
求の範囲により定められる。したがって、我々は、請求項及びその均等の範囲内にある全
てを我々の発明として特許請求する。

【図１】 【図２Ａ】
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【図２Ｂ】 【図３】

【図４】

【図５】

【図６】

【図７】

【図８Ａ】
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【図８Ｂ】 【図９】

【図１０】
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