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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
方法であって、
タッチ感知面とディスプレイとを有する電子デバイスにおいて、
前記ディスプレイ上に、メディアアフォーダンス、及びメッセージ会話の参加者の間
で送信されたメッセージを表示するためのメッセージ領域を表示することと、
前記ディスプレイ上における前記メディアアフォーダンスのロケーションに対応する
前記タッチ感知面上のロケーションにおける接触を検出することを含む、前記タッチ感知
面上におけるジェスチャを検出することと、
前記接触を検出したことに応じて、
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前記ディスプレイ上に送信アフォーダンスを表示することと、
前記タッチ感知面を横切る前記接触の移動を検出すること、及びそれに続いて、前記
タッチ感知面からの前記接触のリフトオフを検出することを含む、連続する前記ジェスチ
ャを検出することと、
前記接触が、前記送信アフォーダンスのロケーションに対応する前記タッチ感知面上
のロケーションへ移動したかどうかを判定することと、
前記接触が、前記送信アフォーダンスの前記ロケーションに対応する前記タッチ感知
面上の前記ロケーションへ移動したとの判定に従って、及び前記リフトオフを検出したこ
とに応じて、前記ジェスチャの少なくとも部分に応じてキャプチャされた新しいメディア
アイテムを前記メッセージ会話の参加者へ送信することであって、前記ジェスチャの少な
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くとも前記部分に応じて前記新しいメディアアイテムをキャプチャすることは、前記ジェ
スチャの前記部分の間に前記電子デバイスの１つ以上のセンサによって検出されたデータ
に基づいて前記新しいメディアアイテムを作成することを含む、ことと、
を含む、方法。
【請求項２】
前記接触及びそれに続く前記接触の前記移動が、前記タッチ感知面上における単一の連
続した接触である、請求項１に記載の方法。
【請求項３】
前記接触を検出したことに応じて、前記ディスプレイ上にキャンセルアフォーダンスを
表示することと、
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前記接触が、前記キャンセルアフォーダンスのロケーションに対応する前記タッチ感知
面上のロケーションへ移動したかどうかを判定することと、
前記接触が、前記キャンセルアフォーダンスの前記ロケーションに対応する前記タッチ
感知面上の前記ロケーションへ移動し、それに続いて前記リフトオフが行われたとの判定
に従って、前記キャプチャされた新しいメディアアイテムを前記参加者へ送信することを
見送ることと、
を更に含む、請求項１又は２に記載の方法。
【請求項４】
前記リフトオフを検出した後に、前記ディスプレイから前記送信アフォーダンスを消去
することを更に含む、請求項１から３のいずれか一項に記載の方法。
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【請求項５】
前記接触が、前記ディスプレイ上における前記送信アフォーダンスの前記ロケーション
に対応する前記タッチ感知面上の前記ロケーションへ移動したとの判定に従って、及び前
記リフトオフを検出したことに応じて、
前記新しいメディアアイテムをキャプチャすることと、
前記キャプチャされた新しいメディアアイテムを前記参加者へ送信することと、
を更に含む、請求項１から４のいずれか一項に記載の方法。
【請求項６】
前記接触を検出したことに応じて、前記メディアアイテムをキャプチャすることを開始
することと、
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前記接触が、前記ディスプレイ上における前記送信アフォーダンスの前記ロケーション
に対応する前記タッチ感知面上の前記ロケーションへ移動したとの判定に従って、及び前
記リフトオフを検出したことに応じて、
前記新しいメディアアイテムをキャプチャすることを中止することと、
前記キャプチャされた新しいメディアアイテムを前記参加者へ送信することと、
を更に含む、請求項１から４のいずれか一項に記載の方法。
【請求項７】
前記接触を検出したことに応じて、前記新しいメディアアイテムをキャプチャすること
を開始することと、
前記接触の前記移動を検出したことに応じて、前記新しいメディアアイテムをキャプチ
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ャすることを中止することと、
前記接触が、前記ディスプレイ上における前記送信アフォーダンスの前記ロケーション
に対応する前記タッチ感知面上の前記ロケーションへ移動したとの判定に従って、及び前
記接触が、前記送信アフォーダンスに対応する前記タッチ感知面上の前記ロケーションに
ある間に、前記リフトオフを検出したことに応じて、前記新しいメディアアイテムを前記
参加者へ送信することと、
を更に含む、請求項１から４のいずれか一項に記載の方法。
【請求項８】
前記新しいメディアアイテムが、マイクロフォンから受信された音声データを表現し、
前記リフトオフが、前記ディスプレイ上における前記送信アフォーダンスの前記ロケーシ
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ョンに対応する前記タッチ感知面上の前記ロケーションにおけるものであり、前記方法が
、
前記接触を検出したことに応じて、前記音声データをキャプチャすることを開始するこ
とと、
前記接触が、前記ディスプレイ上における前記送信アフォーダンスの前記ロケーション
に対応する前記タッチ感知面上の前記ロケーションへ移動したとの判定に従って、及び前
記リフトオフを検出したことに応じて、前記音声データをキャプチャすることを中止し、
前記音声データを前記参加者へ送信することと、
を更に含む、請求項１から４のいずれか一項に記載の方法。
【請求項９】
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メッセージ作成フィールドを表示することと、
前記接触が、前記送信アフォーダンスの前記ロケーションに対応する前記タッチ感知面
上の前記ロケーションへも、前記キャンセルアフォーダンスの前記ロケーションに対応す
る前記タッチ感知面上の前記ロケーションへも移動しなかったとの判定に従って、及び前
記リフトオフを検出したことに応じて、
前記メッセージ作成フィールド内に画像を表示することであって、前記画像は、前記キ
ャプチャされた新しいメディアアイテムを表現する波形を有する、ことと、
を更に含む、請求項３又は４に記載の方法。
【請求項１０】
前記リフトオフを検出したことに応じて、前記メディアアフォーダンスの表示を、前記
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キャプチャされた新しいメディアアイテムを前記参加者へ送信するための送信ボタンの表
示と置換することを更に含む、請求項９に記載の方法。
【請求項１１】
前記タッチ感知面上における前記接触を検出したことに応じて、前記ディスプレイ上に
メディアプレビュを表示することと、
前記リフトオフを検出した後に、前記ディスプレイ上に前記メディアプレビュを表示す
ることを中止することと、を更に含む、請求項１に記載の方法。
【請求項１２】
前記接触が前記メディアアフォーダンス上で維持されている間に、
視覚的に区別された領域を表示することであって、前記視覚的に区別された領域は前

30

記メディアアフォーダンス及び前記送信アフォーダンスを取り囲む、ことと、
前記接触の前記移動を検出したことに応じて、前記視覚的に区別された領域を拡大す
ることと、
を更に含む、請求項１から１１のいずれか一項に記載の方法。
【請求項１３】
前記参加者へのメッセージを入力するための仮想キーボードを表示することと、
前記仮想キーボードの上方において、前記ディスプレイの特定の縁部に沿って前記メデ
ィアアフォーダンスを表示することであって、前記表示された視覚的に区別された領域は
前記特定の縁部によって部分的に境界が示される、ことと、
を更に含む、請求項１２に記載の方法。
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【請求項１４】
前記ディスプレイの隅部において前記メディアアフォーダンスを表示することであって
、前記表示された視覚的に区別された領域は前記ディスプレイの２つの異なる縁部によっ
て部分的に境界が示される、ことを更に含む、請求項１２に記載の方法。
【請求項１５】
前記タッチ感知面がタッチ感知ディスプレイであり、前記方法が、
前記メディアアフォーダンスにヒット領域を割り当てることであって、前記ヒット領
域は、タッチ入力に応答する前記ディスプレイの区域であり、前記ヒット領域は、仮想キ
ーボードが表示されている時には、前記仮想キーボードが表示されていない時よりも大き
なサイズを有する、ことを更に含む、請求項１２から１４のいずれか一項に記載の方法。
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【請求項１６】
前記メディアアフォーダンス上における前記接触の持続時間を判定することと、
前記接触の前記持続時間が閾値持続時間未満であるとの判定に従って、既存のメディア
を、前記参加者へ送信するために選択するためのメディアセレクタユーザインタフェース
を表示することと、
を更に含む、請求項１から１５のいずれか一項に記載の方法。
【請求項１７】
前記キャプチャされた新しいメディアアイテムのメタデータのセットを前記参加者へ送
信することを抑止するべきであるかどうかのユーザ指定を受信することを更に含む、請求
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項１から１６のいずれか一項に記載の方法。
【請求項１８】
前記メタデータが前記電子デバイスの前記ロケーションの表現を含む、請求項１７に記
載の方法。
【請求項１９】
前記メディアアフォーダンスが第１のメディアアフォーダンスであり、前記方法が、
前記ディスプレイ上に第２のメディアアフォーダンスを表示することを更に含む、請求
項１から１８のいずれか一項に記載の方法。
【請求項２０】
前記第１のメディアアフォーダンスが、音声データをキャプチャするための音声キャプ
チャアフォーダンスであり、前記第２のメディアアフォーダンスが、ビデオ又は画像をキ
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ャプチャするための視覚メディアキャプチャアフォーダンスである、請求項１９に記載の
方法。
【請求項２１】
前記参加者へ送信される前記メディアアイテムが期限切れ基準に基づいて期限切れにな
る、請求項１から２０のいずれか一項に記載の方法。
【請求項２２】
請求項１から２１のいずれか一項に記載の方法をコンピュータに実行させるための命令
を含むコンピュータプログラム。
【請求項２３】
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電子デバイスであって、
ディスプレイと、
タッチ感知面と、
請求項２２に記載のコンピュータプログラムを記憶するメモリと、
前記メモリ内に記憶された前記命令を実行可能な１つ以上のプロセッサと、
を備える、電子デバイス。
【請求項２４】
電子デバイスであって、
ディスプレイと、
タッチ感知面と、
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請求項１から２１のいずれか一項に記載の方法を実行するための手段と、
を備える、電子デバイス。
【発明の詳細な説明】
【関連出願の相互参照】
【０００１】
本出願は、２０１４年５月３１日に出願された米国特許仮出願第６２／００６，０７１
号、「ＭＥＳＳＡＧＥ
ＮＤ

ＵＳＥＲ

ＴＲＡＮＳＭＩＴＴＡＬ

ＩＮＴＥＲＦＡＣＥＳ
ＯＦ

ＭＥＤＩＡ

ＦＯＲ

ＡＮＤ

ＣＡＰＴＵＲＥ

ＬＯＣＡＴＩＯＮ

Ａ

ＣＯＮ

ＴＥＮＴ」、２０１４年９月８日に出願された米国特許仮出願第６２／０４７，６２２号
、「ＭＥＳＳＡＧＥ
Ｄ

ＵＳＥＲ

ＴＲＡＮＳＭＩＴＴＡＬ

ＩＮＴＥＲＦＡＣＥＳ
ＯＦ

ＭＥＤＩＡ

ＡＮＤ

ＦＯＲ

ＣＡＰＴＵＲＥ

ＬＯＣＡＴＩＯＮ

ＡＮ

ＣＯＮＴ
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ＥＮＴ」、２０１４年９月３０日に出願された米国特許出願第１４／５０３，３７６号、
「ＭＥＳＳＡＧＥ

ＵＳＥＲ

ＩＮＴＥＲＦＡＣＥＳ

ＴＲＡＮＳＭＩＴＴＡＬ

ＯＦ

ＭＥＤＩＡ

ＦＯＲ

ＡＮＤ

ＣＡＰＴＵＲＥ

ＬＯＣＡＴＩＯＮ

ＡＮＤ

ＣＯＮＴＥ

ＮＴ」、２０１４年９月３０日に出願された米国特許出願第１４／５０３，３８６号、「
ＭＥＳＳＡＧＥ

ＵＳＥＲ

ＩＮＴＥＲＦＡＣＥＳ

ＴＲＡＮＳＭＩＴＴＡＬ

ＯＦ

ＭＥＤＩＡ

ＦＯＲ

ＡＮＤ

ＣＡＰＴＵＲＥ

ＬＯＣＡＴＩＯＮ

ＡＮＤ

ＣＯＮＴＥＮ

Ｔ」、及び２０１４年９月３０日に出願された米国特許出願第１４／５０３，３５５号、
「ＭＥＳＳＡＧＥ

ＵＳＥＲ

ＴＲＡＮＳＭＩＴＴＡＬ

ＩＮＴＥＲＦＡＣＥＳ
ＯＦ

ＭＥＤＩＡ

ＦＯＲ

ＡＮＤ

ＣＡＰＴＵＲＥ

ＬＯＣＡＴＩＯＮ

ＡＮＤ

ＣＯＮＴＥ

ＮＴ」に対する優先権を主張する。これらの出願の内容は本明細書において全ての目的の
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ために参照により組み込まれる。
【０００２】
本出願は、２０１１年６月３日に出願された米国特許出願第１３／１５３，３７４号、
「ＭＯＴＩＯＮ
ＲＥ

ＰＡＴＴＥＲＮ

ＣＬＡＳＳＩＦＩＣＡＴＩＯＮ

ＡＮＤ

ＧＥＳＴＵ

ＲＥＣＯＧＮＩＴＩＯＮ」、及び２０１１年６月３日に出願された米国特許出願第

１３／１５３，３３５号、「ＭＯＴＩＯＮ−ＢＡＳＥＤ

ＤＥＶＩＣＥ

ＯＰＥＲＡＴＩ

ＯＮＳ」に関連する。これらの出願の内容は本明細書において全ての目的のために参照に
より組み込まれる。
【技術分野】
【０００３】
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開示される例は概して、電子デバイスのユーザインタフェースに関する。
【背景技術】
【０００４】
メッセージは、音声、ビデオ、又は画像などの、種々のメディアを含むことができる。
いくつかのシステムは、メディアをキャプチャし、伝送し、見るために、メッセージング
アプリケーションの外部のメディアアプリケーションを立ち上げることをユーザに要求す
る場合がある。更に、メディアをメッセージ内に含めることは、コンテンツをキャプチャ
し、キャプチャされたコンテンツをメッセージ内に含め、メッセージを受信者へ送信する
ための複数のステップを実行することをユーザに要求する場合がある。このとき、受信者
は、コンテンツを再生するか、若しくは見るために、複数のステップを実行するか、又は
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別個のメディアアプリケーションを明示的に立ち上げる必要がある場合がある。
【発明の概要】
【０００５】
メディアを共有することに加えて、ユーザはまた、メッセージアプリケーションの内部
から自分たちのロケーション情報を１人以上の他のユーザと容易に共有するか、又は通信
のための音声動作を開始したいと思う場合もある。メディア及びロケーション情報を迅速
にキャプチャし、メッセージに含めて１人以上の受信者へ送信することを支援するか、又
は１人以上の受信者への音声動作を開始するメッセージユーザインタフェースが望ましい
。
【０００６】
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しかし、電子デバイスを用いてメディア及びロケーション情報を共有するためのいくつ
かの技法は、概して、煩雑で非効率的である。例えば、メディア及び／又はロケーション
情報の共有が支援される点において、既存の技法は、複数のキー押し又はキーストローク
を含み得る、複雑で時間のかかるユーザインタフェースを用いる。既存の技術では、必要
以上に時間がかかり、ユーザの時間及びデバイスのエネルギーを無駄にしてしまう。この
後者の考慮事項は、バッテリ動作デバイスにおいては特に重要である。
【０００７】
いくつかの実施形態では、メッセージアプリケーションの内部からメディアをキャプチ
ャし、送信するための方法は、タッチ感知面とディスプレイとを有する電子デバイスにお
いて、ディスプレイ上に、メディアアフォーダンス、及びメッセージ会話の参加者の間で
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送信されたメッセージを表示するためのメッセージ領域を表示することと、ディスプレイ
上におけるメディアアフォーダンスのロケーションに対応するタッチ感知面上のロケーシ
ョンにおける接触を検出することを含む、タッチ感知面上におけるジェスチャを検出する
ことと、接触を検出したことに応じて、ディスプレイ上に送信アフォーダンスを表示する
ことと、タッチ感知面を横切る接触の移動を検出すること、及びそれに続き、タッチ感知
面からの接触のリフトオフを検出することを含む、ジェスチャの続きを検出することと、
接触が、ディスプレイ上における送信アフォーダンスのロケーションに対応するタッチ感
知面上のロケーションへ移動したかどうかを判定することと、接触が、送信アフォーダン
スのロケーションに対応するタッチ感知面上のロケーションへ移動したとの判定に従って
、及びリフトオフを検出したことに応じて、ジェスチャの少なくとも一部分に応じてキャ
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プチャされたメディアをメッセージ会話の参加者へ送信することと、を含む。
【０００８】
いくつかの実施形態では、メッセージアプリケーションの内部からビデオをキャプチャ
し、送信するための方法は、タッチ感知面とディスプレイとを有する電子デバイスにおい
て、ディスプレイ上に、メディアアフォーダンス、及びメッセージ会話の参加者の間で送
信されたメッセージを表示するためのメッセージ領域を表示することと、タッチ感知面上
における第１の入力を検出することであって、第１の入力はディスプレイ上におけるメデ
ィアアフォーダンスのロケーションに対応する、ことと、第１の入力を検出したことに応
じて、記録アフォーダンス及び送信アフォーダンスを表示することと、タッチ感知面上に
おける第２の入力を検出することであって、第２の入力はディスプレイ上における記録ア
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フォーダンスのロケーションに対応する、ことと、第２の入力を検出したことに応じて、
ビデオを記録することを開始することと、タッチ感知面上における第３の入力を検出する
ことであって、第３の入力はディスプレイ上における送信アフォーダンスのロケーション
に対応する、ことと、第３の入力を検出したことに応じて、記録されたビデオを参加者へ
送信することと、ディスプレイから送信アフォーダンス及び記録アフォーダンスを消去す
ることと、を含む。
【０００９】
いくつかの実施形態では、メッセージアプリケーションの内部から音声メッセージをキ
ャプチャし、送信し、再生するための方法は、タッチ感知面とディスプレイとを有する電
子デバイスにおいて、メッセージ会話の第１の参加者から受信された第１の音声メッセー
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ジの表現を表示することと、第１の音声メッセージを再生せよとの要求を検出することと
、要求を検出したことに応じて、第１の音声メッセージを再生することと、第１の音声メ
ッセージを再生した後に、デバイスの持ち上げを検出することと、デバイスの持ち上げを
検出したことに応じて、第２の音声メッセージを記録することと、第２の音声メッセージ
を記録した後に、第２の音声メッセージを第１の参加者へ送信することと、を含む。
【００１０】
いくつかの実施形態では、メッセージを会話内における表示のためにグループ化するた
めの方法は、タッチ感知面とディスプレイとを備える電子デバイスにおいて、時間インタ
ーバル以内に第１の参加者から複数のメッセージを受信することと、複数のメッセージが
メッセージグループ化基準を満たすかどうかを判定することと、複数のメッセージがメッ
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セージグループ化基準を満たさないとの判定に従って、複数のメッセージを表現する複数
の別個の境界されたメッセージ区域を表示することと、複数のメッセージがメッセージグ
ループ化基準を満たすとの判定に従って、複数のメッセージを表現する、単一の、グルー
プとして境界されたメッセージ区域を表示することと、を含む。
【００１１】
いくつかの実施形態では、メッセージ会話から、満期になったメッセージを削除するた
めの方法は、タッチ感知面とディスプレイとを備える電子デバイスにおいて、第１のメッ
セージを受信することと、ディスプレイ上に第１のメッセージの表現を表示することであ
って、第１のメッセージは満期基準の満足時に削除されるようにスケジュールされる、こ
とと、第１のメッセージをキープするためのアフォーダンスを表示することと、アフォー
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ダンスが満期基準の満足前に選択されたとの判定に従って、第１のメッセージをキープす
ることと、アフォーダンスの選択を検出することなく満期基準が満足されたとの判定に従
って、ディスプレイ上に第１のメッセージの表現を表示することを中止することと、を含
む。
【００１２】
いくつかの実施形態では、ロケーション情報を共有するための方法は、タッチ感知面と
ディスプレイとを備える電子デバイスにおいて、ディスプレイ上に、メッセージ会話の第
１の参加者と第２の参加者との間で送信されたメッセージを表示するためのメッセージ領
域を表示することと、第１の参加者のロケーションを、このロケーションが少なくとも所
定の期間にわたって変化する際に、第２の参加者と共有するためのロケーション共有アフ
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ォーダンスを表示することと、ロケーション共有アフォーダンスの選択を検出することと
、ロケーション共有アフォーダンスの選択を検出したことに応じて、少なくとも所定の期
間中に、第２の参加者に、第２の参加者が第１の参加者の現在のロケーションを判定する
ことを可能にする情報を提供することと、を含む。
【００１３】
いくつかの実施形態では、会話にメディアを追加するための方法は、カメラセンサと、
タッチ感知面と、ディスプレイとを有する電子デバイスにおいて、ディスプレイ上に、メ
ッセージ会話を表示するためのメッセージ領域を表示することと、メッセージ会話にメデ
ィアを追加せよとの要求を受信することと、要求を受信したことに応じて、メッセージ会
話の少なくとも一部分と同時にメディア選択インタフェースを表示することであって、メ
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ディア選択インタフェースは、メディアをメッセージ会話への追加のために選択するため
の複数のアフォーダンスを含み、複数のアフォーダンスの少なくともサブセットは、メッ
セージ会話に追加するために利用可能なメディアのサムネイル表現を含む、ことと、複数
のアフォーダンスからのそれぞれのアフォーダンスの選択を検出することと、それぞれの
アフォーダンスの選択を検出したことに応じて、対応するメディアをメッセージ会話への
追加のために選択することと、を含む。
【００１４】
いくつかの実施形態では、音声動作を開始するための方法は、マイクロフォンを備える
電子デバイスにおいて、電子デバイスの運動、及び１つ以上の近接センサの測定値に基づ
いてデバイスのコンテクストの変化を検出することと、デバイスのコンテクストの変化を
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検出したことに応じて、デバイスが音声動作基準を満たすかどうかを判定することであっ
て、音声動作基準は、電子デバイスの運動が運動基準を満足し、１つ以上の近接センサ測
定値が近接基準を満足すると満たされる基準を含む、ことと、デバイスのコンテクストの
変化が音声動作基準を満足するとの判定に従って、音声動作を開始することと、デバイス
のコンテクストの変化が音声動作基準を満足しないとの判定に従って、音声動作の開始を
見送ることと、を含む。
【００１５】
いくつかの実施形態では、音声メッセージを送信するための方法は、少なくとも１つの
マイクロフォンを備える電子デバイスにおいて、指定された連絡先のための音声メッセー
ジを記録せよとの要求として解釈される１つ以上の条件を検出することと、１つ以上の条
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件を検出したことに応じて、少なくとも１つのマイクロフォンを用いて音声記録を生成す
ることと、音声記録が拒否基準を満たすかどうかを判定することと、拒否基準が満足され
ないとの判定に従って、音声記録を、指定された連絡先へ送信することと、拒否基準が満
足されるとの判定に従って、指定された連絡先への音声記録の送信を見送ることと、を含
む。
【００１６】
いくつかの実施形態では、メディアをキャプチャし、送信するための方法は、タッチ感
知面とディスプレイとを有する電子デバイスにおいて、ディスプレイ上に、メディアアフ
ォーダンス、メッセージ作成フィールド、及び参加者の間のメッセージ会話を表示するこ
とであって、メッセージ会話はメッセージ領域内に表示される、ことと、ディスプレイ上
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におけるメディアアフォーダンスのロケーションに対応するタッチ感知面上のロケーショ
ンにおける接触を検出することと、接触を検出したことに応じて、メッセージ作成フィー
ルド内にライブメディアプレビュを表示することと、タッチ感知面からの接触のリフトオ
フを検出することと、リフトオフを検出したことに応じて、ライブメディアプレビュに基
づく新しい画像をキャプチャすることと、キャプチャされた画像をメッセージ会話の参加
者へ送信することと、を含む。
【図面の簡単な説明】
【００１７】
【図１Ａ】いくつかの実施形態に係る、タッチ感知ディスプレイを備えるポータブル多機
能デバイスを示すブロック図である。
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【００１８】
【図１Ｂ】いくつかの実施形態に係る、イベント処理のための例示的な構成要素を示すブ
ロック図である。
【００１９】
【図２】いくつかの実施形態に係る、タッチスクリーンを有するポータブル多機能デバイ
スを示す図である。
【００２０】
【図３】いくつかの実施形態に係る、ディスプレイ及びタッチ感知面を備える例示的な多
機能デバイスのブロック図である。
【００２１】
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【図４Ａ】いくつかの実施形態に係る、ポータブル多機能デバイス上のアプリケーション
のメニューのための例示的なユーザインタフェースを示す図である。
【００２２】
【図４Ｂ】いくつかの実施形態に係る、ディスプレイとは別個のタッチ感知面を備える多
機能デバイスのための例示的なユーザインタフェースを示す図である。
【００２３】
【図５Ａ】いくつかの実施形態に係るパーソナル電子デバイスを示す図である。
【００２４】
【図５Ｂ】いくつかの実施形態に係るパーソナル電子デバイスを示すブロック図である。
【００２５】
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【図６Ａ】いくつかの実施形態に係る例示的なメッセージングユーザインタフェースを示
す図である。
【図６Ｂ】いくつかの実施形態に係る例示的なメッセージングユーザインタフェースを示
す図である。
【００２６】
【図６Ｃ】いくつかの実施形態に係る例示的なメッセージングユーザインタフェースを示
す図である。
【図６Ｄ】いくつかの実施形態に係る例示的なメッセージングユーザインタフェースを示
す図である。
【００２７】
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【図７Ａ】いくつかの実施形態に係る例示的なメッセージングユーザインタフェースを示
す図である。
【図７Ｂ】いくつかの実施形態に係る例示的なメッセージングユーザインタフェースを示
す図である。
【００２８】
【図７Ｃ】いくつかの実施形態に係る例示的なメッセージングユーザインタフェースを示
す図である。
【図７Ｄ】いくつかの実施形態に係る例示的なメッセージングユーザインタフェースを示
す図である。
【００２９】
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【図８】いくつかの実施形態に係る例示的なメッセージングユーザインタフェースを示す
図である。
【００３０】
【図９Ａ】いくつかの実施形態に係る例示的なメッセージングユーザインタフェースを示
す図である。
【図９Ｂ】いくつかの実施形態に係る例示的なメッセージングユーザインタフェースを示
す図である。
【００３１】
【図１０Ａ】いくつかの実施形態に係る例示的なメッセージングユーザインタフェースを
示す図である。
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【図１０Ｂ】いくつかの実施形態に係る例示的なメッセージングユーザインタフェースを
示す図である。
【００３２】
【図１１Ａ】いくつかの実施形態に係る例示的なメッセージングユーザインタフェースを
示す図である。
【図１１Ｂ】いくつかの実施形態に係る例示的なメッセージングユーザインタフェースを
示す図である。
【００３３】
【図１１Ｃ】いくつかの実施形態に係る例示的なメッセージングユーザインタフェースを
示す図である。
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【図１１Ｄ】いくつかの実施形態に係る例示的なメッセージングユーザインタフェースを
示す図である。
【図１１Ｅ】いくつかの実施形態に係る例示的なメッセージングユーザインタフェースを
示す図である。
【００３４】
【図１１Ｆ】いくつかの実施形態に係る例示的なメッセージングユーザインタフェースを
示す図である。
【図１１Ｇ】いくつかの実施形態に係る例示的なメッセージングユーザインタフェースを
示す図である。
【００３５】
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【図１２Ａ】いくつかの実施形態に係る例示的なメッセージングユーザインタフェースを
示す図である。
【図１２Ｂ】いくつかの実施形態に係る例示的なメッセージングユーザインタフェースを
示す図である。
【００３６】
【図１３Ａ】いくつかの実施形態に係る例示的なメッセージングユーザインタフェースを
示す図である。
【図１３Ｂ】いくつかの実施形態に係る例示的なメッセージングユーザインタフェースを
示す図である。
【図１３Ｃ】いくつかの実施形態に係る例示的なメッセージングユーザインタフェースを
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示す図である。
【００３７】
【図１４】いくつかの実施形態に係る例示的なメッセージングユーザインタフェースを示
す図である。
【００３８】
【図１５Ａ】いくつかの実施形態に係る例示的なメッセージングユーザインタフェースを
示す図である。
【図１５Ｂ】いくつかの実施形態に係る例示的なメッセージングユーザインタフェースを
示す図である。
【００３９】
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【図１６Ａ】いくつかの実施形態に係る例示的なメッセージングユーザインタフェースを
示す図である。
【図１６Ｂ】いくつかの実施形態に係る例示的なメッセージングユーザインタフェースを
示す図である。
【００４０】
【図１７Ａ】いくつかの実施形態に係る例示的なメッセージングユーザインタフェースを
示す図である。
【図１７Ｂ】いくつかの実施形態に係る例示的なメッセージングユーザインタフェースを
示す図である。
【図１７Ｃ】いくつかの実施形態に係る例示的なメッセージングユーザインタフェースを
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示す図である。
【００４１】
【図１８Ａ】いくつかの実施形態に係る例示的なメッセージングユーザインタフェースを
示す図である。
【図１８Ｂ】いくつかの実施形態に係る例示的なメッセージングユーザインタフェースを
示す図である。
【図１８Ｃ】いくつかの実施形態に係る例示的なメッセージングユーザインタフェースを
示す図である。
【００４２】
【図１９Ａ】いくつかの実施形態に係る例示的なメッセージングユーザインタフェースを
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示す図である。
【図１９Ｂ】いくつかの実施形態に係る例示的なメッセージングユーザインタフェースを
示す図である。
【００４３】
【図１９Ｃ】いくつかの実施形態に係る例示的なメッセージングユーザインタフェースを
示す図である。
【図１９Ｄ】いくつかの実施形態に係る例示的なメッセージングユーザインタフェースを
示す図である。
【００４４】
【図２０】いくつかの実施形態に係る例示的なメッセージングユーザインタフェースを示
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す図である。
【００４５】
【図２１Ａ】いくつかの実施形態に係る例示的なメッセージングユーザインタフェースを
示す図である。
【図２１Ｂ】いくつかの実施形態に係る例示的なメッセージングユーザインタフェースを
示す図である。
【００４６】
【図２２Ａ】いくつかの実施形態に係る例示的なメッセージングユーザインタフェースを
示す図である。
【図２２Ｂ】いくつかの実施形態に係る例示的なメッセージングユーザインタフェースを
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示す図である。
【図２２Ｃ】いくつかの実施形態に係る例示的なメッセージングユーザインタフェースを
示す図である。
【００４７】
【図２２Ｄ】いくつかの実施形態に係る例示的なメッセージングユーザインタフェースを
示す図である。
【００４８】
【図２３Ａ】いくつかの実施形態に係る例示的なメッセージングユーザインタフェースを
示す図である。
【図２３Ｂ】いくつかの実施形態に係る例示的なメッセージングユーザインタフェースを
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示す図である。
【図２３Ｃ】いくつかの実施形態に係る例示的なメッセージングユーザインタフェースを
示す図である。
【００４９】
【図２４Ａ】いくつかの実施形態に係る例示的なメッセージングユーザインタフェースを
示す図である。
【図２４Ｂ】いくつかの実施形態に係る例示的なメッセージングユーザインタフェースを
示す図である。
【図２４Ｃ】いくつかの実施形態に係る例示的なメッセージングユーザインタフェースを
示す図である。
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【００５０】
【図２５Ａ】いくつかの実施形態に係る例示的なメッセージングユーザインタフェースを
示す図である。
【図２５Ｂ】いくつかの実施形態に係る例示的なメッセージングユーザインタフェースを
示す図である。
【００５１】
【図２５Ｃ】いくつかの実施形態に係る例示的なメッセージングユーザインタフェースを
示す図である。
【図２５Ｄ】いくつかの実施形態に係る例示的なメッセージングユーザインタフェースを
示す図である。
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【図２５Ｅ】いくつかの実施形態に係る例示的なメッセージングユーザインタフェースを
示す図である。
【００５２】
【図２６】いくつかの実施形態に係る例示的なメッセージングユーザインタフェースを示
す図である。
【００５３】
【図２７Ａ】いくつかの実施形態に係る例示的なメッセージングユーザインタフェースを
示す図である。
【図２７Ｂ】いくつかの実施形態に係る例示的なメッセージングユーザインタフェースを
示す図である。
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【図２７Ｃ】いくつかの実施形態に係る例示的なメッセージングユーザインタフェースを
示す図である。
【００５４】
【図２８Ａ】いくつかの実施形態に係る例示的なメッセージングユーザインタフェースを
示す図である。
【図２８Ｂ】いくつかの実施形態に係る例示的なメッセージングユーザインタフェースを
示す図である。
【図２８Ｃ】いくつかの実施形態に係る例示的なメッセージングユーザインタフェースを
示す図である。
【００５５】

40

【図２９Ａ】いくつかの実施形態に係る例示的なメッセージングユーザインタフェースを
示す図である。
【図２９Ｂ】いくつかの実施形態に係る例示的なメッセージングユーザインタフェースを
示す図である。
【図２９Ｃ】いくつかの実施形態に係る例示的なメッセージングユーザインタフェースを
示す図である。
【００５６】
【図３０】いくつかの実施形態に係る例示的なメッセージングユーザインタフェースを示
す図である。
【００５７】
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【図３１】いくつかの実施形態に係る例示的なメッセージングユーザインタフェースを示
す図である。
【００５８】
【図３２Ａ】いくつかの実施形態に係る例示的なメッセージングユーザインタフェースを
示す図である。
【図３２Ｂ】いくつかの実施形態に係る例示的なメッセージングユーザインタフェースを
示す図である。
【図３２Ｃ】いくつかの実施形態に係る例示的なメッセージングユーザインタフェースを
示す図である。
【００５９】
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【図３３】いくつかの実施形態に係る、メディアをキャプチャし、送信するためのプロセ
スを示すフロー図である。
【００６０】
【図３４】いくつかの実施形態に係る、メディアをキャプチャし、送信するためのプロセ
スを示すフロー図である。
【００６１】
【図３５】いくつかの実施形態に係る、メディアをキャプチャし、送信するためのプロセ
スを示すフロー図である。
【００６２】
【図３６】いくつかの実施形態に係る、メッセージをグループ化するためのプロセスを示
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すフロー図である。
【００６３】
【図３７】いくつかの実施形態に係る、満期基準に基づいてメッセージを管理するための
プロセスを示すフロー図である。
【００６４】
【図３８】いくつかの実施形態に係る、ロケーション情報を共有するためのプロセスを示
すフロー図である。
【００６５】
【図３９】いくつかの実施形態に係る、会話にメディアを追加するためのプロセスを示す
フロー図である。
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【００６６】
【図４０】いくつかの実施形態に係る、音声動作を開始するためのプロセスを示すフロー
図である。
【００６７】
【図４１Ａ】いくつかの実施形態に係る、音声動作を開始するためのプロセスを示すフロ
ー図である。
【図４１Ｂ】いくつかの実施形態に係る、音声動作を開始するためのプロセスを示すフロ
ー図である。
【００６８】
【図４２Ａ】いくつかの実施形態に係る、音声動作を開始するためのプロセスを示すフロ
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ー図である。
【図４２Ｂ】いくつかの実施形態に係る、音声動作を開始するためのプロセスを示すフロ
ー図である。
【００６９】
【図４３Ａ】いくつかの実施形態に係る、音声動作を開始するためのプロセスを示すフロ
ー図である。
【図４３Ｂ】いくつかの実施形態に係る、音声動作を開始するためのプロセスを示すフロ
ー図である。
【図４３Ｃ】いくつかの実施形態に係る、音声動作を開始するためのプロセスを示すフロ
ー図である。
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【００７０】
【図４４Ａ】いくつかの実施形態に係る、音声動作を開始するためのプロセスを示すフロ
ー図である。
【図４４Ｂ】いくつかの実施形態に係る、音声動作を開始するためのプロセスを示すフロ
ー図である。
【００７１】
【図４４Ｃ】いくつかの実施形態に係る、音声動作を開始するためのプロセスを示すフロ
ー図である。
【００７２】
【図４５Ａ】いくつかの実施形態に係る、音声動作を開始するためのプロセスを示すフロ
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ー図である。
【図４５Ｂ】いくつかの実施形態に係る、音声動作を開始するためのプロセスを示すフロ
ー図である。
【００７３】
【図４５Ｃ】いくつかの実施形態に係る、音声動作を開始するためのプロセスを示すフロ
ー図である。
【００７４】
【図４６】いくつかの実施形態に係る、音声記録を送信するためのプロセスを示すフロー
図である。
【００７５】

20

【図４７Ａ】いくつかの実施形態に係る、音声記録を送信するためのプロセスを示すフロ
ー図である。
【図４７Ｂ】いくつかの実施形態に係る、音声記録を送信するためのプロセスを示すフロ
ー図である。
【００７６】
【図４７Ｃ】いくつかの実施形態に係る、音声記録を送信するためのプロセスを示すフロ
ー図である。
【図４７Ｄ】いくつかの実施形態に係る、音声記録を送信するためのプロセスを示すフロ
ー図である。
【００７７】
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【図４８Ａ】いくつかの実施形態に係る、音声記録を送信するためのプロセスを示すフロ
ー図である。
【図４８Ｂ】いくつかの実施形態に係る、音声記録を送信するためのプロセスを示すフロ
ー図である。
【００７８】
【図４９】いくつかの実施形態に係る、メディアをキャプチャし、送信するためのプロセ
スを示すフロー図である。
【００７９】
【図５０】いくつかの実施形態に係る電子デバイスの機能ブロック図である。
【００８０】
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【図５１】いくつかの実施形態に係る電子デバイスの機能ブロック図である。
【００８１】
【図５２】いくつかの実施形態に係る電子デバイスの機能ブロック図である。
【００８２】
【図５３】いくつかの実施形態に係る電子デバイスの機能ブロック図である。
【００８３】
【図５４】いくつかの実施形態に係る電子機デバイスの機能ブロック図である。
【００８４】
【図５５】いくつかの実施形態に係る電子デバイスの機能ブロック図である。
【００８５】
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【図５６】いくつかの実施形態に係る電子デバイスの機能ブロック図である。
【００８６】
【図５７】いくつかの実施形態に係る電子デバイスの機能ブロック図である。
【００８７】
【図５８】いくつかの実施形態に係る電子デバイスの機能ブロック図である。
【００８８】
【図５９】いくつかの実施形態に係る電子デバイスの機能ブロック図である。
【発明を実施するための形態】
【００８９】
以下の説明では、例示的な方法、パラメータなどが記載される。ただし、このような説
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明は、本開示の範囲に対する限定として意図されているのではなく、代わりに、例示的な
実施形態の説明として提供されることを理解されたい。
【００９０】
ポータブル電子デバイス上でメディアコンテンツ又はロケーションデータをキャプチャ
し、送信し、再生するためのより高速で、より効率的な方法及びインタフェースを有する
電子デバイスが必要とされている。例えば、ユーザがメッセージングアプリケーションの
内部からメディアコンテンツをキャプチャし、送信することを可能にするユーザインタフ
ェースは、このようなコンテンツを共有するために必要な入力の数を低減し、メッセージ
会話に参加しているユーザの認知負担を軽減することができ、それにより、生産性を向上
させる。更に、そのような技術は、そうでなければ余分なユーザ入力において浪費される
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、プロセッサ及びバッテリ電力を低減し得る。
【００９１】
以下において、図１Ａ〜図１Ｂ、図２、図３、図４Ａ〜図４Ｂ、図５Ａ〜図５Ｂ、及び
図５０〜図５９は、メディアオブジェクト又はロケーションコンテンツをキャプチャし、
送信し、かつ再生するか、又は見るための技法を実行するための例示的なデバイスの説明
を提供する。図６Ａ〜図３２Ｃは、メディアオブジェクト又はロケーションコンテンツを
キャプチャするか、送信するか、再生するか、又は見るため、及び記録された音声メッセ
ージを送信するための例示的なユーザメッセージユーザインタフェースを示す。図３３〜
図４９は、メディア及びロケーションコンテンツをキャプチャし、送信し、かつ再生する
か、若しくは見る方法、メッセージを表示のためにグループ化する方法、会話から満期に
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なったメッセージを消去する方法、音声動作を開始する方法、並びに記録されたメッセー
ジを送信する方法を示すフロー図である。
【００９２】
以下の説明では、様々な要素を説明するために「第１」、「第２」などの用語が使用さ
れるが、これらの要素はこれらの用語によって限定されるべきではない。これらの用語は
、ある要素を別の要素と区別するためにのみ使用される。例えば、説明されている様々な
実施形態の範囲から逸脱することなく、第１のタッチは第２のタッチと称することができ
、同様に、第２のタッチは第１のタッチと称し得る。第１のタッチと第２のタッチはとも
にタッチであるが、同じタッチではない。
【００９３】
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本明細書で説明される様々な実施形態の説明で使用される用語法は、特定の実施形態を
説明することのみを目的とするものであって、限定することを意図するものではない。説
明される様々な実施形態の説明及び添付の特許請求の範囲で使用されるとき、単数形「ａ
」、「ａｎ」、及び「ｔｈｅ」は、文脈がそうではないことを明確に示さない限り、複数
形もまた含むことが意図される。本明細書で使用されるときに、用語「及び／又は」が、
関連する列挙された項目のうちの１つ以上の全ての可能な任意の組み合わせを指し、かつ
これを含むことをもまた理解されたい。更に、用語「ｉｎｃｌｕｄｅｓ（含む）」、「ｉ
ｎｃｌｕｄｉｎｇ（含む）」、「ｃｏｍｐｒｉｓｅｓ（備える）」、及び／又は「ｃｏｍ
ｐｒｉｓｉｎｇ（備える）」は、本明細書で使用される場合、記述される特徴、整数、ス
テップ、動作、要素、及び／又は構成要素の存在を指定するが、１つ以上の他の特徴、整
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数、ステップ、動作、要素、構成要素、及び／又はそれらの群の存在若しくは追加を排除
するものではないことが理解されるであろう。
【００９４】
用語「ｉｆ（〜場合に）」は、文脈に応じて「ｗｈｅｎ（〜ときに）」、「ｕｐｏｎ（
〜ときに）」、「ｉｎ

ｒｅｓｐｏｎｓｅ

定に応じて）」、又は「ｉｎ

ｔｏ

ｄｅｔｅｒｍｉｎｉｎｇ（〜という判

ｒｅｓｐｏｎｓｅ

ｔｏ

ｄｅｔｅｃｔｉｎｇ（〜を検出

したことに応じて）」を意味すると解釈することができる。同様に、句「ｉｆ
ｓ

ｄｅｔｅｒｍｉｎｅｄ（〜と判定される場合に）」又は「ｉｆ［ａ

ｃｏｎｄｉｔｉｏｎ

ｏｒ

ｅｖｅｎｔ］ｉｓ

ｉｔ

ｉ

ｓｔａｔｅｄ

ｄｅｔｅｃｔｅｄ（［述べられる条件又

はイベント］が検出される場合に）」は、文脈に応じて「ｕｐｏｎ

ｄｅｔｅｒｍｉｎｉ

ｎｇ（〜と判定される時に）」、「ｉｎ

ｄｅｔｅｒｍｉｎｉ

ｒｅｓｐｏｎｓｅ

ｎｇ（〜との判定に応じて）」、「ｕｐｏｎ
ｄ

ｃｏｎｄｉｔｉｏｎ

時に）」、又は「ｉｎ
ｔｅｄ

ｏｒ

ｓｔａｔｅ

ｅｖｅｎｔ］（［述べられる条件又はイベント］の検出

ｒｅｓｐｏｎｓｅ

ｃｏｎｄｉｔｉｏｎ

ｔｏ

ｄｅｔｅｃｔｉｎｇ［ｔｈｅ

10

ｏｒ

ｔｏ

ｄｅｔｅｃｔｉｎｇ［ｔｈｅ

ｓｔａ

ｅｖｅｎｔ］（［述べられる条件又はイベント］の

検出に応じて）」を意味すると解釈することができる。
【００９５】
電子デバイス、そのようなデバイス用のユーザインタフェース、及びそのようなデバイ
スを使用するための関連プロセスの、実施形態を説明する。いくつかの実施形態では、こ
のデバイスは、ＰＤＡ機能及び／又は音楽再生機能などの、他の機能をも含む、モバイル

20

電話機などのポータブル通信デバイスである。ポータブル多機能デバイスの例示的な実施
形態としては、限定するものではないが、Ｃａｌｉｆｏｒｎｉａ州Ｃｕｐｅｒｔｉｎｏの
Ａｐｐｌｅ

Ｉｎｃ．からのｉＰｈｏｎｅ（登録商標）、ｉＰｏｄ

Ｔｏｕｃｈ（登録商

標）、及びｉＰａｄ（登録商標）デバイスが挙げられる。タッチ感知面（例えば、タッチ
スクリーンディスプレイ及び／又はタッチパッド）を備えたラップトップ又はタブレット
コンピュータなどの、他のポータブル電子デバイスも任意選択的に使用される。また、い
くつかの実施形態では、デバイスはポータブル通信デバイスではなく、タッチ感知面（例
えば、タッチスクリーンディスプレイ及び／又はタッチパッド）を備えたデスクトップコ
ンピュータであることを理解されたい。
【００９６】

30

以下の論考では、ディスプレイ及びタッチ感知面を備える電子デバイスを説明する。し
かし、電子デバイスは、物理キーボード、マウス、及び／又はジョイスティックなどの、
１つ以上の他の物理ユーザインタフェースデバイスを任意選択的に含むことを理解された
い。デバイスは、描画アプリケーション、プレゼンテーションアプリケーション、ワード
プロセッシングアプリケーション、ウェブサイト作成アプリケーション、ディスクオーサ
リングアプリケーション、スプレッドシートアプリケーション、ゲームアプリケーション
、電話アプリケーション、テレビ会議アプリケーション、電子メールアプリケーション、
インスタントメッセージングアプリケーション、トレーニングサポートアプリケーション
、写真管理アプリケーション、デジタルカメラアプリケーション、デジタルビデオカメラ
アプリケーション、ウェブブラウジングアプリケーション、デジタル音楽プレーヤアプリ

40

ケーション、及び／又はデジタルビデオプレーヤアプリケーションのうちの１つ以上など
の、様々なアプリケーションをサポートしてもよい。
【００９７】
このデバイス上で実行される様々なアプリケーションは、タッチ感知面などの、少なく
とも１つの共通の物理ユーザインタフェースデバイスを、任意選択的に使用する。タッチ
感知面の１つ以上の機能並びにデバイス上に表示される対応する情報は、１つのアプリケ
ーションから次のアプリケーションへ、及び／又は対応するアプリケーションの中で、任
意選択的に、調整、及び／又は変更される。この方式で、そのデバイスの共通の（タッチ
感知面などの）物理アーキテクチャは、ユーザにとって直観的かつ透過的なユーザインタ
フェースを有する様々なアプリケーションを、任意選択的にサポートする。
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【００９８】
ここで、タッチ感知ディスプレイを備えるポータブルデバイスの実施形態に注意を向け
る。図１Ａは、いくつかの実施形態に係る、タッチ感知ディスプレイシステム１１２を備
えるポータブル多機能デバイス１００を示すブロック図である。タッチ感知ディスプレイ
１１２は、便宜上「タッチスクリーン」と呼ばれる場合があり、「タッチ感知ディスプレ
イシステム」として知られるか、又はそのように呼ばれる場合もある。デバイス１００は
、メモリ１０２（任意選択的に、１つ以上のコンピュータ可読記憶媒体を含む）、メモリ
コントローラ１２２、１つ以上の処理ユニット（ＣＰＵ）１２０、周辺機器インタフェー
ス１１８、ＲＦ回路１０８、オーディオ回路１１０、スピーカ１１１、マイクロフォン１
１３、入出力（Ｉ／Ｏ）サブシステム１０６、その他の入力コントロールデバイス１１６
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、及び外部ポート１２４を含む。デバイス１００は、１つ以上の光センサ１６４を、任意
選択的に含む。デバイス１００は、デバイス１００（例えば、デバイス１００のタッチ感
知ディスプレイシステム１１２などのタッチ感知面）上の接触の強度を検出するための、
１つ以上の接触強度センサ１６５を任意選択的に含む。デバイス１００は、デバイス１０
０上に触知出力を生成する（例えば、デバイス１００のタッチ感知ディスプレイシステム
１１２又はデバイス３００のタッチパッド３５５などの、タッチ感知面上に触知出力を生
成する）ための、１つ以上の触知出力生成器１６７を、任意選択的に含む。これらの構成
要素は、１つ以上の通信バス又は信号ライン１０３を介して、任意選択的に通信する。
【００９９】
本明細書及び特許請求の範囲で使用されるとき、タッチ感知面上の接触の「強度」とい

20

う用語は、タッチ感知面上の接触（例えば、指接触）の力又は圧力（単位面積当りの力）
、あるいはタッチ感知面上の接触の力又は圧力の代替物（代用物）を指す。接触の強度は
、少なくとも４つの異なる数値を含み、より典型的には、数百以上の異なる数値（例えば
、少なくとも２５６）を含む、数値の範囲を有する。接触の強度は、様々な方法及び様々
なセンサ、又はセンサの組み合わせを使用して、任意選択的に、判定（又は、測定）され
る。例えば、タッチ感知面の下に又は隣接して配置された１つ以上の力センサは、タッチ
感知面上の様々な点における力を測定するために、任意選択的に用いられる。いくつかの
実装において、複数の力センサの力測定値を組み合わせて（例えば、加重平均）、接触の
推定の力を判定する。同様に、スタイラスの感圧性先端部を任意選択的に使用して、タッ
チ感知面上のスタイラスの圧力を判定する。別の方法としては、タッチ感知面上で検出さ

30

れる接触領域のサイズ及び／若しくはその変化、接触に近接するタッチ感知面の電気容量
及び／若しくはその変化、並びに／又は、接触に近接するタッチ感知面の抵抗及び／若し
くはその変化が、タッチ感知面上の接触の力又は圧力の代用物として、任意選択的に用い
られる。いくつかの実装において、接触の力又は圧力の代替的測定値は、強度閾値を超え
ているかを判定するために直接に用いられる（例えば、強度閾値は、代替的測定値に対応
する単位で記述される）。いくつかの実装において、接触の力又は圧力の代替的測定値は
、推定される力又は圧力に変換され、この推定される力又は圧力を用いて、強度閾値を超
えているか判定される（例えば、強度閾値は、圧力の単位で測定された圧力閾値である）
。接触の強度をユーザ入力の属性として使用することは、アフォーダンスを（例えば、タ
ッチ感知ディスプレイ上に）表示するため、及び／又はユーザ入力を（例えば、タッチ感

40

知ディスプレイ、タッチ感知面、又はノブ若しくはボタンなどの物理的／機械的制御を介
して）受信するための面積が制限された、低減されたサイズのデバイスにおいて、ユーザ
によるアクセスが他の場合に不可能であり得る、追加のデバイス機能へのユーザのアクセ
スを可能にする。
【０１００】
本明細書及び特許請求の範囲で使用されるとき、用語「触知出力」は、ユーザの触覚で
ユーザによって検出されることになる、デバイスの従前の位置に対するデバイスの物理的
変位、デバイスの構成要素（例えば、タッチ感知面）の、デバイスの別の構成要素（例え
ば、筐体）に対する物理的変位、又はデバイスの質量中心に対する構成要素の変位を指す
。例えば、デバイス又はデバイスの構成要素が、タッチに敏感なユーザの表面（例えば、
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ユーザの手の指、手のひら、又は他の部分）に接触している状況において、物理的変位に
よって生成された触知出力は、デバイス又はデバイスの構成要素の物理的特性の認識され
た変化に相当する触感として、ユーザによって解釈される。例えば、タッチ感知面（例え
ば、タッチ感知ディスプレイ又はトラックパッド）の移動は、ユーザによって、物理アク
チュエータボタンの「ダウンクリック」又は「アップクリック」として、任意選択的に解
釈される。いくつかの場合、ユーザの移動により物理的に押された（例えば、変位された
）タッチ感知面に関連付けられた物理アクチュエータボタンの移動がない時でさえ、ユー
ザは「ダウンクリック」又は「アップクリック」などの触感を感じる。別の例として、タ
ッチ感知面の移動は、タッチ感知面の平滑度に変化がない時でさえ、タッチ感知面の「粗
さ」としてユーザによって、任意選択的に、解釈又は感じられる。このようなユーザによ

10

るタッチの解釈は、ユーザの個別の感覚認知によるが、大多数のユーザに共通したタッチ
の感覚認知が数多くある。したがって、触知出力が、ユーザの特定の感覚認知（例えば、
「アップクリック」「ダウンクリック」、「粗さ」）に対応するものと記述される場合、
別途記載のない限り、生成された触知出力は、典型的な（又は、平均的な）ユーザの記述
された感覚認知を生成するデバイス、又はデバイスの構成要素の物理的変位に対応する。
【０１０１】
デバイス１００は、ポータブル多機能デバイスの一実施例に過ぎず、デバイス１００は
、示されるものよりも多いか若しくは少ない構成要素を任意選択的に有するか、２つ以上
の構成要素を任意選択的に組み合わせるか、又は構成要素の異なる構成若しくは配置を任
意選択的に有することを理解されたい。図１Ａに示される様々な構成要素は、１つ以上の

20

信号処理回路及び／又は特定用途向け集積回路を含む、ハードウェア、ソフトウェア、又
はハードウェア及びソフトウェアの双方の組み合わせの形態で実装される。
【０１０２】
メモリ１０２は、１つ以上のコンピュータ可読記憶媒体を含んでもよい。コンピュータ
可読記憶媒体は、有形かつ非一時的であってもよい。メモリ１０２は高速ランダムアクセ
スメモリを含んでよく、また、１つ以上の磁気ディスク記憶デバイス、フラッシュメモリ
デバイス、又は他の不揮発性固体メモリデバイスなどの、不揮発性メモリを含んでもよい
。メモリコントローラ１２２は、デバイス１００の他の構成要素によるメモリ１０２への
アクセスを制御してもよい。
【０１０３】

30

周辺機器インタフェース１１８を使用して、このデバイスの入力及び出力周辺機器を、
ＣＰＵ１２０及びメモリ１０２に連結することができる。１つ以上のプロセッサ１２０は
、デバイス１００のための様々な機能を実行するため並びにデータ処理を行うために、メ
モリ１０２に記憶された様々なソフトウェアプログラム及び／若しくは命令セットを走ら
せたり、又は実行したりする。いくつかの実施形態では、周辺機器インタフェース１１８
、ＣＰＵ１２０、及びメモリコントローラ１２２はチップ１０４などの単一チップ上に実
装されてもよい。一部の他の実施形態では、それらは、別個のチップ上に実装することが
できる。
【０１０４】
ＲＦ（無線周波数）回路１０８は、電磁信号とも呼ばれるＲＦ信号を送受信する。ＲＦ
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回路１０８は、電気信号を電磁信号に、又は電磁信号を電気信号に変換し、電磁信号を介
して通信ネットワーク及び他の通信デバイスと通信する。ＲＦ回路１０８は、アンテナシ
ステム、ＲＦ送受信機、１つ以上の増幅器、同調器、１つ以上の発振器、デジタル信号プ
ロセッサ、ＣＯＤＥＣチップセット、加入者識別モジュール（ＳＩＭ：subscriber ident
ity module）カード、メモリなどを含むがこれらに限定されない、上記の機能を実行する
ための周知の回路を、任意選択的に含む。ＲＦ回路１０８は、インターネット情報検索シ
ステム（ＷＷＷ）とも呼ばれるインターネットなどのネットワーク、セルラー電話ネット
ワークなどのイントラネット及び／又は無線ネットワーク、ワイアレスローカルエリアネ
ットワーク（ＬＡＮ）及び／又はメトロポリタンエリアネットワーク（ＭＡＮ）、及び他
のデバイスと無線通信によって、任意選択的に通信する。ＲＦ回路１０８は、狭域通信無
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線によるなどして、近距離通信（ＮＦＣ：near field communication）の界を検出するた
めの周知の回路を任意選択的に含む。無線通信は、複数の通信規格、通信プロトコル、及
び通信技術のうちのいずれかを、任意選択的に使用し、それらの通信規格、通信プロトコ
ル、及び通信技術としては、移動通信用のグローバルシステム（ＧＳＭ（登録商標）：Gl
obal System for Mobile Communications）、拡張データＧＳＭ環境（ＥＤＧＥ：Enhance
d Data GSM Environment）、高速ダウンリンクパケット接続（ＨＳＤＰＡ：high‑speed d
ownlink packet access）、高速アップリンクパケット接続（ＨＳＵＰＡ：high‑speed up
link packet access）、Ｅｖｏｌｕｔｉｏｎ，Ｄａｔａ−Ｏｎｌｙ（ＥＶ−ＤＯ）、ＨＳ
ＰＡ、ＨＳＰＡ＋、２重セルＨＳＰＡ（Ｄｕａｌ−Ｃｅｌｌ

ＨＳＰＡ、ＤＣ−ＨＳＰＤ

Ａ）、ロングタームエボリューション（ＬＴＥ：long term evolution）、近距離無線通

10

信（ＮＦＣ）、広帯域符号分割多元接続（Ｗ−ＣＤＭＡ：wideband code division multi
ple access）、符号分割多元接続（ＣＤＭＡ：code division multiple access）、時分
割多元接続（ＴＤＭＡ：time division multiple access）、Ｂｌｕｅｔｏｏｔｈ（登録
商標）、Ｂｌｕｅｔｏｏｔｈ

Ｌｏｗ

Ｅｎｅｒｇｙ（ＢＴＬＥ）、Ｗｉｒｅｌｅｓｓ

Ｆｉｄｅｌｉｔｙ（Ｗｉ−Ｆｉ）（登録商標）（例えば、ＩＥＥＥ
ＥＥＥ

８０２．１１ｂ、ＩＥＥＥ

／又はＩＥＥＥ

８０２．１１ｇ、ＩＥＥＥ

８０２．１１ａ、Ｉ
８０２．１１ｎ、及び

８０２．１１ａｃ）、ボイスオーバーインターネットプロトコル（Ｖｏ

ＩＰ：voice over Internet Protocol）、Ｗｉ−ＭＡＸ、電子メール用のプロトコル（例
えば、インターネットメッセージアクセスプロトコル（ＩＭＡＰ：Internet message acc
ess protocol）及び／又はポストオフィスプロトコル（ＰＯＰ：post office protocol）

20

）、インスタントメッセージング（例えば、拡張可能メッセージング及びプレゼンスプロ
トコル（ＸＭＰＰ：extensible messaging and presence protocol）、インスタントメッ
セージング及びプレゼンス利用拡張向けセッション開始プロトコル（ＳＩＭＰＬＥ：Sess
ion Initiation Protocol for Instant Messaging and Presence Leveraging Extensions
）、インスタントメッセージング及びプレゼンスサービス（ＩＭＰＳ：Instant Messagin
g and Presence Service））、及び／又はショートメッセージサービス（ＳＭＳ：Short
Message Service）、あるいは本文書の出願日現在までに未だ開発されていない通信プロ
トコルを含めた任意の他の好適な通信プロトコルが挙げられるが、これらに限定されない
。
【０１０５】

30

オーディオ回路１１０、スピーカ１１１、及びマイクロフォン１１３は、ユーザとデバ
イス１００との間のオーディオインタフェースを提供する。音声回路１１０は、周辺機器
インタフェース１１８から音声データを受信し、音声データを電気信号に変換し、電気信
号をスピーカ１１１に送信する。スピーカ１１１は、電気信号を人間の可聴音波に変換す
る。音声回路１１０は、マイクロフォン１１３により音波から変換された電気信号も受信
する。音声回路１１０は、電気信号を音声データに変換し、処理するために音声データを
周辺機器インタフェース１１８に送出する。オーディオデータは周辺機器インタフェース
１１８によって、メモリ１０２及び／又はＲＦ回路１０８から取得され、かつ／あるいは
メモリ１０２及び／又はＲＦ回路１０８に送信されてもよい。いくつかの実施形態では、
オーディオ回路１１０は更にヘッドセットジャック（例えば、図２の２１２）を備える。

40

ヘッドセットジャックは、オーディオ回路１１０と、出力専用ヘッドホン又は出力（例え
ば、片耳又は両耳用のヘッドホン）及び入力（例えば、マイクロフォン）の両方を持つヘ
ッドセットなどの、取り外し可能なオーディオ入出力周辺機器との間のインタフェースを
提供する。
【０１０６】
Ｉ／Ｏサブシステム１０６は、周辺機器インタフェース１１８に、タッチスクリーン１
１２及び他の入力コントロールデバイス１１６などのデバイス１００の入出力周辺機器を
連結する。Ｉ／Ｏサブシステム１０６は、ディスプレイコントローラ１５６、光センサコ
ントローラ１５８、強度センサコントローラ１５９、触覚フィードバックコントローラ１
６１、及び他の入力又は制御デバイス用の１つ以上の入力コントローラ１６０を任意選択
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的に含む。１つ以上の入力コントローラ１６０は、他の入力コントロールデバイス１１６
から／へ電気信号を受信／送信する。他の入力コントロールデバイス１１６は、物理ボタ
ン（例えば、プッシュボタン、ロッカボタンなど）、ダイアル、スライダースイッチ、ジ
ョイスティック、クリックホイールなどを、任意選択的に含む。いくつかの代替的実施形
態では、入力コントローラ（１つ又は複数）１６０は、キーボード、赤外線ポート、ＵＳ
Ｂポート、及びマウスなどのポインタデバイスのうちのいずれかに任意選択的に結合され
る（又は、いずれにも結合されない）。１つ以上のボタン（例えば、図２の２０８）は、
スピーカ１１１及び／又はマイクロフォン１１３の音量調節のためのアップ／ダウンボタ
ンを、任意選択的に、含む。１つ以上のボタンは、プッシュボタン（例えば、図２の２０
10

６）を、任意選択的に、含む。
【０１０７】
２００５年１２月２３日に出願された、米国特許第７，６５７，８４９号である米国特
許出願第１１／３２２，５４９号、「Ｕｎｌｏｃｋｉｎｇ
ｅｒｆｏｒｍｉｎｇ

Ｇｅｓｔｕｒｅｓ

ｏｎ

ａｎ

ａ

Ｄｅｖｉｃｅ

Ｕｎｌｏｃｋ

ｂｙ

Ｐ

Ｉｍａｇｅ」に記

載されているように、プッシュボタンの素早い押下により、タッチスクリーン１１２のロ
ックが解かれるか、又はタッチスクリーン上のジェスチャを用いてデバイスをロック解除
する処理が開始されてもよい。同出願はその全体が本明細書において参照により組み込ま
れている。プッシュボタン（例えば、２０６）のより長い押下により、デバイス１００へ
の電源が入れられるか又は切られてもよい。ユーザは、１つ以上のボタンの機能性をカス
タマイズすることが可能であってもよい。タッチスクリーン１１２は、仮想又はソフトボ
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タン及び１つ以上のソフトキーボードを実現するために用いられる。
【０１０８】
タッチ感知ディスプレイ１１２は、デバイスとユーザとの間の入力インタフェース及び
出力インタフェースを提供する。ディスプレイコントローラ１５６は、タッチスクリーン
１１２から／へ電気信号を受信し及び／又は送信する。タッチスクリーン１１２は、ユー
ザに視覚出力を表示する。この視覚出力は、グラフィック、テキスト、アイコン、ビデオ
、及びそれらの任意の組み合わせ（「グラフィック」と総称される）を含み得る。いくつ
かの実施形態では、これらの視覚出力の一部又は全てはユーザインタフェースオブジェク
トに対応してもよい。
30

【０１０９】
タッチスクリーン１１２は、触覚及び／若しくは触知接触に基づくユーザからの入力を
受け付けるタッチ感知面、センサ、又はセンサのセットを有する。タッチスクリーン１１
２及びディスプレイコントローラ１５６（メモリ１０２内の任意の関連モジュール及び／
又は命令セットと共に）は、タッチスクリーン１１２上における接触（並びに接触の任意
の移動若しくは中断）を検出し、検出された接触を、タッチスクリーン１１２上に表示さ
れたユーザインタフェースオブジェクト（例えば、１つ以上のソフトキー、アイコン、ウ
ェブページ、又は画像）との対話に変換する。ある例示的な実施形態では、タッチスクリ
ーン１１２とユーザとの間の接触点は、ユーザの指に対応する。
【０１１０】
タッチスクリーン１１２は、ＬＣＤ（liquid crystal display、液晶ディスプレイ）技
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術、ＬＰＤ（light emitting polymer display、発光ポリマーディスプレイ）技術、又は
ＬＥＤ（light emitting diode、発光ダイオード）技術を用いてもよいが、他の実施形態
では、その他のディスプレイ技術が使用されてもよい。タッチスクリーン１１２及びディ
スプレイコントローラ１５６は、限定するものではないが、静電容量技術、抵抗性技術、
赤外線技術、及び表面超音波技術、並びにタッチスクリーン１１２との１つ以上の接触点
を判定するための、他の近接センサアレイ又は他の要素を含む、現在知られているか若し
くは今後開発される複数のタッチ感知技術のうちのいずれかを使用して、接触及びそのあ
らゆる移動若しくは中断を検出してもよい。例示的な実施形態では、Ｃａｌｉｆｏｒｎｉ
ａ州ＣｕｐｅｒｔｉｎｏのＡｐｐｌｅ
Ｐｏｄ

Ｉｎｃ．からのｉＰｈｏｎｅ（登録商標）及びｉ

Ｔｏｕｃｈ（登録商標）において見られるものなどの、投影型相互キャパシタン

50

(20)

JP 6286615 B2 2018.2.28

ス感知技術が使用されている。
【０１１１】
タッチスクリーン１１２のいくつかの実施形態におけるタッチ感知ディスプレイは、以
下の米国特許、第６，３２３，８４６号（Ｗｅｓｔｅｒｍａｎら）、第６，５７０，５５
７号（Ｗｅｓｔｅｒｍａｎら）、及び／若しくは第６，６７７，９３２号（Ｗｅｓｔｅｒ
ｍａｎ）、並びに／又は米国特許出願公開第２００２／００１５０２４（Ａ１）号に記載
されているマルチタッチ感知タッチパッドに類似していてもよい。これらの文献はそれぞ
れその全体が本明細書において参照により組み込まれている。ただし、タッチスクリーン
１１２はデバイス１００からの視覚出力を表示するのに対して、タッチ感知タッチパッド
10

は視覚出力を提供しない。
【０１１２】
タッチスクリーン１１２のいくつかの実施形態におけるタッチ感知ディスプレイは、以
下の出願で説明されているとおりであってもよい。（１）米国特許出願第１１／３８１，
３１３号、「Ｍｕｌｔｉｐｏｉｎｔ

Ｔｏｕｃｈ

Ｓｕｒｆａｃｅ

Ｃｏｎｔｒｏｌｌｅ

ｒ」、２００６年５月２日出願、（２）米国特許出願第１０／８４０，８６２号、「Ｍｕ
ｌｔｉｐｏｉｎｔ

Ｔｏｕｃｈｓｃｒｅｅｎ」、２００４年５月６日出願、（３）米国特

許出願第１０／９０３，９６４号、「Ｇｅｓｔｕｒｅｓ
ｉｔｉｖｅ

Ｉｎｐｕｔ
Ｉｎｐｕｔ

Ｓｅｎｓ

Ｆｏｒ

Ｔｏｕｃｈ

Ｓｅｎｓ

Ｄｅｖｉｃｅｓ」、２００５年１月３１日出願、（５）米国特

許出願第１１／０３８，５９０号、「Ｍｏｄｅ−Ｂａｓｅｄ
ｅｒ

Ｔｏｕｃｈ

Ｄｅｖｉｃｅｓ」、２００４年７月３０日出願、（４）米国特

許出願第１１／０４８，２６４号、「Ｇｅｓｔｕｒｅｓ
ｉｔｉｖｅ

Ｆｏｒ

Ｉｎｔｅｒｆａｃｅｓ

Ｆｏｒ

Ｔｏｕｃｈ

Ｇｒａｐｈｉｃａｌ

Ｓｅｎｓｉｔｉｖｅ

20

Ｕｓ

Ｉｎｐｕｔ

Ｄｅｖｉｃｅｓ」、２００５年１月１８日出願、（６）米国特許出願第１１／２２８，７
５８号、「Ｖｉｒｔｕａｌ
Ｔｏｕｃｈ

Ｉｎｐｕｔ

Ｓｃｒｅｅｎ

Ｕｓｅｒ

Ｄｅｖｉｃｅ

Ｐｌａｃｅｍｅｎｔ

出願、（７）米国特許出願第１１／２２８，７００号、「Ｏｐｅｒａｔｉｏｎ
Ｃｏｍｐｕｔｅｒ

Ｗｉｔｈ

Ａ

Ｏｎ

Ａ

Ｉｎｔｅｒｆａｃｅ」、２００５年９月１６日

Ｔｏｕｃｈ

Ｓｃｒｅｅｎ

Ｏｆ

Ａ

Ｉｎｔｅｒｆａｃｅ」

、２００５年９月１６日出願、（８）米国特許出願第１１／２２８，７３７号、「Ａｃｔ
ｉｖａｔｉｎｇ
ｉｒｔｕａｌ

Ｖｉｒｔｕａｌ

Ｋｅｙｓ

Ｏｆ

Ａ

Ｔｏｕｃｈ−Ｓｃｒｅｅｎ

Ｋｅｙｂｏａｒｄ」、２００５年９月１６日出願、及び（９）米国特許出

願第１１／３６７，７４９号、「Ｍｕｌｔｉ−Ｆｕｎｃｔｉｏｎａｌ
ｄ

Ｖ
30

Ｈａｎｄ−Ｈｅｌ

Ｄｅｖｉｃｅ」、２００６年３月３日出願。これらの出願は全てそれらの全体が本明

細書において参照により組み込まれている。
【０１１３】
タッチスクリーン１１２は、１００ｄｐｉを超えるビデオ解像度を有してもよい。いく
つかの実施形態において、タッチスクリーンは約１６０ｄｐｉの映像解像度を有する。ユ
ーザは、スタイラス、指などの、任意の好適な物体又は付属物を使用して、タッチスクリ
ーン１１２に接触してよい。いくつかの実施形態では、ユーザインタフェースは、主とし
て指に基づく接触及びジェスチャで機能するように設計され、タッチスクリーン上の指の
接触面積が広いことにより、スタイラスに基づく入力よりも精度が低いことがある。いく

40

つかの実施形態では、デバイスは、粗い、指に基づく入力を、正確なポインタ／カーソル
位置又はユーザの望むアクションを実行するためのコマンドに変換する。
【０１１４】
いくつかの実施形態では、タッチスクリーンに加えて、デバイス１００は、特定の機能
をアクティブ化又は停止させるためのタッチパッド（図示せず）を含んでもよい。いくつ
かの実施形態において、タッチパッドは、タッチスクリーンとは異なり、視覚出力を表示
しない、デバイスのタッチ感知エリアである。タッチパッドは、タッチスクリーン１１２
とは別個のタッチ感知面、又はタッチスクリーンによって形成されるタッチ感知面の拡張
部であってもよい。
【０１１５】

50

(21)

JP 6286615 B2 2018.2.28

デバイス１００はまた、様々な構成要素に電力を供給するための電力システム１６２を
も含む。電力システム１６２は、電力管理システム、１つ以上の電源（例えば、バッテリ
、交流（ＡＣ：alternating current））、再充電システム、停電検出回路、電力コンバ
ータ又はインバータ、電力状態インジケータ（例えば、発光ダイオード（ＬＥＤ））、並
びにポータブルデバイスにおける電力の生成、管理、及び分配に関連付けられる任意の他
の構成要素を含んでもよい。
【０１１６】
デバイス１００は１つ以上の光センサ１６４も含んでもよい。図１Ａは、Ｉ／Ｏサブシ
ステム１０６内の光センサコントローラ１５８に結合された光センサを示す。光センサ１
６４は、電荷結合素子（ＣＣＤ：charge‑coupled device）又は相補的金属酸化物半導体

10

（ＣＭＯＳ：complementary metal‑oxide semiconductor）フォトトランジスタを含んで
もよい。光センサ１６４は、１つ以上のレンズを通して投影された、環境からの光を受光
し、その光を、画像を表すデータに変換する。撮像モジュール１４３（カメラモジュール
とも呼ばれる）と連動して、光センサ１６４は静止画像又はビデオを取り込んでもよい。
いくつかの実施形態では、タッチスクリーンディスプレイを静止画像及び／又はビデオ画
像取得のためのビューファインダとして使用することができるように、デバイスの前面の
タッチスクリーンディスプレイ１１２の反対側である、デバイス１００の背面に光センサ
が配置されている。いくつかの実施形態では、ユーザが他のテレビ会議参加者をタッチス
クリーンディスプレイ上で見るのと同時に、ユーザの画像をテレビ会議のために得ること
ができるように、デバイスの前面に光センサが配置されている。いくつかの実施形態では

20

、光センサ１６４の位置はユーザによって（例えば、デバイス筐体内のレンズ及びセンサ
を回転させることによって）変更することができ、それにより、単一の光センサ１６４を
タッチスクリーンディスプレイと共にビデオ会議並びに静止画像及び／若しくはビデオ画
像取得のどちらにも用い得るようにしている。
【０１１７】
デバイス１００はまた、１つ以上の接触強度センサ１６５をも任意選択的に含む。図１
Ａは、Ｉ／Ｏサブシステム１０６内の強度センサコントローラ１５９に結合された接触強
度センサを示す。接触強度センサ１６５は、１つ以上のピエゾ抵抗ひずみゲージ、電気容
量式力センサ、電気力センサ、圧電力センサ、光学力センサ、容量式タッチ感知面、又は
他の強度センサ（例えば、タッチ感知面上の接触の力（又は圧力）を測定するために使用

30

するセンサ）を、任意選択的に含む。接触強度センサ１６５は、環境から接触強度情報（
例えば、圧力情報又は圧力情報のプロキシ）を受信する。いくつかの実施形態において、
少なくとも１つの接触強度センサが、タッチ感知面（例えば、タッチ感知ディスプレイシ
ステム１１２）に併置されているか、又は近接している。いくつかの実施形態では、少な
くとも１つの接触強度センサが、デバイス１００の前面に配置されたタッチスクリーンデ
ィスプレイ１１２の反対側である、デバイス１００の背面に配置されている。
【０１１８】
デバイス１００は１つ以上の近接センサ１６６を含んでもよい。図１Ａは、周辺機器イ
ンタフェース１１８に結合された近接センサ１６６を示す。その代わりに、近接センサ１
６６は、Ｉ／Ｏサブシステム１０６内の入力コントローラ１６０に結合されてもよい。近
接センサ１６６は、米国特許出願第１１／２４１，８３９号、「Ｐｒｏｘｉｍｉｔｙ
ｅｔｅｃｔｏｒ

Ｉｎ

Ｈａｎｄｈｅｌｄ

、「Ｐｒｏｘｉｍｉｔｙ
Ｔｏ

Ｄｅｔｅｃｔｏｒ

Ａｕｇｍｅｎｔ

Ｉｎ

Ｏｆ

Ｕｓｅｒ

Ｈａｎｄｈｅｌｄ

Ａｍｂｉｅｎｔ

Ｐｒｏｘｉｍｉｔｙ

Ｉｎ

Ｔｏ

Ａｎｄ

Ｐｏｒｔａｂｌｅ

ｅｓ」、及び第１１／６３８，２５１号、「Ｍｅｔｈｏｄｓ

Ａｎｄ

Ｆｏｒ

Ｏｆ

Ａｕｔｏｍａｔｉｃ

Ｓｅｎｓｏ

Ｏｕｔｐｕｔ」、第１

Ｒｅｓｐｏｎｓｅ

Ａｃｔｉｖｉｔｙ

Ｄｅｖｉｃｅ」

Ｌｉｇｈｔ

Ｓｅｎｓｏｒ

１／５８６，８６２号、「Ａｕｔｏｍａｔｅｄ
ｎｓｉｎｇ

Ｄ

Ｄｅｖｉｃｅ」、第１１／２４０，７８８号

、第１１／６２０，７０２号、「Ｕｓｉｎｇ
ｒ

40

Ｃｏｎｆｉｇｕｒａｔｉｏｎ

Ｓｅ

Ｄｅｖｉｃ

Ｓｙｓｔｅｍｓ
Ｐｅｒｉｐｈｅｒａ

ｌｓ」で説明されているように動作してもよく、これらの文献は、その全体が参照により
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本明細書に組み込まれる。一部の実施形態では、この多機能デバイスが、ユーザの耳の近
くに配置される場合（例えば、ユーザが電話通話を行っている場合）、近接センサは、タ
ッチスクリーン１１２をオフにして無効化する。
【０１１９】
デバイス１００はまた、１つ以上の触知出力生成器１６７をも任意選択的に含む。図１
Ａは、Ｉ／Ｏサブシステム１０６内の触覚フィードバックコントローラ１６１に結合され
た触知出力生成器を示す。触知出力生成器１６７は、スピーカ又は他の音声構成要素など
の１つ以上の電気音響デバイス、及び／又はモータ、ソレノイド、電気活性ポリマ、圧電
アクチュエータ、静電アクチュエータ、若しくは他の触知出力構成要素（例えば、デバイ
ス上で電気信号を触知出力に変換する構成要素）などの、エネルギーを直線運動に変換す

10

る電気機械デバイスを、任意選択的に含む。接触強度センサ１６５は、触覚フィードバッ
クモジュール１３３から触知フィードバック生成命令を受信し、デバイス１００のユーザ
が感知できる触知出力をデバイス１００上で生成する。いくつかの実施形態において、少
なくとも１つの触知出力生成器は、タッチ感知面（例えば、タッチ感知ディスプレイシス
テム１１２）と併置されているか、又は近接しており、任意選択的に、タッチ感知面を垂
直方向に（例えば、デバイス１００の表面の内／外）又は横方向（例えば、デバイス１０
０の表面と同じ平面の前後方向）に移動することによって、触知出力を生成する。いくつ
かの実施形態において、少なくとも１つの触知出力生成器センサは、デバイス１００の前
面に配置されたタッチスクリーンディスプレイ１１２の反対側である、デバイス１００の
20

背面に配置されている。
【０１２０】
デバイス１００は更に、１つ以上の加速度計１６８を備えてもよい。図１Ａは、周辺機
器インタフェース１１８に結合された加速度計１６８を示す。その代わりに、加速度計１
６８は、Ｉ／Ｏサブシステム１０６内の入力コントローラ１６０に結合されてもよい。加
速度計１６８は、米国特許出願公開第２００５０１９００５９号、「Ａｃｃｅｌｅｒａｔ
ｉｏｎ−ｂａｓｅｄ
ｔａｂｌｅ

Ｔｈｅｆｔ

Ｅｌｅｃｔｒｏｎｉｃ

Ｄｅｔｅｃｔｉｏｎ

Ａ

ｆｏｒ

Ｐｏｒ

Ｄｅｖｉｃｅｓ」、及び米国特許出願公開第２００

６００１７６９２号、「Ｍｅｔｈｏｄｓ
ｐｅｒａｔｉｎｇ

Ｓｙｓｔｅｍ

Ｐｏｒｔａｂｌｅ

Ａｎｄ

Ａｐｐａｒａｔｕｓｅｓ

Ｄｅｖｉｃｅ

Ｂａｓｅｄ

Ｏｎ

Ｆｏｒ
Ａｎ

Ｏ
Ａ

ｃｃｅｌｅｒｏｍｅｔｅｒ」に記載されているように動作してもよい。これらの文献はど

30

ちらも、その全体が参照により本明細書に組み込まれる。いくつかの実施形態において、
情報は、１つ以上の加速度計から受信したデータの分析に基づいて、ポートレートビュー
又はランドスケープビューでタッチスクリーンディスプレイ上に表示される。デバイス１
００は、必要に応じて、加速度計（１つ又は複数）１６８に加えて、磁力計（図示せず）
並びにデバイス１００の位置及び向き（例えば、ポートレート又はランドスケープ）に関
する情報を取得するためのＧＰＳ（又はＧＬＯＮＡＳＳ又は他のグローバルナビゲーショ
ンシステム）受信部（図示せず）を、任意選択的に含む。
【０１２１】
いくつかの実施形態において、メモリ１０２に記憶されたソフトウェアコンポーネント
は、オペレーティングシステム１２６、通信モジュール（又は命令セット）１２８、接触

40

／動きモジュール（又は命令セット）１３０、グラフィックモジュール（又は命令セット
）１３２、テキスト入力モジュール（又は命令セット）１３４、全地球測位システム（Ｇ
ＰＳ）モジュール（又は命令セット）１３５、及びアプリケーション（命令セット）１３
６を含む。更に、いくつかの実施形態では、図１Ａ及び図３に示されるように、メモリ１
０２（図１Ａ）又は３７０（図３）は、デバイス／グローバル内部状態１５７を記憶する
。デバイス／グローバル内部状態１５７は、以下の１つ以上を含む：現在アクティブ状態
のアプリケーションがあれば、どのアプリケーションがアクティブかを示す、アクティブ
アプリケーション状態、どのアプリケーション、ビュー、又は他の情報がタッチスクリー
ンディスプレイ１１２の様々な領域を占領しているかを示す、表示状態、デバイスの様々
なセンサ及び入力コントロールデバイス１１６から得られる情報を含む、センサ状態、並
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びに、デバイスの位置及び／又は姿勢に関する位置情報。
【０１２２】
オペレーティングシステム１２６（例えば、Ｄａｒｗｉｎ（登録商標）、ＲＴＸＣ（登
録商標）、ＬＩＮＵＸ（登録商標）、ＵＮＩＸ（登録商標）、ＯＳ

Ｘ（登録商標）、ｉ

ＯＳ（登録商標）、ＷＩＮＤＯＷＳ（登録商標）、又はＶｘＷｏｒｋｓ（登録商標）など
の組み込みオペレーティングシステム）は、一般的なシステムタスク（例えば、メモリ管
理、記憶デバイス制御、電力管理など）を制御及び管理するための様々なソフトウェアコ
ンポーネント及び／又はドライバを含み、様々なハードウェアとソフトウェアコンポーネ
ントとの間の通信を容易にする。
10

【０１２３】
通信モジュール１２８は、１つ以上の外部ポート１２４を介して他のデバイスとの通信
を容易にし、ＲＦ回路１０８及び／又は外部ポート１２４が受信したデータを処理するた
めの様々なソフトウェア構成要素を含む。外部ポート１２４（例えば、ユニバーサルシリ
アルバス（ＵＳＢ）、ＦＩＲＥＷＩＲＥ（登録商標）など）は、直接的に、又はネットワ
ーク（例えば、インターネット、無線ＬＡＮなど）を介して間接的に他のデバイスに連結
するように適合される。いくつかの実施形態では、外部ポートは、ｉＰｏｄ（登録商標）
（Ａｐｐｌｅ

Ｉｎｃ．の商標）デバイス上で使用される３０ピンコネクタと同一の、又

はこれに類似した及び／若しくは互換性のあるマルチピン（例えば、３０ピン）コネクタ
である。
【０１２４】

20

接触／動きモジュール１３０は、（ディスプレイコントローラ１５６と併せて）タッチ
スクリーン１１２との接触、及び他のタッチ感知デバイス（例えば、タッチパッド又は物
理クリックホイール）との接触を任意選択的に検出する。接触／動きモジュール１３０は
、接触が発生したかどうかの判定（例えば、指を下ろすイベントの検出）、接触の強度（
例えば、接触の力若しくは圧力、又は、接触の力若しくは圧力の代替物）の判定、接触の
移動及びタッチ感知面にわたる動きの追跡（例えば、指をドラッグする１つ以上のイベン
トの検出）があるかどうかの判定、及び接触が中止したかどうか（例えば、指を上げるイ
ベント又は接触の中断の検出）の判定などの、接触の検出に関係する様々な動作を実行す
るための様々なソフトウェア構成要素を含む。接触／動きモジュール１３０は、タッチ感
知面から接触データを受信する。一連の接触データにより表される接触点の移動を判定す

30

ることは、接触点の速さ（大きさ）、速度（大きさ及び方向）、及び／又は加速度（大き
さ及び／又は方向の変化）を判定することを、任意選択的に含む。これらの動作は、任意
選択的に、単一の接触（例えば、１つの指の接触）又は複数の同時接触（例えば、「マル
チタッチ」／複数の指の接触）に適用される。いくつかの実施形態において、接触／動き
モジュール１３０及びディスプレイコントローラ１５６は、タッチパッド上の接触を検出
する。
【０１２５】
いくつかの実施形態では、接触／動きモジュール１３０は、ユーザによって動作が実行
されたか否かを判定するための（例えば、ユーザがアイコン上で「クリック」したか否か
を判定するための）、１つ以上の強度閾値のセットを使用する。いくつかの実施形態では

40

、少なくとも強度閾値のサブセットが、ソフトウェアパラメータに従って判定される（例
えば、強度閾値は、特定の物理アクチュエータのアクティブ化閾値によって判定されず、
デバイス１００の物理ハードウェアを変更することなく調整し得る）。例えば、トラック
パッド又はタッチスクリーンディスプレイのマウス「クリック」閾値は、トラックパッド
又はタッチスクリーンディスプレイハードウェアを変更することなく広範囲の既定の閾値
のうちのいずれかに設定し得る。加えて、いくつかの実装形態では、デバイスのユーザに
は、（例えば、個々の強度閾値を調整することにより、及び／又はシステムレベルのクリ
ック「強度」パラメータを用いて複数の強度閾値を一挙に調整することによって）強度閾
値のセットのうちの１つ以上を調整するためのソフトウェア設定が提供されている。
【０１２６】
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接触／動きモジュール１３０は、任意選択的に、ユーザによるジェスチャ入力を検出す
る。タッチ感知面上の異なるジェスチャは、異なる接触パターン（例えば、異なる動き、
タイミング、及び／又は検出された接触の強度）を有する。したがって、ジェスチャは、
特定の接触パターンを検出することによって、任意選択的に、検出される。例えば、指の
タップジェスチャを検出することは、指を下ろすイベントを検出し、続いて（例えば、ア
イコンの位置での）その指を下ろすイベントと同じ位置（又は、実質的に同じ位置）で指
を上げる（リフトオフする）イベントを検出することを含む。別の実施例として、タッチ
感知面上でのフィンガスワイプジェスチャを検出することは、指を下ろすイベントを検出
することと、それに続く１つ以上の指をドラッグするイベントを検出することと、それに
10

続く、指を上げる（リフトオフする）イベントを検出することとを含む。
【０１２７】
グラフィックモジュール１３２は、表示されるグラフィックの視覚的効果（例えば、輝
度、透明度、彩度、コントラスト、又は他の視覚特性）を変更するための構成要素を含む
、タッチスクリーン１１２又は他のディスプレイ上にグラフィックをレンダリングして表
示するための、様々な既知のソフトウェア構成要素を含む。本明細書で使用するとき、用
語「グラフィック」は、ユーザに対して表示することができる任意のオブジェクトを含み
、それらのオブジェクトとしては、テキスト、ウェブページ、アイコン（ソフトキーを含
むユーザインタフェースオブジェクトなど）、デジタル画像、ビデオ、アニメーションな
どが挙げられるが、これらに限定されない。

20

【０１２８】
いくつかの実施形態において、グラフィックモジュール１３２は、使用されるグラフィ
ックを表すデータを記憶する。それぞれのグラフィックには、対応するコードが、任意選
択的に、割り当てられる。グラフィックモジュール１３２は、アプリケーションなどから
、必要に応じて、座標データ及び他のグラフィックプロパティデータと共に、表示される
グラフィックを指定する１つ以上のコードを受信し、ディスプレイコントローラ１５６に
出力する画面画像データを生成する。
【０１２９】
触覚フィードバックモジュール１３３は、デバイス１００とのユーザ対話に応じて、デ
バイス１００上の１つ以上の場所で触知出力を生成するために、触知出力生成器（１つ又
は複数）１６７によって使用される命令を生成するための、様々なソフトウェア構成要素

30

を含む。
【０１３０】
テキスト入力モジュール１３４は、グラフィックモジュール１３２の構成要素であって
もよく、様々なアプリケーション（例えば、連絡先１３７、電子メール１４０、ＩＭ

１

４１、ブラウザ１４７、及びテキスト入力を必要とする任意の他のアプリケーション）で
テキストを入力するための、ソフトキーボードを提供する。
【０１３１】
ＧＰＳモジュール１３５は、デバイスのロケーションを判定し、この情報を、様々なア
プリケーションで使用するために（例えば、ロケーションベースのダイアル発呼で使用す
るために電話１３８へ、写真／ビデオのメタデータとしてカメラ１４３へ、並びに、気象

40

ウィジェット、地域のイエローページウィジェット、及び地図／ナビゲーションウィジェ
ットなどの、ロケーションベースのサービスを提供するアプリケーションへ）提供する。
【０１３２】
アプリケーション１３６は、以下のモジュール（若しくは、命令のセット）、又はそれ
らのサブセット若しくはスーパーセットを含んでもよい。
●連絡先モジュール１３７（時として、アドレス帳又は連絡先リストと呼ばれる）、
●電話モジュール１３８、
●テレビ会議モジュール１３９、
●電子メールクライアントモジュール１４０、
●インスタントメッセージング（ＩＭ：Instant messaging）モジュール１４１、
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●トレーニングサポートモジュール１４２、
●静止画像及び／若しくはビデオ画像用のカメラモジュール１４３、
●画像管理モジュール１４４、
●ビデオプレーヤモジュール、
●音楽プレーヤモジュール、
●ブラウザモジュール１４７、
●カレンダーモジュール１４８、
●気象ウィジェット１４９−１、株式ウィジェット１４９−２、計算機ウィジェット１
４９−３、アラーム時計ウィジェット１４９−４、辞書ウィジェット１４９−５、及びユ
ーザが取得した他のウィジェット、及びユーザ作成ウィジェット１４９−６のうちの１つ

10

以上を含むことができる、ウィジェットモジュール１４９、
●ユーザ作成ウィジェット１４９−６を作るためのウィジェットクリエータモジュール
１５０、
●検索モジュール１５１、
●ビデオプレーヤモジュール及び音楽プレーヤモジュールを統合した、ビデオ及び音楽
プレーヤモジュール１５２、
●メモモジュール１５３、
●地図モジュール１５４、並びに／又は
●オンラインビデオモジュール１５５。
20

【０１３３】
メモリ１０２内に記憶されてもよい他のアプリケーション１３６の例としては、他のワ
ードプロセッシングアプリケーション、他の画像編集アプリケーション、描画アプリケー
ション、プレゼンテーションアプリケーション、ＪＡＶＡ（登録商標）対応アプリケーシ
ョン、暗号化、デジタル著作権管理、音声認識、及び音声複製が挙げられる。
【０１３４】
タッチスクリーン１１２、ディスプレイコントローラ１５６、接触／動きモジュール１
３０、グラフィックモジュール１３２、及びテキスト入力モジュール１３４と関連して、
連絡先モジュール１３７は、（例えば、メモリ１０２又はメモリ３７０内の連絡先モジュ
ール１３７のアプリケーション内部状態１９２内に記憶された）アドレス帳又は連絡先リ
ストを管理するために使用されてもよく、この管理には、アドレス帳に名前（１つ又は複

30

数）を追加すること、アドレス帳から名前（１つ又は複数）を削除すること、電話番号（
１つ又は複数）、メールアドレス（１つ又は複数）、住所（１つ又は複数）、又は他の情
報を名前と関連付けること、画像を名前と関連付けること、名前を分類して振り分けるこ
と、電話番号又はメールアドレスを提供し、電話１３８、テレビ会議モジュール１３９、
電子メール１４０、若しくはＩＭ

１４１による通信を開始させること、及び／又は促進

すること、などが含まれる。
【０１３５】
ＲＦ回路１０８、オーディオ回路１１０、スピーカ１１１、マイクロフォン１１３、タ
ッチスクリーン１１２、ディスプレイコントローラ１５６、接触／動きモジュール１３０
、グラフィックモジュール１３２、及びテキスト入力モジュール１３４と関連して、電話

40

モジュール１３８は、電話番号に対応する一連の文字を入力し、連絡先モジュール１３７
内の１つ以上の電話番号にアクセスし、入力されている電話番号を修正し、それぞれの電
話番号をダイアルし、会話を遂行し、会話が完了した際に接続を切るか又は電話を切るた
めに、使用されてもよい。上述のように、無線通信は、複数の通信規格、通信プロトコル
、及び通信技術のうちのいずれかを使用してもよい。
【０１３６】
ＲＦ回路１０８、オーディオ回路１１０、スピーカ１１１、マイクロフォン１１３、タ
ッチスクリーン１１２、ディスプレイコントローラ１５６、光センサ１６４、光センサコ
ントローラ１５８、接触／動きモジュール１３０、グラフィックモジュール１３２、テキ
スト入力モジュール１３４、連絡先モジュール１３７、及び電話モジュール１３８と関連
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して、テレビ会議モジュール１３９は、ユーザの指示に従い、ユーザと１人以上の他の参
加者との間のテレビ会議を開始し、遂行し、終了するための実行可能命令を含む。
【０１３７】
ＲＦ回路１０８、タッチスクリーン１１２、ディスプレイコントローラ１５６、接触／
動きモジュール１３０、グラフィックモジュール１３２、及びテキスト入力モジュール１
３４と関連して、電子メールクライアントモジュール１４０は、ユーザの指示に応じて、
電子メールを作成し、送信し、受信し、管理するための実行可能命令を含む。画像管理モ
ジュール１４４と併せて、電子メールクライアントモジュール１４０により、カメラモジ
ュール１４３で撮影した静止画像又はビデオ画像を有する電子メールを作成及び送信する
ことが非常に簡単になる。

10

【０１３８】
ＲＦ回路１０８、タッチスクリーン１１２、ディスプレイコントローラ１５６、接触／
動きモジュール１３０、グラフィックモジュール１３２、及びテキスト入力モジュール１
３４と関連して、インスタントメッセージングモジュール１４１は、インスタントメッセ
ージに対応する一連の文字を入力し、以前に入力された文字を修正し、（例えば、電話ベ
ースのインスタントメッセージ用のショートメッセージサービス（ＳＭＳ）若しくはマル
チメディアメッセージサービス（ＭＭＳ）プロトコルを使用して、又はインターネットベ
ースのインスタントメッセージ用のＸＭＰＰ、ＳＩＭＰＬＥ、若しくはＩＭＰＳを使用し
て）それぞれのインスタントメッセージを送信し、インスタントメッセージを受信し、受
信されたインスタントメッセージを見るための、実行可能命令を含む。いくつかの実施形

20

態では、送信及び／又は受信されるインスタントメッセージは、ＭＭＳ及び／又は拡張メ
ッセージングサービス（ＥＭＳ：Enhanced Messaging Service）でサポートされていると
おりの、グラフィック、写真、オーディオファイル、ビデオファイル、及び／又は他の添
付物を含んでもよい。本明細書で使用するとき、「インスタントメッセージング」とは、
電話ベースのメッセージ（例えば、ＳＭＳ又はＭＭＳを使用して送信されるメッセージ）
及びインターネットベースのメッセージ（例えば、ＸＭＰＰ、ＳＩＭＰＬＥ又はＩＭＰＳ
を使用して送信されるメッセージ）の双方を示す。
【０１３９】
ＲＦ回路１０８、タッチスクリーン１１２、ディスプレイコントローラ１５６、接触／
動きモジュール１３０、グラフィックモジュール１３２、テキスト入力モジュール１３４
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、ＧＰＳモジュール１３５、地図モジュール１５４、及び音楽プレーヤモジュールと関連
して、トレーニングサポートモジュール１４２は、（例えば、時間、距離、及び／又はカ
ロリー燃焼目標を有する）トレーニングを作成する、トレーニングセンサ（スポーツデバ
イス）と通信する、トレーニングセンサデータを受信する、トレーニングをモニタリング
するために用いられるセンサを測定する、トレーニング用の音楽を選択して再生する、並
びに、トレーニングデータを表示、記憶、及び送信するための、実行可能命令を含む。
【０１４０】
タッチスクリーン１１２、ディスプレイコントローラ１５６、光センサ（１つ又は複数
）１６４、光センサコントローラ１５８、接触／動きモジュール１３０、グラフィックモ
ジュール１３２、及び画像管理モジュール１４４と関連して、カメラモジュール１４３は

40

、静止画像若しくはビデオ（ビデオストリームを含む）をキャプチャしてメモリ１０２内
にそれらを記憶するか、静止画像若しくはビデオの特性を変更するか、又はメモリ１０２
から静止画像若しくはビデオを削除するための実行可能命令を含む。
【０１４１】
タッチスクリーン１１２、ディスプレイコントローラ１５６、接触／動きモジュール１
３０、グラフィックモジュール１３２、テキスト入力モジュール１３４、及びカメラモジ
ュール１４３と関連して、画像管理モジュール１４４は、静止画像及び／又はビデオ画像
を配列し、修正（例えば、編集）するか若しくは他の方式で操作し、ラベルを付け、削除
し、（例えば、デジタルスライドショー又はアルバム内で）提示し、記憶するための実行
可能命令を含む。
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【０１４２】
ＲＦ回路１０８、タッチスクリーン１１２、ディスプレイコントローラ１５６、接触／
動きモジュール１３０、グラフィックモジュール１３２、及びテキスト入力モジュール１
３４と関連して、ブラウザモジュール１４７は、ウェブページ又はそれらの一部、並びに
ウェブページにリンクされた添付物及び他のファイルを検索し、リンク付け、受信し、表
示することを含む、ユーザの指示に従い、インターネットをブラウズするための実行可能
命令を含む。
【０１４３】
ＲＦ回路１０８、タッチスクリーン１１２、ディスプレイコントローラ１５６、接触／
動きモジュール１３０、グラフィックモジュール１３２、テキスト入力モジュール１３４

10

、電子メールクライアントモジュール１４０、及びブラウザモジュール１４７と関連して
、カレンダーモジュール１４８は、ユーザの指示に従い、カレンダー及びカレンダーに関
連付けられたデータ（例えば、カレンダー項目、ＴｏＤｏリストなど）を作成し、表示し
、変更し、記憶するための実行可能命令を含む。
【０１４４】
ＲＦ回路１０８、タッチスクリーン１１２、ディスプレイコントローラ１５６、接触／
動きモジュール１３０、グラフィックモジュール１３２、テキスト入力モジュール１３４
、及びブラウザモジュール１４７と関連して、ウィジェットモジュール１４９は、ユーザ
によってダウンロードされ、使用されることが可能なミニアプリケーション（例えば、気
象ウィジェット１４９−１、株ウィジェット１４９−２、計算機ウィジェット１４９−３

20

、アラーム時計ウィジェット１４９−４、及び辞書ウィジェット１４９−５）、又はユー
ザによって作成されることが可能なミニアプリケーション（例えば、ユーザ作成ウィジェ
ット１４９−６）である。いくつかの実施形態では、ウィジェットは、ＨＴＭＬ（ハイパ
ーテキストマークアップ言語）ファイル、ＣＳＳ（カスケーディングスタイルシート）フ
ァイル、及びＪａｖａＳｃｒｉｐｔ（登録商標）ファイルを含む。一部の実施形態では、
ウィジェットは、ＸＭＬ（拡張可能マークアップ言語）ファイル及びＪａｖａＳｃｒｉｐ
ｔファイル（例えば、Ｙａｈｏｏ！（登録商標）ウィジェット）を含む。
【０１４５】
ＲＦ回路１０８、タッチスクリーン１１２、ディスプレイコントローラ１５６、接触モ
／動きモジュール１３０、グラフィックモジュール１３２、テキスト入力モジュール１３

30

４、及びブラウザモジュール１４７と関連して、ウィジェットクリエータモジュール１５
０は、ウィジェットを作成する（例えば、ウェブページのユーザ指定箇所をウィジェット
に変える）ために、ユーザによって使用されてもよい。
【０１４６】
タッチスクリーン１１２、ディスプレイコントローラ１５６、接触／動きモジュール１
３０、グラフィックモジュール１３２、及びテキスト入力モジュール１３４と関連して、
検索モジュール１５１は、ユーザの指示に従い、１つ以上の検索基準（例えば、１つ以上
のユーザ指定の検索語句）と一致する、メモリ１０２内のテキスト、音楽、音、画像、ビ
デオ、及び／又は他のファイルを検索するための実行可能命令を含む。
40

【０１４７】
タッチスクリーン１１２、ディスプレイコントローラ１５６、接触／動きモジュール１
３０、グラフィックモジュール１３２、オーディオ回路１１０、スピーカ１１１、ＲＦ回
路１０８、及びブラウザモジュール１４７と関連して、ビデオ及び音楽プレーヤモジュー
ル１５２は、ＭＰ３又はＡＡＣファイルなどの１つ以上のファイル形式で記憶された録音
済みの音楽又は他のサウンドファイルをユーザがダウンロード及び再生できるようにする
実行可能命令、並びにビデオを（例えば、タッチスクリーン１１２上、又は外部ポート１
２４を介して接続された外部のディスプレイ上に）表示、提示、又は別の方法で再生する
ための実行可能命令を含む。いくつかの実施形態において、デバイス１００は、任意選択
的に、ｉＰｏｄ（Ａｐｐｌｅ
。

Ｉｎｃ．の登録商標）などのＭＰ３プレーヤの機能を含む
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【０１４８】
タッチスクリーン１１２、ディスプレイコントローラ１５６、接触／動きモジュール１
３０、グラフィックモジュール１３２、及びテキスト入力モジュール１３４と関連して、
メモモジュール１５３は、ユーザの指示に従い、メモ、ＴｏＤｏリスト、及び同様のもの
を作成し、管理するための実行可能命令を含む。
【０１４９】
ＲＦ回路１０８、タッチスクリーン１１２、ディスプレイコントローラ１５６、接触／
動きモジュール１３０、グラフィックモジュール１３２、テキスト入力モジュール１３４
、ＧＰＳモジュール１３５、及びブラウザモジュール１４７と関連して、地図モジュール
１５４は、ユーザの指示に従い、地図及び地図に関連付けられたデータ（例えば、運転の

10

道順、特定のロケーション又はその近くの店舗及びその他の見所のデータ、並びに他のロ
ケーションベースのデータ）を受信し、表示し、変更し、記憶するために使用されてもよ
い。
【０１５０】
タッチスクリーン１１２、ディスプレイコントローラ１５６、接触／動きモジュール１
３０、グラフィックモジュール１３２、オーディオ回路１１０、スピーカ１１１、ＲＦ回
路１０８、テキスト入力モジュール１３４、電子メールクライアントモジュール１４０、
及びブラウザモジュール１４７と関連して、オンラインビデオモジュール１５５は、ユー
ザが、特定のオンラインビデオにアクセスし、閲覧し、（例えば、ストリーミング及び／
又はダウンロードによって）受信し、（例えば、タッチスクリーン上で、又は外部ポート

20

１２４を介して接続された外部のディスプレイ上で）再生し、そのオンラインビデオへの
リンクを有する電子メールを送信し、また他の方式で、Ｈ．２６４などの１つ以上のファ
イル形式でオンラインビデオを管理することが可能となる、命令を含む。いくつかの実施
形態においては、電子メールクライアントモジュール１４０ではなく、インスタントメッ
セージモジュール１４１が、特定のオンラインビデオへのリンクを送信するために用いら
れる。２００７年６月２０日に出願された米国特許仮出願第６０／９３６，５６２号、「
Ｐｏｒｔａｂｌｅ

Ｍｕｌｔｉｆｕｎｃｔｉｏｎ

Ｇｒａｐｈｉｃａｌ
ｌｉｎｅ

Ｕｓｅｒ

ｆｏｒ

Ｐｌａｙｉｎｇ

Ｏｎ

Ｖｉｄｅｏｓ」、及び２００７年１２月３１日に出願された米国特許出願第１

１／９６８，０６７号、「Ｐｏｒｔａｂｌｅ
ｅ，Ｍｅｔｈｏｄ，ａｎｄ
ｒ

Ｄｅｖｉｃｅ，Ｍｅｔｈｏｄ，ａｎｄ

Ｉｎｔｅｒｆａｃｅ

Ｐｌａｙｉｎｇ

Ｍｕｌｔｉｆｕｎｃｔｉｏｎ

Ｇｒａｐｈｉｃａｌ

Ｏｎｌｉｎｅ

Ｕｓｅｒ

Ｄｅｖｉｃ

Ｉｎｔｅｒｆａｃｅ
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ｆｏ

Ｖｉｄｅｏｓ」に、オンラインビデオアプリケーシ

ョンの追加の説明を見いだすことができる。これらの出願の内容はその全体が本明細書に
おいて参照により組み込まれている。
【０１５１】
上記で特定されたモジュール及びアプリケーションのそれぞれは、１つ以上の上記の機
能を実行するための実行可能命令セット、並びに本出願に記載の方法（例えば、コンピュ
ータにより実行される方法及び本明細書に記載の他の情報処理方法）に対応する。これら
のモジュール（例えば、命令のセット）は、別個のソフトウェアプログラム、手順、又は
モジュールとして実装される必要はなく、それゆえ、様々な実施形態では、これらのモジ

40

ュールの様々なサブセットを組み合わせるか、又は他の方式で再編成することができる。
例えば、ビデオプレーヤモジュールは音楽プレーヤモジュールと組み合わせて単一のモジ
ュール（例えば、ビデオ及び音楽プレーヤモジュール１５２、図１Ａ）にされてもよい。
いくつかの実施形態では、メモリ１０２は、上記で識別されたモジュール及びデータ構造
のサブセットを記憶することができる。更に、メモリ１０２は、上述されていない追加の
モジュール及びデータ構造を記憶してもよい。
【０１５２】
いくつかの実施形態では、デバイス１００は、デバイス上の機能の既定のセットの動作
が排他的にタッチスクリーン及び／又はタッチパッドを介して実行されるデバイスである
。デバイス１００の動作のための主要な入力コントロールデバイスとしてタッチスクリー
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ン及び／又はタッチパッドを使用することにより、デバイス１００上の物理的な入力コン
トロールデバイス（プッシュボタン、ダイアル、及び同様のものなど）の数を減らすこと
ができる。
【０１５３】
排他的にタッチスクリーン及び／又はタッチパッドを介して実行される、既定の機能の
セットは、任意選択的に、ユーザインタフェース間のナビゲーションを含む。いくつかの
実施形態において、タッチパッドは、ユーザによってタッチされると、デバイス１００上
に表示される任意のユーザインタフェースから、メインメニュー、ホームメニュー、又は
ルートメニューへデバイス１００をナビゲートする。このような実施形態では、タッチパ
ッドを用いて「メニューボタン」が実装される。いくつかの他の実施形態では、メニュー

10

ボタンは、タッチパッドの代わりに、物理的なプッシュボタン又は他の物理的な入力コン
トロールデバイスである。
【０１５４】
図１Ｂは、いくつかの実施形態に係る、イベント処理のための例示的な構成要素を示す
ブロック図である。いくつかの実施形態では、メモリ１０２（図１Ａ）又は３７０（図３
）は、イベントソータ１７０（例えば、オペレーティングシステム１２６内）並びにそれ
ぞれのアプリケーション１３６−１（例えば、上述のアプリケーション１３７〜１５１、
１５５、及び３８０〜３９０のいずれか）を含む。イベントソータ１７０は、イベント情
報を受け付け、イベント情報を配布するアプリケーション１３６−１及びアプリケーショ
ン１３６−１のアプリケーションビュー１９１を決定する。イベントソータ１７０は、イ

20

ベントモニタ１７１及びイベントディスパッチャモジュール１７４を含む。いくつかの実
施形態では、アプリケーション１３６−１は、アプリケーションが活動状態又は実行中で
ある時に、タッチ感知ディスプレイ１１２上に表示されている現在のアプリケーションビ
ュー（１つ又は複数）を指示する、アプリケーション内部状態１９２を含む。いくつかの
実施形態では、デバイス／グローバル内部状態１５７は、いずれのアプリケーションが現
在アクティブであるかを判定するために、イベントソータ１７０によって使用され、アプ
リケーション内部状態１９２は、イベント情報の配信先となるアプリケーションビュー１
９１を決定するために、イベントソータ１７０によって使用される。
【０１５５】
いくつかの実施形態では、アプリケーション内部状態１９２は、アプリケーション１３

30

６−１が実行を再開する際に使用される再開情報、アプリケーション１３６−１によって
情報が表示されているか又は表示の準備が整っていることを示すユーザインタフェース状
態情報、ユーザがアプリケーション１３６−１の以前の状態又はビューに戻ることを可能
にするための状態待ち行列、及びユーザが以前に行ったアクションのリドゥ／アンドゥ待
ち行列のうちの１つ以上などの、追加情報を含む。
【０１５６】
イベントモニタ１７１は、周辺機器インタフェース１１８からイベント情報を受信する
。イベント情報は、サブイベント（例えば、マルチタッチジェスチャの一部としての、タ
ッチ感知ディスプレイ１１２上でのユーザのタッチ）についての情報を含む。周辺機器イ
ンタフェース１１８は、Ｉ／Ｏサブシステム１０６又は（オーディオ回路１１０を介して

40

）近接センサ１６６、加速度計（１つ又は複数）１６８、及び／若しくはマイクロフォン
１１３などのセンサから受信する情報を送信する。周辺機器インタフェース１１８がＩ／
Ｏサブシステム１０６から受け取る情報は、タッチ感知ディスプレイ１１２又はタッチ感
知面からの情報を含む。
【０１５７】
いくつかの実施形態では、イベントモニタ１７１は、所定の間隔で周辺機器インタフェ
ース１１８に要求を送る。これに応じて、周辺機器インタフェース１１８は、イベント情
報を送出する。他の実施形態では、周辺機器インタフェース１１８は、重要なイベント（
例えば、所定のノイズ閾値を超える、及び／又は所定の持続時間よりも長い入力を受信す
ること）がある場合にのみイベント情報を送出する。いくつかの実施形態では、イベント
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ソータ１７０はまた、ヒットビュー判定モジュール１７２及び／又はアクティブイベント
認識部判定モジュール１７３も含む。
【０１５８】
ヒットビュー判定モジュール１７２は、タッチ感知ディスプレイ１１２が１つ以上のビ
ューを表示した際に、１つ以上のビュー内のどこでサブイベントが発生したかを判定する
ためのソフトウェア手順を提供する。ビューは、ユーザがディスプレイ上で見ることが可
能な、制御部及び他の要素で構成される。
【０１５９】
アプリケーションに関連付けられるユーザインタフェースの別の態様は、本明細書では
、アプリケーションビュー又はユーザインタフェースウィンドウと呼ばれる場合がある、

10

ビューのセットであり、それらの中で、情報が表示され、タッチに基づくジェスチャが実
施される。タッチが検出される（それぞれのアプリケーションの）アプリケーションビュ
ーは、アプリケーションのプログラム階層又はビュー階層内のプログラムレベルに対応し
てもよい。例えば、タッチが検出される最低レベルのビューはヒットビューと呼ばれても
よく、適切な入力として認識されるイベントのセットは、少なくとも部分的には、タッチ
ベースのジェスチャを開始する最初のタッチのヒットビューに基づいて判定されてもよい
。
【０１６０】
ヒットビュー判定モジュール１７２は、タッチベースのジェスチャのサブイベントと関
連付けられた情報を受け取る。アプリケーションが、階層として編成された複数のビュー

20

を有する場合、ヒットビュー判定モジュール１７２は、サブイベントを処理するべき階層
内の最下位のビューとして、ヒットビューを特定する。ほとんどの状況では、ヒットビュ
ーは、開始サブイベント（例えば、イベント又は潜在的なイベントを形成するサブイベン
トのシーケンスにおける最初のサブイベント）が発生する最低レベルのビューである。ヒ
ットビューがヒットビュー判定モジュール１７２によって特定されると、ヒットビューは
、通例、それがヒットビューとして特定された、同じタッチ又は入力ソースに関連する全
てのサブイベントを受け付ける。
【０１６１】
アクティブイベント認識部判定モジュール１７３は、ビュー階層内のどのビュー（１つ
以上）がサブイベントの特定のシーケンスを受け取るべきかを判定する。いくつかの実施

30

形態において、アクティブイベント認識部判定モジュール１７３は、ヒットビューのみが
サブイベントの特定のシーケンスを受け付けるべきであると判定する。他の実施形態にお
いて、アクティブイベント認識部判定モジュール１７３は、サブイベントの物理的な位置
を含む全てのビューはアクティブに関わっているビューであると判定し、したがって、全
てのアクティブに関わっているビューは、サブイベントの特定のシーケンスを受け付ける
べきであると判定する。他の実施形態では、タッチサブイベントがある特定のビューに関
連付けられた領域に完全に限定されたとしても、階層の上位のビューはアクティブに関わ
っているビューのままであるであろう。
【０１６２】
イベントディスパッチャモジュール１７４は、イベント情報をイベント認識部（例えば

40

、イベント認識部１８０）に送信する。アクティブイベント認識部判定モジュール１７３
を含む実施形態において、イベントディスパッチャモジュール１７４は、アクティブイベ
ント認識部判定モジュール１７３により判定されたイベント認識部にイベント情報を配布
する。いくつかの実施形態では、イベントディスパッチャモジュール１７４は、それぞれ
のイベント受信部１８２により取得されたイベント情報をイベント待ち行列内に記憶する
。
【０１６３】
いくつかの実施形態では、オペレーティングシステム１２６は、イベントソータ１７０
を含む。あるいは、アプリケーション１３６−１が、イベントソータ１７０を含む。更に
他の実施形態において、イベントソータ１７０は、スタンドアロンモジュール、又は接触
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／動きモジュール１３０などのメモリ１０２に記憶された他のモジュールの一部である。
【０１６４】
いくつかの実施形態では、アプリケーション１３６−１は、そのアプリケーションのユ
ーザインタフェースの各ビュー内で発生するタッチイベントを処理するための命令をそれ
ぞれが含む、複数のイベントハンドラ１９０及び１つ以上のアプリケーションビュー１９
１を含む。アプリケーション１３６−１のそれぞれのアプリケーションビュー１９１は、
イベント認識部１８０のうちの１つ以上を含む。典型的に、それぞれのアプリケーョンビ
ュー１９１は、複数のイベント認識部１８０を含む。他の実施形態において、イベント認
識部１８０のうちの１つ以上は、ユーザインタフェースキット（図示せず）又はアプリケ
ーション１３６−１が方法及び他の性質を継承する上位レベルのオブジェクトなど、別個

10

のモジュールの一部である。いくつかの実施形態において、それぞれのイベントハンドラ
１９０は、データアップデーター１７６、オブジェクトアップデーター１７７、ＧＵＩア
ップデーター１７８、及び／又はイベントソータ１７０から受け付けたイベントデータ１
７９のうちの１つ以上を含む。イベントハンドラ１９０は、アプリケーション内部状態１
９２を更新するために、データアップデーター１７６、オブジェクトアップデーター１７
７、又はＧＵＩアップデーター１７８を利用するか又は呼び出してもよい。あるいは、ア
プリケーションビュー１９１のうちの１つ以上は、１つ以上のそれぞれのイベントハンド
ラ１９０を含む。また、いくつかの実施形態において、データアップデーター１７６、オ
ブジェクトアップデーター１７７、及びＧＵＩアップデーター１７８のうちの１つ以上が
それぞれのアプリケーションビュー１９１内に含まれている。

20

【０１６５】
それぞれのイベント認識部１８０は、イベントソータ１７０からイベント情報（例えば
、イベントデータ１７９）を受信し、そのイベント情報からイベントを特定する。イベン
ト認識部１８０は、イベント受信部１８２及びイベント比較部１８４を含む。いくつかの
実施形態では、イベント認識部１８０は更に、メタデータ１８３及びイベント配信命令１
８８（サブイベント配信命令を含んでいてもよい）の少なくともサブセットを含む。
【０１６６】
イベント受信器１８２は、イベントソータ１７０からイベント情報を受信する。イベン
ト情報は、例えば、タッチ又はタッチの移動などのサブイベントの情報を含む。サブイベ
ントによっては、イベント情報は、サブイベントの位置などの追加情報をもまた含む。サ

30

ブイベントがタッチの動きに関わる場合には、イベント情報はサブイベントの速さ及び方
向を更に含んでもよい。いくつかの実施形態において、イベントは、ある方向から別の方
向へ（例えば、ポートレートの向きからランドスケープの向きへ、又はその逆）のデバイ
スの回転を含み、イベント情報は、デバイスの現在の向き（デバイスの姿勢とも呼ばれる
）についての対応する情報を含む。
【０１６７】
イベント比較部１８４は、イベント情報を既定のイベント又はサブイベントの定義と比
較し、その比較により、イベント又はサブイベントを判断、又はイベント若しくはサブイ
ベントの状態を判定又は更新する。いくつかの実施形態において、イベント比較部１８４
は、イベント定義１８６を含む。イベント定義１８６は、例えば、イベント１（１８７−

40

１）、イベント２（１８７−２）などの、イベントの定義（例えば、サブイベントの既定
のシーケンス）を含む。いくつかの実施形態において、イベント（１８７）内のサブイベ
ントは、例えば、タッチ開始、タッチ終了、タッチの移動、タッチの中止、及び複数のタ
ッチを含む。ある実施例において、イベント１（１８７−１）の定義は、表示されたオブ
ジェクト上のダブルタップである。ダブルタップは、例えば、表示されたオブジェクト上
の所定の段階についての第１のタッチ（タッチ開始）、所定の段階についての第１のリフ
トオフ（タッチ終了）、表示されたオブジェクト上の所定の段階についての第２のタッチ
（タッチ開始）、及び所定の段階についての第２のリフトオフ（タッチ終了）を含む。別
の実施例において、イベント２（１８７−２）の定義は、表示されたオブジェクト上のド
ラッグである。ドラッグは、例えば、表示されたオブジェクト上の所定の段階についての
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タッチ（又は接触）、タッチ感知ディスプレイ１１２を横切るタッチの移動、及びタッチ
のリフトオフ（タッチ終了）を含む。いくつかの実施形態において、イベントは、１つ以
上の関連付けられたイベントハンドラ１９０についての情報も含む。
【０１６８】
いくつかの実施形態では、イベント定義１８７は、それぞれのユーザインタフェースオ
ブジェクト用のイベントの定義を含む。いくつかの実施形態において、イベント比較部１
８４は、サブイベントに関連付けられたユーザインタフェースオブジェクトを判定するヒ
ットテストを実行する。例えば、３つのユーザインタフェースオブジェクトがタッチ感知
ディスプレイ１１２に表示されるアプリケーションビューにおいて、タッチ感知ディスプ
レイ１１２上でタッチが検出されると、イベント比較部１８４は、３つのユーザインタフ

10

ェースオブジェクトのうちのどれがタッチ（サブイベント）に関連付けられているかを判
定するためのヒットテストを行う。表示されたそれぞれのオブジェクトが、それぞれのイ
ベントハンドラ１９０に関連付けられている場合、イベント比較部はヒットテストの結果
を用いて、アクティブ化する必要のあるイベントハンドラ１９０を判定する。例えば、イ
ベント比較部１８４は、サブイベント及びヒットテストのトリガーとなるオブジェクトに
関連付けられたイベントハンドラを選択する。
【０１６９】
いくつかの実施形態では、各イベント（１８７）に関する定義はまた、サブイベントの
シーケンスがイベント認識部のイベントタイプに対応するか否かが判定されるまで、イベ
ント情報の配信を遅延させる、遅延作用も含む。

20

【０１７０】
それぞれのイベント認識部１８０は、一連のサブイベントがイベント定義１８６のイベ
ントのいずれとも一致しないと判定した場合、それぞれのイベント認識部１８０は、イベ
ント不可能、イベント失敗、又はイベント終了の状態に入り、その後は、タッチベースの
ジェスチャの次のサブイベントを無視する。この状況では、もしあれば、ヒットビューに
ついてアクティブのままである他のイベント認識部は、進行中のタッチベースのジェスチ
ャのサブイベントの追跡及び処理を続行する。
【０１７１】
いくつかの実施形態において、それぞれのイベント認識部１８０は、構成可能なプロパ
ティ、フラグ、及び／又はイベント配信システムがアクティブに関わっているイベント認

30

識部にどのようにサブイベント配信を実行するかについて示すリストを持つメタデータ１
８３を含む。いくつかの実施形態において、メタデータ１８３は、イベント認識部が互い
にどのように対話し得るか、又は対話することができるかについて示す構成可能なプロパ
ティ、フラグ、及び／又はリストを含む。いくつかの実施形態において、メタデータ１８
３は、構成可能なプロパティ、フラグ、及び／又はサブイベントがビュー階層又はプログ
ラム階層内の様々なレベルに配布されるかどうかを示すリストを含む。
【０１７２】
いくつかの実施形態において、それぞれのイベント認識部１８０は、イベントの１つ以
上の特定のサブイベントが認識された時に、イベントに関連付けられたイベントハンドラ
１９０をアクティブ化する。いくつかの実施形態において、それぞれのイベント認識部１

40

８０は、イベントハンドラ１９０に、イベントに関連付けられたイベント情報を配布する
。イベントハンドラ１９０をアクティブ化することと、それぞれのヒットビューにサブイ
ベントを送信（及び送信を延期する）することとは、区別される。いくつかの実施形態に
おいて、イベント認識部１８０は、認識されたイベントに関連付けられたフラグをスロー
し、フラグに関連付けられたイベントハンドラ１９０はフラグをキャッチし、既定の処理
を実行する。
【０１７３】
いくつかの実施形態において、イベント配信命令１８８は、イベントハンドラをアクテ
ィブ化せずにサブイベントに関するイベント情報を配布するサブイベント配信命令を含む
。その代わりに、サブイベント配信命令は、一連のサブイベントに関連付けられたイベン
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トハンドラ又はアクティブに関わっているビューにイベント情報を配布する。一連のサブ
イベント又はアクティブに関わっているビューに関連付けられているイベントハンドラは
、イベント情報を受け付け、所定の処理を実行する。
【０１７４】
いくつかの実施形態において、データアップデーター１７６は、アプリケーション１３
６−１で使用されるデータを作成及び更新する。例えば、データアップデーター１７６は
、連絡先モジュール１３７内で使用される電話番号を更新するか、又はビデオプレーヤモ
ジュール内で使用されるビデオファイルを記憶する。いくつかの実施形態において、オブ
ジェクトアップデーター１７７は、アプリケーション１３６−１で使用されるオブジェク
トを作成及び更新する。例えば、オブジェクトアップデーター１７７は、新たなユーザイ

10

ンタフェースオブジェクトを作成したり、ユーザインタフェースオブジェクトの位置を更
新したりする。ＧＵＩアップデーター１７８は、ＧＵＩを更新する。例えば、ＧＵＩアッ
プデーター１７８は、表示情報を準備し、タッチ感知ディスプレイ上に表示するため、表
示情報をグラフィクモジュール１３２に送信する。
【０１７５】
いくつかの実施形態では、イベントハンドラ（１つ又は複数）１９０は、データアップ
データー１７６、オブジェクトアップデーター１７７、及びＧＵＩアップデーター１７８
を含むか、若しくはそれらに対するアクセスを有する。いくつかの実施形態において、デ
ータアップデーター１７６、オブジェクトアップデーター１７７、及びＧＵＩアップデー
ター１７８は、それぞれのアプリケーション１３６−１又はアプリケーションビュー１９

20

１の１つのモジュールに含まれる。他の実施形態では、それらは、２つ以上のソフトウェ
アモジュールに含まれる。
【０１７６】
タッチ感知ディスプレイ上のユーザのタッチのイベント処理に関する前述の論考はまた
、入力デバイスを使用して多機能デバイス１００を動作させるための他の形態のユーザ入
力にも適用されるが、その全てがタッチスクリーン上で開始されるわけではないことが理
解されよう。例えば、単一又は複数のキーボードの押下又は保持と任意選択的に連係させ
た、マウスの移動及びマウスボタンの押下、タッチパッド上におけるタップ、ドラッグ、
スクロール等などの接触の移動、ペンスタイラス入力、デバイスの移動、口伝え、検出さ
れた眼球運動、バイオメトリック入力、及び／又はこれらの任意の組み合わせが、認識対

30

象のイベントを定義するサブイベントに対応する入力として、任意選択的に利用される。
【０１７７】
図２は、いくつかの実施形態に係る、タッチスクリーン１１２を有するポータブル多機
能デバイス１００を示す。タッチスクリーンは、ユーザインタフェース（ＵＩ）２００内
に１つ以上のグラフィックを、任意選択的に、表示する。後述する実施形態並びに本実施
形態において、ユーザは、例えば、１本以上の指２０２（図には、正確な縮尺率では描か
れていない）又は１つ以上のスタイラス２０３（図には、正確な縮尺率では描かれていな
い）を用いてグラフィック上でジェスチャを行うことにより、グラフィックのうちの１つ
以上を選択できる。いくつかの実施形態において、ユーザが１つ以上のグラフィックとの
接触を断った際に、１つ以上のグラフィックの選択が生じる。いくつかの実施形態では、

40

ジェスチャは、１回以上のタップ、（左から右、右から左、上方向、及び／若しくは下方
向への）１回以上のスワイプ、並びに／又はデバイス１００と接触した指の（右から左、
左から右、上方向、及び／若しくは下方向への）ローリングを任意選択的に含む。いくつ
かの実装又は状況において、グラフィックとの偶発的な接触は、グラフィックを選択しな
い。例えば、選択に対応するジェスチャがタップである場合、アプリケーションアイコン
の上をスワイプするスワイプジェスチャは、対応するアプリケーションを、任意選択的に
、選択しない。
【０１７８】
デバイス１００はまた、「ホーム」又はメニューボタン２０４などの、１つ以上の物理
ボタンも含み得る。前述したように、メニューボタン２０４は、デバイス１００上で実行
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することができるアプリケーションのセット内の任意のアプリケーション１３６へのナビ
ゲーションに使用されてもよい。あるいは、いくつかの実施形態において、メニューボタ
ンは、タッチスクリーン１１２に表示されたＧＵＩにおけるソフトキーとして実装されて
いる。
【０１７９】
いくつかの実施形態では、デバイス１００は、タッチスクリーン１１２、メニューボタ
ン２０４、デバイスの電源をオン／オフし、デバイスをロックするためのプッシュボタン
２０６、音量調整ボタン（１つ又は複数）２０８、加入者識別モジュール（ＳＩＭ）カー
ドスロット２１０、ヘッドセットジャック２１２、及びドッキング／充電用外部ポート１
２４を含む。プッシュボタン２０６は、ボタンを押下して、既定の時間インターバルにわ

10

たってボタンを押下された状態で保持することによって、デバイス上の電源をオン／オフ
し、ボタンを押下して、既定の時間インターバルが経過する前にボタンを解放することに
よって、デバイスをロックし、かつ／又はデバイスをロック解除するか、若しくはロック
解除処理を開始するために、任意選択的に使用される。代替的実施形態では、デバイス１
００は、マイクロフォン１１３を通して、一部の機能のアクティブ化又は非アクティブ化
のための口頭入力を受け付ける。また、デバイス１００は、タッチスクリーン１１２への
接触の強度を検出するための１つ以上の接触強度センサ１６５及び／又はデバイス１００
のユーザの触知出力を生成するための１つ以上の触知出力生成器１６７を、任意選択的に
、含む。
【０１８０】

20

図３は、いくつかの実施形態に係る、ディスプレイ及びタッチ感知面を備える例示的な
多機能デバイスのブロック図である。デバイス３００は、ポータブルでなくてもよい。い
くつかの実施形態において、デバイス３００は、ラップトップコンピュータ、デスクトッ
プコンピュータ、タブレットコンピュータ、マルチメディアプレーヤデバイス、ナビゲー
ションデバイス、教育的デバイス（子供の学習玩具など）、ゲームシステム、又は制御デ
バイス（例えば、ホーム又は業務用コントローラ）である。デバイス３００は、典型的に
は、１つ以上の処理ユニット（ＣＰＵ）３１０と、１つ以上のネットワーク又は他の通信
インタフェース３６０と、メモリ３７０と、これらの構成要素を相互接続するための１つ
以上の通信バス３２０とを含む。通信バス３２０は、システム構成要素間の通信を相互接
続及び制御する回路（チップセットと称することがある）を、任意選択的に含む。デバイ
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ス３００は、典型的にはタッチスクリーンディスプレイである、ディスプレイ３４０を備
える入出力（Ｉ／Ｏ）インタフェース３３０を含む。Ｉ／Ｏインタフェース３３０はまた
、キーボード及び／又はマウス（若しくは他のポインティングデバイス）３５０並びにタ
ッチパッド３５５、デバイス３００上に触知出力を生成するための（例えば、図１Ａを参
照して上述された触知出力生成器（１つ又は複数）１６７と同様の）触知出力生成器３５
７、センサ３５９（例えば、光センサ、加速度センサ、近接センサ、タッチ感知センサ、
及び／若しくは図１Ａを参照して上述された接触強度センサ（１つ又は複数）１６５と同
様の接触強度センサ）も任意選択的に含む。メモリ３７０は、ＤＲＡＭ、ＳＲＡＭ、ＤＤ
Ｒ

ＲＡＭ、又は他のランダムアクセスソリッドステートメモリデバイスなどの、高速ラ

ンダムアクセスメモリを含み、また任意選択的に、１つ以上の磁気ディスク記憶デバイス

40

、光ディスク記憶デバイス、フラッシュメモリデバイス、又は他の不揮発性ソリッドステ
ート記憶デバイスなどの、不揮発性メモリを含む。メモリ３７０は、ＣＰＵ（１つ又は複
数）３１０からは離れて位置する１つ以上の記憶デバイスを、任意選択的に、含む。いく
つかの実施形態では、メモリ３７０は、ポータブル多機能デバイス１００（図１Ａ）のメ
モリ１０２内に記憶されたプログラム、モジュール、及びデータ構造に類似する、プログ
ラム、モジュール、及びデータ構造、又はそれらのサブセットを記憶する。更に、メモリ
３７０は、ポータブル多機能デバイス１００のメモリ１０２内に存在しない追加プログラ
ム、モジュール、及びデータ構造を記憶し得る。例えば、デバイス３００のメモリ３７０
は、描画モジュール３８０、プレゼンテーションモジュール３８２、ワードプロセッシン
グモジュール３８４、ウェブサイト作成モジュール３８６、ディスクオーサリングモジュ
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ール３８８、及び／又はスプレッドシートモジュール３９０を任意選択的に記憶するが、
その一方で、ポータブル多機能デバイス１００（図１Ａ）のメモリ１０２は、これらのモ
ジュールを任意選択的に記憶しない。
【０１８１】
図３の上記で特定された要素の各々は、前述のメモリデバイスのうちの１つ以上の内部
に記憶されてもよい。上記で識別されたモジュールうちのそれぞれは、上述した機能を実
行するための命令セットに対応する。上記で特定されたモジュール若しくはプログラム（
例えば、命令セット）は、別個のソフトウェアプログラム、手順、又はモジュールとして
実装される必要はなく、それゆえ、様々な実施形態では、これらのモジュールの様々なサ
ブセットが組み合わせられるか、又は別の方法で再編成されてもよい。いくつかの実施形

10

態では、メモリ３７０は、上記で識別されたモジュール及びデータ構造のサブセットを記
憶することができる。更に、メモリ３７０は、上述されていない追加のモジュール及びデ
ータ構造を記憶してもよい。
【０１８２】
次に、例えば、ポータブル多機能デバイス１００上に実装することができるユーザイン
タフェースの実施形態に注目を向ける。
【０１８３】
図４Ａは、いくつかの実施形態に係る、ポータブル多機能デバイス１００上のアプリケ
ーションのメニューのための例示的なユーザインタフェースを示す。同様のユーザインタ
フェースが、デバイス３００上に実装されてもよい。いくつかの実施形態では、ユーザイ

20

ンタフェース４００は、以下の要素、又はそれらのサブセット若しくはスーパーセットを
含む。
●セルラー信号及びＷｉ−Ｆｉ信号などの無線通信（１つ又は複数）に関する信号強度
インジケータ（１つ又は複数）４０２、
●時間４０４、
●Ｂｌｕｅｔｏｏｔｈインジケータ４０５、
●バッテリ状態インジケータ４０６、
●以下のような、頻繁に使用されるアプリケーション用のアイコンを有するトレイ４０
８、
○不在着信又は音声メールメッセージの数のインジケータ４１４を任意選択的に含む

30

、「電話」とラベル付けされた、電話モジュール１３８用のアイコン４１６、
○未読電子メールの数のインジケータ４１０を任意選択的に含む、「メール」とラベ
ル付けされた、電子メールクライアントモジュール１４０用のアイコン４１８、
○「ブラウザ」とラベル付けされた、ブラウザモジュール１４７用のアイコン４２０
、及び
○「ｉＰｏｄ」とラベル付けされた、ｉＰｏｄ（Ａｐｐｌｅ

Ｉｎｃ．の商標）モジ

ュール１５２とも称される、ビデオ及び音楽プレーヤモジュール１５２用のアイコン４２
２、並びに
●以下のような、その他のアプリケーション用のアイコン、
○「メッセージ」とラベル付けされた、ＩＭモジュール１４１用のアイコン４２４、
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○「カレンダー」とラベル付けされた、カレンダーモジュール１４８用のアイコン４
２６、
○「写真」とラベル付けされた、画像管理モジュール１４４用のアイコン４２８、
○「カメラ」とラベル付けされた、カメラモジュール１４３用のアイコン４３０、
○「オンラインビデオ」とラベル付けされた、オンラインビデオモジュール１５５用
のアイコン４３２、
○「株式」とラベル付けされた、株式ウィジェット１４９−２用のアイコン４３４、
○「地図」とラベル付けされた、地図モジュール１５４用のアイコン４３６、
○「気象」とラベル付けされた、気象ウィジェット１４９−１用のアイコン４３８、
○「時計」とラベル付けされた、アラーム時計ウィジェット１４９−４用のアイコン
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４４０、
○「トレーニングサポート」とラベル付けされた、トレーニングサポートモジュール
１４２用のアイコン４４２、
○「メモ」とラベル付けされた、メモモジュール１５３用のアイコン４４４、及び
○デバイス１００及びその様々なアプリケーション１３６に関する設定へのアクセス
を提供する、「設定」とラベル付けされた、設定アプリケーション若しくはモジュール用
のアイコン４４６。
【０１８４】
図４Ａに示されているアイコンのラベルは、単なる例示であることに留意されたい。例
えば、ビデオ及び音楽プレーヤモジュール１５２用のアイコン４２２は、「音楽」又は「

10

音楽プレーヤ」と任意選択的にラベル付けされてもよい。他のラベルが、様々なアプリケ
ーションアイコンのために、任意選択的に使用される。いくつかの実施形態では、それぞ
れのアプリケーションアイコンに関するラベルは、それぞれのアプリケーションアイコン
に対応するアプリケーションの名前を含む。いくつかの実施形態において、特定のアプリ
ケーションアイコンのラベルは、特定のアプリケーションアイコンに対応するアプリケー
ションの名前とは異なる。
【０１８５】
図４Ｂは、ディスプレイ４５０（例えば、タッチスクリーンディスプレイ１１２）とは
別個のタッチ感知面４５１（例えば、図３のタブレット又はタッチパッド３５５）を備え
るデバイス（例えば、図３のデバイス３００）上の例示的なユーザインタフェースを示す
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。デバイス３００はまた、タッチ感知面４５１上の接触の強度を検出するための、１つ以
上の接触強度センサ（例えば、センサ３５７のうちの１つ以上）、及び／又はデバイス３
００のユーザに対する触知出力を生成するための、１つ以上の触知出力生成器３５９を任
意選択的に含む。
【０１８６】
以下の実施例のうちのいくつかは、タッチスクリーンディスプレイ１１２上での入力（
タッチ感知面とディスプレイとが組み合わされている場合）を参照して説明されるが、い
くつかの実施形態では、デバイスは、図４Ｂに示されるように、ディスプレイとは別個の
タッチ感知面上での入力を検出する。いくつかの実施形態では、タッチ感知面（例えば、
図４Ｂの４５１）は、ディスプレイ（例えば、４５０）上の主軸（例えば、図４Ｂの４５

30

３）に対応する主軸（例えば、図４Ｂの４５２）を有する。これらの実施形態によれば、
デバイスは、ディスプレイ上のそれぞれのロケーションに対応するロケーション（例えば
、図４Ｂでは、４６０は４６８に対応し、４６２は４７０に対応する）におけるタッチ感
知面４５１との接触（例えば、図４Ｂでの４６０及び４６２）を検出する。このように、
タッチ感知面がディスプレイとは別個のものである場合には、タッチ感知面（例えば、図
４Ｂの４５１）上でデバイスによって検出されたユーザ入力（例えば、接触４６０及び４
６２、並びにそれらの移動）が、多機能デバイスのディスプレイ（例えば、図４Ｂの４５
０）上のユーザインタフェースを操作するために、デバイスによって使用される。同様の
方法が、本明細書に記載の他のユーザインタフェースに、任意選択的に使用されることを
理解されたい。
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【０１８７】
更に加えて、以下の実施例は、主に指入力（例えば、指の接触、指のタップジェスチャ
、指のスワイプジェスチャ）を参照して説明されるが、いくつかの実施形態では、それら
の指入力のうちの１つ以上は、別の入力デバイスからの入力（例えば、マウスに基づく入
力又はスタイラス入力）で置き換えられることを理解されたい。例えば、スワイプジェス
チャは、任意選択的に、（例えば、接触の代わりに）マウスクリックと置換され、その後
、（例えば、接触の移動の代わりに）スワイプの経路に沿ってカーソルの移動が行われる
。別の実施例として、タップジェスチャは、（例えば、接触の検出に続いて接触の検出を
停止する代わりに）カーソルがタップジェスチャの位置上に配置される間、任意選択的に
、マウスクリックと置換される。同様に、複数のユーザ入力が同時に検出される時、複数
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のコンピュータマウスが同時に、任意選択的に用いられ、又はマウスと指接触が同時に任
意選択的に用いられることが理解されよう。
【０１８８】
図５Ａは、例示的なパーソナル電子デバイス５００を示す。デバイス５００は、本体５
０２を備える。いくつかの実施形態では、デバイス５００は、デバイス１００及び３００
に関して説明された特徴（例えば、図１Ａ〜４Ｂ）のいくつか又は全てを含むことができ
る。いくつかの実施形態では、デバイス５００は、タッチ感知ディスプレイスクリーン５
０４、以下、タッチスクリーン５０４を有する。代替的に、又はタッチスクリーン５０４
に加えて、デバイス５００はディスプレイ及びタッチ感知面を有する。デバイス１００及
び３００の場合と同様に、いくつかの実施形態では、タッチスクリーン５０４（又はタッ
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チ感知面）は、加えられている接触（例えば、タッチ）の強度を検出するための１つ以上
の強度センサを有してもよい。タッチスクリーン５０４（又はタッチ感知面）の１つ以上
の強度センサは、タッチの強度を表す出力データを提供することができる。デバイス５０
０のユーザインタフェースは、タッチの強度に基づきタッチに応答してもよく、これは、
異なる強度のタッチはデバイス５００上で異なるユーザインタフェース動作を呼び出して
もよいことを意味する。
【０１８９】
タッチ強度を検出及び処理するための技術は、例えば、関連出願である、２０１３年５
月８日出願の「Ｄｅｖｉｃｅ，Ｍｅｔｈｏｄ，ａｎｄ

Ｇｒａｐｈｉｃａｌ

Ｉｎｔｅｒｆａｃｅ

Ｕｓｅｒ

Ｏｂｊｅｃｔｓ

ｆｏｒ

Ｄｉｓｐｌａｙｉｎｇ

Ｃｏｒｒｅｓｐｏｎｄｉｎｇ

ｔｏ

ａｎ

Ｕｓｅｒ

Ｉｎｔｅｒｆａｃｅ
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Ａｐｐｌｉｃａｔｉｏｎ」

と題された国際特許出願第ＰＣＴ／ＵＳ２０１３／０４００６１号、及び２０１３年１１
月１１日出願の「Ｄｅｖｉｃｅ，Ｍｅｔｈｏｄ，ａｎｄ
Ｉｎｔｅｒｆａｃｅ
ｃｈ

Ｉｎｐｕｔ

ｆｏｒ

ｔｏ

Ｇｒａｐｈｉｃａｌ

Ｔｒａｎｓｉｔｉｏｎｉｎｇ

Ｄｉｓｐｌａｙ

Ｏｕｔｐｕｔ

Ｂｅｔｗｅｅｎ

Ｕｓｅｒ
Ｔｏｕ

Ｒｅｌａｔｉｏｎｓｈｉｐｓ

」と題された国際特許出願第ＰＣＴ／ＵＳ２０１３／０６９４８３号に見いだすことがで
きる。これらの出願の各々はその全体が本明細書において参照により組み込まれる。
【０１９０】
いくつかの実施形態では、デバイス５００は、１つ以上の入力機構５０６及び５０８を
有する。入力機構５０６及び５０８は、含まれている場合、物理的であってもよい。物理

30

的入力機構の例は、プッシュボタン及び回転可能機構を含む。いくつかの実施形態では、
デバイス５００は、１つ以上の取付機構を有する。そのような取付機構は、含まれている
場合、例えば、帽子、アイウェア、イヤリング、ネックレス、シャツ、ジャケット、ブレ
スレット、時計バンド、チェーン、ズボン、ベルト、靴、財布、バックパックなどへのデ
バイス５００の取付を可能にしてもよい。これらの取付機構は、デバイス５００がユーザ
によって着用されることを可能にしてもよい。
【０１９１】
図５Ｂは、例示的なパーソナル電子デバイス５００を示す。いくつかの実施形態では、
デバイス５００は、図１Ａ、図１Ｂ、及び図３に関して説明された構成要素のいくつか又
は全てを含むことができる。デバイス５００は、Ｉ／Ｏ部５１４を１つ以上のコンピュー
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タプロセッサ５１６及びメモリ５１８に動作可能に結合する、バス５１２を有する。Ｉ／
Ｏ部５１４は、タッチ感知構成要素５２２、及び、任意選択的に、タッチ強度感知構成要
素５２４を有し得る、ディスプレイ５０４に接続されてもよい。加えて、Ｉ／Ｏ部５１４
は、Ｗｉ−Ｆｉ、Ｂｌｕｅｔｏｏｔｈ、近距離通信（ＮＦＣ）、セルラー及び／又は他の
無線通信技術を使用してアプリケーション及びオペレーティングシステムデータを受信す
るための通信ユニット５３０に接続されてもよい。デバイス５００は、入力機構５０６及
び／又は５０８を備えてもよい。入力機構５０６は、例えば、回転可能入力デバイス、又
は押下可能かつ回転可能入力デバイスであってもよい。入力機構５０８は、いくつかの実
施例では、ボタンであってもよい。
【０１９２】
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入力機構５０８は、いくつかの実施例では、マイクロフォンであってもよい。パーソナ
ル電子デバイス５００は、ＧＰＳセンサ５３２、加速度計５３４、方向センサ５４０（例
えば、コンパス）、ジャイロスコープ５３６、動きセンサ５３８、及び／又はこれらの組
み合わせなどの様々なセンサを含むことができ、これらの全てはＩ／Ｏ部５１４に動作可
能に接続されることができる。
【０１９３】
パーソナル電子デバイス５００のメモリ５１８は、１つ以上のコンピュータプロセッサ
５１６によって実行されると、例えば、コンピュータプロセッサに、プロセス３３００、
３４００、３５００、３６００、３７００、３８００、３９００、４０００、４６００、
及び４９００（図３３〜図４９）を含む、上述された技法を実行させることができるコン
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ピュータ実行可能命令を記憶するための、非一時的コンピュータ可読記憶媒体であること
ができる。コンピュータ実行可能命令はまた、コンピュータベースのシステム、プロセッ
サを含むシステム、又は、命令実行システム、装置、若しくはデバイスから命令をフェッ
チし、それらの命令を実行し得る他のシステムなどの、命令実行システム、装置、若しく
はデバイスによって、又はこれらと関連して使用するために、任意の非一時的コンピュー
タ可読記憶媒体内に記憶し、及び／又は輸送することができる。本明細書の目的において
は、「非一時的コンピュータ可読記憶媒体」は、命令実行システム、装置、若しくはデバ
イスによって、又はこれらと関連して使用するためのコンピュータ実行可能命令を有形的
に収容又は記憶し得る、任意の媒体であることができる。非一時的コンピュータ可読記憶
媒体は、磁気的、光学的、及び／又は半導体記憶装置を含み得るが、これらに限定されな

20

い。そのような記憶装置の例は、磁気ディスク、ＣＤ、ＤＶＤ、又はＢｌｕ−ｒａｙ技術
に基づく光ディスク、及びフラッシュメモリ、ソリッドステートドライブなどの永続的ソ
リッドステートメモリを含む。パーソナル電子デバイス５００は、図５Ｂの構成要素及び
構成に限定されず、複数の構成において、他の又は追加の構成要素を含むことができる。
【０１９４】
本明細書で使用するとき、用語「アフォーダンス」は、デバイス１００、３００、及び
／又は５００（図１、図３、及び図５）のディスプレイスクリーン上に表示され得るユー
ザ対話式のグラフィカルユーザインタフェースオブジェクトを指す。例えば、画像（例え
ば、アイコン）、ボタン、及びテキスト（例えば、ハイパーリンク）がそれぞれ、アフォ
ーダンスを構成してもよい。
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【０１９５】
本明細書で使用されるとき、用語「フォーカスセレクタ」とは、ユーザが対話している
ユーザインタフェースの現在の部分を示す、入力要素を指す。カーソル又は他のロケーシ
ョンマーカを含むいくつかの実装形態では、カーソルは「フォーカスセレクタ」として機
能し、それにより、カーソルが特定のユーザインタフェース要素（例えば、ボタン、ウィ
ンドウ、スライダ、又は他のユーザインタフェース要素）の上にある間に、タッチ感知面
（例えば、図３のタッチパッド３５５、又は図４Ｂのタッチ感知面４５１）上で入力（例
えば、押圧入力）が検出されると、その特定のユーザインタフェース要素が、検出された
入力に従って調整される。タッチスクリーンディスプレイ上のユーザインタフェース要素
との直接的な対話を可能にする、タッチスクリーンディスプレイ（例えば、図１Ａのタッ
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チ感知ディスプレイシステム１１２、又は図４Ａのタッチスクリーン１１２）を含むいく
つかの実装形態では、タッチスクリーン上で検出される接触が「フォーカスセレクタ」の
役割を果たし、それにより、入力（例えば、接触による押圧入力）が、タッチスクリーン
ディスプレイ上において、特定のユーザインタフェース要素（例えば、ボタン、ウィンド
ウ、スライダ、又は他のユーザインタフェース要素）のロケーションで検出されると、そ
の特定のユーザインタフェース要素が、検出された入力に従って調節される。いくつかの
実装において、（例えば、タブキー又は矢印キーを使ったフォーカスの１つのボタンから
別のボタンへの移動により）タッチスクリーンディスプレイ上の対応するカーソルの移動
又は接触の移動なしに、フォーカスが、ユーザインタフェースの１つの領域からユーザイ
ンタフェースの別の領域に移動される。これらの実装において、フォーカスセレクタは、
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ユーザインタフェースの異なる領域間でのフォーカスの移動に従って移動する。フォーカ
スセレクタが取る特定のフォームに関係なく、フォーカスセレクタは、全体的に、ユーザ
のユーザインタフェースとの意図した（例えば、ユーザが対話したいと思っているユーザ
インタフェースの要素をデバイスに指示することによる）対話を伝達するように、ユーザ
によって制御されたユーザインタフェース要素（又は、タッチスクリーンディスプレイ上
の接触）である。例えば、押下げ入力がタッチ感知面（例えば、タッチパッド又はタッチ
スクリーン）上で検出された時にそれぞれのボタンの上にあるフォーカスセレクタ（例え
ば、カーソル、接触又は選択ボックス）の位置は、（デバイスのディスプレイ上に示され
ている他のユーザインタフェース要素とは反対に）ユーザが、それぞれのボタンをアクテ
ィブ化しようとしていることを指示する。

10

【０１９６】
明細書及び特許請求の範囲で使用されるように、接触の「特性強度」という用語は、接
触の１つ以上の強度に基づく接触の特性を指す。いくつかの実施形態では、特性強度は複
数の強度サンプルに基づく。特性強度は、任意選択的に、既定の数の強度サンプル、又は
既定のイベント（例えば、接触を検出した後、接触のリフトオフを検出する前、接触の移
動の開始を検出する前若しくは後、接触の終了を検出する前、接触の強度の増加を検出す
る前若しくは後、及び／又は接触の強度の減少を検出する前若しくは後）に対して所定の
時間期間（例えば、０．０５、０．１、０．２、０．５、１、２、５、１０秒）内に収集
された強度サンプルのセットに基づく。接触の特性強度は、任意選択的に、接触の強度の
最大値、接触の強度の平均値（mean）、接触の強度の平均値（average）、接触の強度の
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上位１０個のパーセンタイル値、接触の強度の最大値の半分の値、接触の強度の最大値の
９０パーセントの値などのうちの１つ以上に基づく。いくつかの実施形態では、特性強度
を判定するために、接触の期間が使用される（例えば、特性強度が経時的な接触の強度の
平均であるとき）。いくつかの実施形態では、動作がユーザによって実行されたかどうか
を判定するために、特性強度が１つ以上の強度閾値のセットと比較される。例えば、１つ
以上の強度閾値のセットは、第１の強度閾値及び第２の強度閾値を含んでもよい。この実
施例では、第１の閾値を上回らない特性強度を有する接触の結果として第１の動作が実行
され、第１の強度閾値を上回り、第２の強度閾値を上回らない特性強度を有する接触の結
果として第２の動作が実行され、第２の閾値を上回る特性強度を有する接触の結果として
第３の動作が実行される。いくつかの実施形態では、特性強度と１つ以上の閾値との間の
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比較が、第１の動作を実行するのか、それとも第２の動作を実行するのかを決定するため
に使用されるのではなく、１つ以上の動作を実行するか否か（例えば、それぞれの動作を
実行するのか、それともそれぞれの動作を実行することを見送るのか）を決定するために
使用される。
【０１９７】
いくつかの実施形態では、特性強度を判定する目的で、ジェスチャの一部分が特定され
る。例えば、タッチ感知面は、接触の強度が増加する、開始位置から遷移して終了位置ま
で達する連続的なスワイプ接触を受け取ってもよい。この実施例では、終了位置における
接触の特性強度は、連続的なスワイプ接触全体ではなく、そのスワイプ接触の一部分（例
えば、終了位置におけるスワイプ接触の部分のみ）のみに基づいてもよい。いくつかの実
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施形態では、接触の特性強度を判定することの前に、平滑化アルゴリズムがスワイプ接触
の強度に適用されてもよい。例えば、平滑化アルゴリズムは、任意選択的に、非荷重移動
平均平滑化アルゴリズム、三角平滑化アルゴリズム、中央値フィルタ平滑化アルゴリズム
、及び／又は指数平滑化アルゴリズムのうちの１つ以上を含む。いくつかの状況では、こ
れらの平滑化アルゴリズムは、特性強度を判定する目的で、スワイプ接触の強度の小幅な
上昇又は低下を除外する。
【０１９８】
タッチ感知面上の接触の強度は、接触検出強度閾値、軽い押圧強度閾値、深い押圧強度
閾値、及び／又は１つ以上の他の強度閾値などの１つ以上の強度閾値に対して特徴付けさ
れてもよい。いくつかの実施形態では、軽い押圧強度閾値は、物理マウスのボタン又はト
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ラックパッドのクリックに典型的に関連付けられた動作を、デバイスが実行することにな
る強度に相当する。いくつかの実施形態では、深い押圧強度閾値は、物理マウスのボタン
又はトラックパッドのクリックに典型的に関連付けられた動作とは異なる動作を、デバイ
スが実行することになる強度に相当する。いくつかの実施形態では、軽い押圧強度閾値を
下回る（例えば、かつ、それを下回ると接触がもはや検出されないわずかな接触検出強度
閾値を上回る）特性強度で接触が検出される場合、デバイスは、軽い押圧強度閾値又は深
い押圧強度閾値に関連付けられた動作を実行することなく、タッチ感知面上の接触の移動
に従って、フォーカスセレクタを移動させることになる。全般的には、特に明記しない限
り、これらの強度閾値は、異なるユーザインタフェース図のセット間でも一貫している。
【０１９９】

10

軽い押圧強度閾値を下回る強度から、軽い押圧強度閾値と深い押圧強度閾値との間の強
度への、接触の特性強度の増大は、「軽い押圧」入力と称される場合がある。深い押圧強
度閾値を下回る強度から、深い押圧強度閾値を上回る強度への、接触の特性強度の増大は
、「深い押圧」入力と称される場合がある。接触検出強度閾値を下回る強度から、接触検
出強度閾値と軽い押圧強度閾値との間の強度への、接触の特性強度の増大は、タッチ面上
の接触の検出と称される場合がある。接触検出強度閾値を上回る強度から、接触検出強度
閾値を下回る強度への、接触の特性強度の減少は、タッチ面からの接触のリフトオフの検
出と称される場合がある。いくつかの実施形態では、接触検出強度閾値は０である。いく
つかの実施形態では、接触検出強度閾値は０よりも大きい。
【０２００】
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本明細書で説明されるいくつかの実施形態では、１つ以上の動作は、それぞれの押圧入
力を含むジェスチャの検出に応答して、又はそれぞれの接触（又は、複数の接触）で実行
されるそれぞれの押圧入力の検出に応答して実行され、それらのそれぞれの押圧入力は、
少なくとも部分的に、押圧入力強度閾値を上回る接触（又は、複数の接触）の強度の増大
の検出に基づいて検出される。いくつかの実施形態では、それぞれの動作は、押圧入力強
度閾値を上回る、それぞれの接触の強度の増大（例えば、それぞれの押圧入力の「ダウン
ストローク」）の検出に応答して、実行される。いくつかの実施形態では、押圧入力は、
押圧入力強度閾値を上回る、それぞれの接触の強度の増大、及び後続の押圧入力強度閾値
を下回る接触の強度の減少を含み、それぞれの動作は、その後続の押圧入力閾値を下回る
それぞれの接触の強度の減少（例えば、それぞれの押圧入力の「アップストローク」）の
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検出に応答して、実行される。
【０２０１】
いくつかの実施形態では、デバイスは、時として「ジッタ」と呼ばれる偶発的入力を回
避するために、強度ヒステリシスを採用し、デバイスは、押圧入力強度閾値との既定の関
係を有するヒステリシス強度閾値を定義又は選択する（例えば、ヒステリシス強度閾値は
、押圧入力強度閾値よりもＸ強度単位低いか、又は、ヒステリシス強度閾値は、押圧入力
強度閾値の７５％、９０％、若しくは何らかの妥当な比率である）。それゆえ、いくつか
の実施形態では、押圧入力は、押圧入力強度閾値を上回る、それぞれの接触の強度の増大
、及び後続の、押圧入力強度閾値に対応するヒステリシス強度閾値を下回る接触の強度の
減少を含み、それぞれの動作は、そのヒステリシス強度閾値を下回る、後続のそれぞれの

40

接触の強度の減少（例えば、それぞれの押圧入力の「アップストローク」）の検出に応答
して、実行される。同様に、いくつかの実施形態では、押圧入力は、デバイスが、ヒステ
リシス強度閾値以下の強度から、押圧入力強度閾値以上の強度への、接触の強度の増大、
及び任意選択的に、ヒステリシス強度以下の強度への、後続の接触の強度の減少を検出す
る場合にのみ、検出され、それぞれの動作は、その押圧入力（例えば、状況に応じて、接
触の強度の増大、又は接触の強度の減少）の検出に応答して、実行される。
【０２０２】
説明を容易にするために、押圧入力強度閾値に関連付けられた押圧入力に応じて、又は
その押圧入力を含むジェスチャに応じて実行される動作の説明は、押圧入力強度閾値を上
回る接触の強度の増大、ヒステリシス強度閾値を下回る強度から押圧入力強度閾値を上回
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る強度への接触の強度の増大、押圧入力強度閾値を下回る接触の強度の減少、及び／又は
押圧入力強度閾値に対応するヒステリシス強度閾値を下回る接触の強度の減少のいずれか
の検出に応じて、任意選択的にトリガーされる。更に加えて、押圧入力強度閾値を下回る
、接触の強度の減少の検出に応答して、動作が実行されるとして説明される実施例では、
その動作は、押圧入力強度閾値に対応し、かつ押圧入力強度閾値よりも低い、ヒステリシ
ス強度閾値を下回る、接触の強度の減少の検出に応答して、任意選択的に実行される。
【０２０３】
本明細書で使用するとき、「インストールされたアプリケーション」は、電子デバイス
（例えば、デバイス１００、３００、及び／又は５００）上にダウンロードされ、デバイ
ス上で立ち上げられる（例えば、開かれる）準備ができているソフトウェアアプリケーシ
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ョンを指す。いくつかの実施形態では、ダウンロードされたアプリケーションは、ダウン
ロードされたパッケージからプログラム部分を抽出し、抽出された部分をコンピュータシ
ステムのオペレーティングシステムと統合するインストレーションプログラムを介して、
インストールされたアプリケーションになる。
【０２０４】
本明細書で使用するとき、用語「開いたアプリケーション」又は「実行中のアプリケー
ション」は、状態情報が（例えば、デバイス／グローバル内部状態１５７及び／又はアプ
リケーション内部状態１９２の一部として）保持されたソフトウェアアプリケーションを
指す。開いたアプリケーション又は実行中のアプリケーションは、以下の種類のアプリケ
ーションのうちの任意のものであり得る：
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●アプリケーションが使用されているデバイスのディスプレイスクリーン上に現在表示
されている、アクティブなアプリケーション、
●現在表示されていないが、アプリケーションのための１つ以上のプロセスが１つ以上
のプロセッサによって処理されている、バックグラウンドアプリケーション（若しくはバ
ックグラウンドプロセス）、及び
●実行していないが、メモリ（それぞれ、揮発性メモリ及び不揮発性メモリ）内に記憶
され、アプリケーションの実行を再開するために用いられることができる状態情報を有す
る、中断されるか、又は冬眠させられているアプリケーション。
【０２０５】
本明細書で使用するとき、用語「閉じているアプリケーション」とは、状態情報が保持
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されていない（例えば、閉じているアプリケーションに関する状態情報が、デバイスのメ
モリ内に記憶されていない）ソフトウェアアプリケーションを指す。したがって、アプリ
ケーションを閉じることは、アプリケーションのアプリケーションプロセスを停止するこ
と及び／又は機器のメモリから除去すること、並びにアプリケーション状態情報を機器の
メモリから除去することを含む。一般的には、第１のアプリケーションの間に、第２のア
プリケーションを開くことにより、第１のアプリケーションが閉じられることはない。第
２のアプリケーションが表示され、第１のアプリケーションの表示が中止されると、第１
のアプリケーションはバックグラウンドアプリケーションになる。
【０２０６】
次に、メディア及びロケーションデータをキャプチャし、送信し、かつそれを見るか又
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は再生するためのメッセージユーザインタフェースの実施形態に注目する。
【０２０７】
図６Ａ〜図３２Ｃは、いくつかの実施形態に係る、メッセージのための例示的なユーザ
インタフェースを示す。これらの図におけるユーザインタフェースは、図３３〜図４９に
おけるプロセスを含む、以下において説明されるプロセスを例示するために使用される。
【０２０８】
図６Ａは、デバイス１００によって任意選択的に表示される例示的なメッセージユーザ
インタフェースを示す。メッセージユーザインタフェースは、メッセージ会話の参加者の
間で送信されたメッセージを表示するためのメッセージ領域６０２を、メッセージを作成
するためのメッセージ作成フィールド６０４と共に含む。参加者によって交換されたメッ
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セージが、境界されたメッセージ区域６０６の内部に表示される。いくつかの実施形態で
は、境界されたメッセージ区域は、アプリケーション描画面の背景と視覚的に区別される
連続的な領域である。
【０２０９】
本実施形態では、メッセージユーザインタフェースは、メディアストリームをキャプチ
ャし、送信するための２つのメディアアフォーダンス６０８、６１０、即ち、音声メッセ
ージをキャプチャし、送信するための音声キャプチャアフォーダンス６０８、及び画像又
はビデオをキャプチャし、送信するための視覚メディアキャプチャアフォーダンス６１０
を含む。本実施形態では、視覚メディアキャプチャアフォーダンス及び音声データキャプ
チャアフォーダンスはメッセージ作成フィールドの両側に表示される。メッセージユーザ
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インタフェースはまた、メッセージ作成フィールド６０４内にテキストを入力するための
仮想キーボード６１２を含む。いくつかの実施形態では、図６Ｂに示されるように、メッ
セージ作成フィールド６０４内におけるユーザ入力を検出したことに応じて、デバイス１
００は音声キャプチャアフォーダンス６０８の表示を、メッセージを送信するための送信
ボタン６１４の表示と置換する。
【０２１０】
以下においてより詳細に説明されるように、デバイス１００は、メッセージングアプリ
ケーションの内部から種々のメディア（音声、ビデオ、及び画像など）をキャプチャし、
送信することができる。
【０２１１】
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いくつかの実施形態では、デバイス１００はメッセージングアプリケーションの内部か
ら音声メッセージを記録し、送信する。例えば、図６Ｃ〜Ｄによって示されるように、音
声キャプチャアフォーダンス６０８上における接触を検出したことに応じて、デバイス１
００は、複数のアフォーダンス６１８、６２０、６２２を包含する視覚的に区別された領
域６１６を表示し、デバイス１００のマイクロフォンを用いて音声メッセージを記録する
ことを開始する。音声メッセージは、例えば、ユーザが話すこと若しくは歌うこと、又は
デバイス１００によってキャプチャされることができる何らかの他の種類の音声メッセー
ジであってもよい。
【０２１２】
図６Ｄに示される実施形態では、視覚的に区別された領域６１６は、キャプチャされた
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音声メッセージをメッセージ会話の参加者へ送信するための送信アフォーダンス６１８、
音声メッセージを記録することを中止し、音声メッセージを参加者へ送信することを見送
るためのキャンセルアフォーダンス６２０、及び音声メッセージを記録するための記録ア
フォーダンス６２２を包含する。いくつかの実施形態では、送信アフォーダンスはディス
プレイ上においてメディアアフォーダンスの近くに表示される。
【０２１３】
本実施形態では、視覚的に区別された領域６１６は、ディスプレイの、音声キャプチャ
アフォーダンス６０８と同じ側に表示され、音声キャプチャアフォーダンス６０８に対応
するロケーションに縦方向の中心を有する。それゆえ、ユーザが音声キャプチャアフォー
ダンス６０８に接触すると、視覚的に区別された領域６１６が音声キャプチャアフォーダ
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ンスのロケーションの周りに現れ、記録アフォーダンス６２２が音声キャプチャアフォー
ダンス６０８に取って代わる。
【０２１４】
図６Ｄに示されるように、例示的な視覚的に区別された領域６１６は、ディスプレイの
縁部６２６と、ディスプレイの縁部６２６において開始して終了し、ディスプレイの縁部
に対して送信アフォーダンス６１８、キャンセルアフォーダンス６２０、及び記録アフォ
ーダンス６２２を取り囲む半円６２４とによって境界される。視覚的に区別された領域６
１６は、デバイス１００がメディアキャプチャモードに入ったことの視覚的指示をユーザ
に提供し得る。
【０２１５】
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いくつかの実施形態では、デバイス１００は、接触が、記録アフォーダンスに対応する
ディスプレイ上のロケーションにおいて維持されている限り、音声メッセージを記録する
ことを継続する。いくつかの実施形態では、図７Ａ〜Ｂに示されるように、送信アフォー
ダンス６１８へのディスプレイ上におけるスワイプジェスチャを検出したことに応じて、
デバイス１００は、音声メッセージを記録することを停止し、記録された音声メッセージ
をメッセージ会話の参加者へ直ちに送信する。スワイプジェスチャは、送信アフォーダン
ス６１８へのディスプレイ上における接触の移動、及びそれに続く、送信アフォーダンス
６１８における接触のリフトオフに対応してもよい。いくつかの実施形態では、接触の移
動は、送信アフォーダンスが表示された後に検出される。
【０２１６】

10

いくつかの実施形態では、メディア（音声メッセージなど）をメッセージ会話の参加者
へ送信することと併せて、メディアの表現がメッセージ領域内に表示される。例えば、図
７Ｂに示されるように、いくつかの実施形態では、デバイス１００は、メッセージ会話内
に挿入された境界されたメッセージ区域７０８内に、送信された音声メッセージの表現を
表示する。本実施形態では、音声メッセージの表現は、音声メッセージを表現する波形７
０２の画像、音声メッセージを再生するための再生アフォーダンス７０４、及び音声メッ
セージの持続時間７０６を含む。いくつかの実施形態では、波形は、記録された音声メッ
セージに基づいて生成され、メッセージの音声コンテンツの固有の特性を描画する。いく
つかの実施形態では、波形は図像的なものである。いくつかの実施形態では、波形の長さ
は音声記録の長さに対応してもよい。
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【０２１７】
いくつかの実施形態では、音声メッセージを記録している間に、デバイス１００はメッ
セージ作成フィールド内に音声メッセージの表現を表示する。表現は、上述されたとおり
の波形であってもよく、変化する音声コンテンツが記録されていることを指示するために
、ユーザが音声メッセージを記録するにつれて形状を動的に変化させてもよい。
【０２１８】
いくつかの実施形態では、再生アフォーダンス７０４上における接触を検出したことに
応じて、デバイス１００は音声メッセージを再生する。いくつかの実施形態では、音声メ
ッセージが再生されたことの視覚的指示をユーザに提供するために、音声メッセージが再
生された後に再生アフォーダンスの色が変化してもよい。いくつかの実施形態では、音声
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メッセージの対応する部分が再生されるにつれて、再生アフォーダンスの一部分は外観が
変化し、経過した再生時間の視覚的指示を提供する。
【０２１９】
いくつかの実施形態では、デバイス１００は、音声メッセージを表現する波形７０２を
初期色で表示し、音声メッセージが再生されると、音声メッセージが再生されたことの視
覚的指示をユーザに提供するために波形の色を変更する。いくつかの実施形態では、デバ
イス１００は、音声メッセージの対応する部分が再生されるにつれて、波形７０２の一部
分の色を変更し、経過した再生時間の視覚的表現を提供する。上述された音声メッセージ
の表現及び色の変更は、メッセージングアプリケーションの内部から交換された任意の音
声メッセージを表現するために用いられてもよく、ここで、それは、メッセージ会話内、
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メッセージ作成フィールド内、又は他の場所に表現される。
【０２２０】
いくつかの実施形態では、デバイス１００は、音声キャプチャアフォーダンスから離れ
、送信アフォーダンス又は別の方向のいずれかに向かう接触の移動を検出したことに応じ
て、音声メッセージを記録することを停止する。いくつかの実施形態では、デバイス１０
０は、接触の移動後に送信アフォーダンス６１８に対応するロケーションにおけるリフト
オフを検出したことに応じて、記録された音声メッセージを送信する。音声キャプチャア
フォーダンス上における最初の接触、及び送信アフォーダンスへの接触のその後の移動は
、ユーザによって、ディスプレイ上における単一の連続した接触として実行されてもよい
。
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【０２２１】
図７Ｃ〜Ｄに示されるように、いくつかの実施形態では、デバイス１００がキャンセル
アフォーダンス６２０へのディスプレイ上におけるスワイプジェスチャを検出した場合に
は、デバイス１００は、音声メッセージを記録することを中止し、ディスプレイから、視
覚的に区別された領域６１６を消去し、音声キャプチャアフォーダンス６０８を再表示し
、音声メッセージを参加者へ送信することを見送る。いくつかの実施形態では、送信アフ
ォーダンスに関して上述されたように、スワイプジェスチャは、音声キャプチャアフォー
ダンス６０８上における最初の接触から出発し、ディスプレイを横切ってキャンセルアフ
ォーダンス６２０へ至る、接触の単一の連続した移動、及びそれに続く、キャンセルアフ
ォーダンス６２０におけるリフトオフに対応してもよい。
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【０２２２】
いくつかの実施形態では、図８に示されるように、記録アフォーダンスから離れるディ
スプレイ上における接触の移動を検出したことに応じて、デバイス１００は、視覚的に区
別された領域６１６を拡大する。いくつかの実施形態では、視覚的に区別された領域は、
接触の移動に従って拡大する（例えば、視覚的に区別された領域の拡大は、視覚的に区別
された領域が拡大している間における接触の移動に比例する）。いくつかの実施形態では
、視覚的に区別された領域６１６の内部に表示された送信アフォーダンス６１８及びキャ
ンセルアフォーダンス６２０は、視覚的に区別された領域６１６の拡大に従って外側へ移
動する。視覚的に区別された領域を拡大することで、デバイス１００が、記録アフォーダ
ンスのロケーションから離れる移動を検出したことの指示をユーザに提供することができ
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、また、スワイプジェスチャを実行するためのディスプレイのより大きな区域をユーザに
提供することもでき、場合によっては、ユーザがスワイプジェスチャの軌道又は行き先を
制御することがより容易になる。
【０２２３】
いくつかの実施形態では、図９Ａに示されるように、デバイス１００が、送信アフォー
ダンス又はキャンセルアフォーダンスへの接触の先の移動を検出することなく、ディスプ
レイからの接触のリフトオフを検出した場合には、デバイス１００は、音声メッセージを
記録することを停止し、メッセージ作成フィールド６０４内に音声メッセージの表現を表
示し、音声キャプチャアフォーダンスを、記録された音声メッセージをメッセージ会話の
参加者へ送信するための送信ボタン６１４と置換する。
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【０２２４】
図７Ａに関して先に説明されたように、いくつかの実施形態では、メッセージ作成フィ
ールド内に表示される、記録された音声メッセージの表現は、記録された音声メッセージ
を表現する波形７０２の画像、記録された音声メッセージの持続時間７０６、及び記録さ
れた音声メッセージを再生するための再生アフォーダンス７０４を含む。
【０２２５】
いくつかの実施形態では、図９Ｂに示されるように、送信ボタン６１４上における接触
を検出したことに応じて、デバイス１００は、記録された音声メッセージをメッセージ会
話の参加者へ送信し、送信ボタン６１４を音声キャプチャアフォーダンス６０８と置換す
る。図９Ｂに示されるように、いくつかの実施形態では、送信ボタン上における接触に応
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じて音声メッセージを送信した後に、デバイス１００は、メッセージ会話内に挿入された
境界されたメッセージ区域９０８内に、送信された音声メッセージの表現を表示する。
【０２２６】
それゆえ、図６Ａ〜図９Ｂに関して上述されたように、いくつかの実施形態では、デバ
イス１００は、ユーザに別個のアプリケーションを立ち上げることを要求することなく、
メッセージングアプリケーション内に、ユーザがメッセージングアプリケーションの内部
から音声メッセージを記録し、送信することを可能にするメッセージユーザインタフェー
スを表示する。更に、いくつかの実施形態では、ユーザは、音声キャプチャアフォーダン
ス上における最初の接触、並びにそれに続く、送信アフォーダンスへの移動及びリフトオ
フを含む、ディスプレイ上における単一の連続したジェスチャを用いて音声メッセージを
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記録し、送信することができる。このアプローチはユーザインタフェースの効率を高め、
ユーザの認知負担を軽減する。
【０２２７】
いくつかの実施形態では、デバイス１００はまた、メッセージングアプリケーションの
内部からカメラ画像をキャプチャし、送信することができる。いくつかの実施形態では、
図１０Ａ〜Ｂに示されるように、視覚メディアキャプチャアフォーダンス６１０上におけ
る接触を検出したことに応じて、デバイス１００はカメラユーザインタフェースを表示す
る。カメラユーザインタフェースは、デバイス１００上のカメラセンサからのライブメデ
ィアプレビュ１０１０、並びにカメラセンサを用いて画像をキャプチャするための画像ア
フォーダンス１００４、及び記録アフォーダンス１００６を包含する視覚的に区別された
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領域１００２を含む。視覚メディアキャプチャアフォーダンス６１０はキャンセルアフォ
ーダンス１００８と置換される。いくつかの実施形態では、ライブメディアプレビュはメ
ッセージ領域の表示に取って代わる。
【０２２８】
本実施形態では、視覚的に区別された領域１００２は、ディスプレイの、視覚メディア
キャプチャアフォーダンス６１０と同じ側に現れ、視覚メディアキャプチャアフォーダン
ス６１０に対応するロケーションに縦方向の中心を有する。それゆえ、ユーザが視覚メデ
ィアキャプチャアフォーダンス６１０に接触すると、視覚的に区別された領域１００２が
視覚メディアキャプチャアフォーダンスのロケーションの周りに現れ、キャンセルアフォ
ーダンスが視覚メディアキャプチャアフォーダンスに取って代わる。
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【０２２９】
図１１Ａ〜Ｂに示されるように、いくつかの実施形態では、画像アフォーダンス１００
４へのディスプレイ上におけるスワイプジェスチャを検出したことに応じて、デバイス１
００は、プレビュ内に示されている画像をキャプチャし、画像をメッセージとして参加者
へ送信する。スワイプジェスチャは、画像アフォーダンス１００４へのディスプレイを横
切る接触の移動、及びそれに続く、画像アフォーダンス１００４におけるリフトオフに対
応してもよい。いくつかの実施形態では、デバイス１００は、移動を検出したことに応じ
て画像をキャプチャし、リフトオフに応じて画像を送信する。
【０２３０】
図１１Ｂに示されるように、いくつかの実施形態では、画像をメッセージとして送信し
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た後に、デバイス１００は、プレビュを表示することを中止し、メッセージ領域、メッセ
ージ作成フィールド、及びメディアアフォーダンスを再表示する。いくつかの実施形態で
は、デバイス１００は、表示されたメッセージ会話内に挿入された境界されたメッセージ
区域１１０６内に、キャプチャされた画像を表現するサムネイル１１０４を表示する。
【０２３１】
図１１Ｃ〜Ｅは、デバイス１００が、メッセージングアプリケーションの内部からの画
像の迅速なキャプチャ及び送信のために任意選択的に用いることができる別の技法を示す
。いくつかの実施形態では、図１１Ｃ〜Ｅに示されるように、視覚メディアアフォーダン
ス上における接触を検出したことに応じて、図１０Ａ〜Ｂに関して説明されたようにメッ
セージ領域内にライブメディアプレビュを表示するのではなく、デバイス１００はメッセ
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ージ作成フィールド６０４を拡大し、メッセージ作成フィールド６０４内にライブメディ
アプレビュを表示する。いくつかの実施形態では、デバイス１００は音声キャプチャアフ
ォーダンスの表示を送信ボタン６１４の表示と置換する。いくつかの実施形態では、視覚
メディアキャプチャアフォーダンス６１０からの接触のリフトオフを検出したことに応じ
て、デバイス１００は新しい画像をキャプチャする。いくつかの実施形態では、キャプチ
ャされた画像は、視覚メディアアフォーダンスからのリフトオフを検出したことに応じて
、又は送信ボタン６１４上における接触を検出したことに応じて、メッセージとして参加
者へ送信される。いくつかの実施形態では、図１１Ｅに示されるように、画像を送信した
後に、デバイス１００は、表示されたメッセージ会話内に挿入された境界されたメッセー
ジ区域内に、画像を表現するサムネイルを表示する。いくつかの実施形態では、画像を送
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信した後に、デバイス１００は送信ボタンの代わりに音声キャプチャアフォーダンスを再
表示する。
【０２３２】
図１１Ｆに示されるように、いくつかの実施形態では、リフトオフを検出し、新しい画
像をキャプチャした後に、デバイス１００はメッセージ作成フィールド６０４内に、キャ
プチャされた画像の表現１１０８を表示する。いくつかの実施形態では、メッセージ作成
フィールド内に、キャプチャされた画像の表現を表示している間に、デバイス１００はメ
ッセージ作成フィールド内における追加のコンテンツ１１１０のユーザ入力を検出する。
例えば、追加のコンテンツは、キャプチャされた画像の表現に隣接して入力されてもよい
。このような追加のコンテンツは、例えば、図１１Ｆに示されるように、テキストコンテ
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ンツであってもよいし、又は絵文字若しくはアイコンなどのグラフィカルオブジェクトで
あってもよい。いくつかの実施形態では、追加のコンテンツ及びキャプチャされた画像は
、送信ボタン上における接触を検出したことに応じて参加者へ送信される。
【０２３３】
いくつかの実施形態では、図１１Ｇに示されるように、画像及び追加のコンテンツを参
加者へ送信した後に、デバイス１００は、会話内に挿入された境界されたメッセージ区域
１１１２内に、キャプチャされた画像を表現するサムネイル１１１４を、追加のコンテン
ツ１１１０と一緒に表示する。いくつかの実施形態では、画像及び追加のコンテンツを送
信した後に、デバイス１００は送信ボタンの代わりに音声キャプチャアフォーダンスを再
表示する。
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【０２３４】
いくつかの実施形態では、デバイス１００はまた、メッセージングアプリケーションの
内部からビデオをキャプチャし、送信することができる。図１０Ａに関して先に説明され
たように、いくつかの実施形態では、視覚メディアキャプチャアフォーダンス６１０上に
おける接触を検出したことに応じて、デバイス１００は、カメラプレビュ、並びに画像を
キャプチャするための画像アフォーダンス、ビデオをキャプチャするための記録アフォー
ダンス、及びメディアキャプチャをキャンセルするためのキャンセルアフォーダンスを有
する視覚的に区別された領域を表示する。
【０２３５】
いくつかの実施形態では、図１２Ａ〜Ｂに示されるように、記録アフォーダンス１００
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６上における接触を検出したことに応じて、デバイス１００は、ビデオを記録することを
開始し、記録アフォーダンスを、ビデオを記録することを停止するための停止アフォーダ
ンス１２１２と置換し、画像アフォーダンス１００４を、ビデオを参加者へ送信するため
の送信アフォーダンス１２１０と置換する。いくつかの実施形態では、デバイス１００は
、記録アフォーダンス１００６上への接触の移動を検出したことに応じて、又は記録アフ
ォーダンス１００６上におけるタッチ若しくはタップに応じて、ビデオを記録することを
開始する。いくつかの実施形態では、デバイス１００がビデオを記録している間に、デバ
イス１００は、経過した記録時間１２０８の指示を表示する。
【０２３６】
図１３Ａ〜Ｃに示されるように、いくつかの実施形態では、デバイス１００が、デバイ

40

ス１００がビデオを記録している間に、送信アフォーダンス１２１０上における接触を検
出することなく、接触がディスプレイからリフトオフされたことを検出した場合には、デ
バイス１００はビデオを記録することを継続し、記録アフォーダンス１００６の表示を停
止アフォーダンス１２１２の表示と置換する。いくつかの実施形態では、デバイス１００
がビデオを記録している間に、停止アフォーダンス１２１２上における接触を検出したこ
とに応じて、デバイス１００は、ビデオを記録することを停止し、停止アフォーダンス１
２１２を、記録されたビデオデータを、受信者へ送信する前に見るための再生アフォーダ
ンス１３１４と置換する。
【０２３７】
いくつかの実施形態では、送信アフォーダンス１２１０上における接触を検出したこと
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に応じて、デバイス１００は、（記録がまだ停止されていない場合には）ビデオを記録す
ることを停止し、記録されたビデオをメッセージ会話の参加者へ送信する。いくつかの実
施形態では、図１４に示されるように、デバイス１００は参加者の間のメッセージ会話内
にビデオのサムネイル１４０２を挿入し、記録アフォーダンス及び送信アフォーダンスを
含む、視覚的に区別された領域の表示を消去する。いくつかの実施形態では、サムネイル
を挿入することは、メッセージ領域内の境界されたメッセージ区域１４０６内にサムネイ
ル１４０２及び再生アフォーダンス１４１４を表示することを含む。いくつかの実施形態
では、境界されたメッセージ区域１４０６内の再生アフォーダンス１４１４上における接
触を検出したことに応じて、デバイス１００は、境界されたメッセージ区域１４０６の境
界内でビデオを再生する。いくつかの実施形態では、再生アフォーダンス１４１４上にお

10

ける接触を検出したことに応じて、デバイス１００はビデオをフルスクリーンモードで再
生する。
【０２３８】
図１２Ａに戻ると、いくつかの実施形態では、デバイス１００は、デバイス１００がビ
デオを記録している間に記録アフォーダンス１００６からのリフトオフを検出したことに
応じて、ビデオを記録することを停止する。いくつかの実施形態では、記録アフォーダン
ス１００６からのリフトオフを検出し、ビデオの記録を停止した後に、デバイス１００は
、図１３Ｃに示されるように、記録アフォーダンス１００６の表示を、ビデオを、それが
受信者へ送信される前に見るための再生アフォーダンス１３１４の表示と置換する。
【０２３９】

20

それゆえ、いくつかの実施形態では、視覚的に区別された領域が表示されている間にお
いて、画像アフォーダンスへの上方向のスワイプは、画像をキャプチャして送信するのに
対し、記録アフォーダンス上へのスワイプ、及びそれに続く、送信アフォーダンスに向か
う上方向のスワイプは、ビデオをキャプチャして送信する。
【０２４０】
いくつかの実施形態では、図１０Ａに示される視覚メディアキャプチャアフォーダンス
６１０は、１つ以上の既存の画像又はビデオを、メッセージ会話に追加するべく選択する
ために用いることができる。これらの画像は、メッセージングアプリケーション以外のア
プリケーションを用いてキャプチャされていてもよい。例えば、このような画像又はビデ
オは、デバイス１００上で実行するか、又は遠隔デバイス上で実行するカメラアプリケー

30

ションを用いてキャプチャされていてもよいし、あるいは別のユーザによって、デバイス
１００上又は遠隔デバイス上のどちらかにおいて異なるアプリケーションを用いてキャプ
チャされていてもよい。このような既存の画像又はビデオは、デバイス１００のメモリ内
に記憶されているか、又は遠隔の記憶ロケーションからアクセスされてもよい。
【０２４１】
図１５Ａは、デバイス１００が、視覚メディアキャプチャアフォーダンス６１０上にお
ける接触などの、会話にメディアを追加せよとの要求を検出したことに応じて任意選択的
に表示することができる例示的なメディアセレクタインタフェースを表示している。いく
つかの実施形態では、メディアセレクタインタフェースは、ユーザが１つ以上の既存の画
像、ビデオ、又は音声ファイルを、メッセージ会話に追加するために選択することを可能

40

にする。いくつかの実施形態では、メディアセレクタインタフェースは、メッセージ会話
が表示されている間に、メッセージ領域の下方に表示される。メディアセレクタインタフ
ェースは、既存の画像又はビデオを表現するいくつかのサムネイル１５０４を有するフィ
ルムストリップ１５０２を含む。いくつかの実施形態では、サムネイル１５０４は、最も
最近キャプチャ又はアクセスされた画像、ビデオ、又は音声ファイルを表現する。いくつ
かの実施形態では、フィルムストリップ１５０２に関連付けられたロケーション上におけ
るスワイプジェスチャを検出したことに応じて、デバイス１００はスワイプジェスチャに
従ってフィルムストリップをスクロールする。
【０２４２】
いくつかの実施形態では、特定のサムネイル１５０４上における接触を検出したことに
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応じて、デバイス１００は、図１５Ｂの例に示されるように、サムネイルに関連付けられ
た画像、ビデオ、又は音声ファイルをメッセージ会話の参加者へ送信し、会話内に画像、
ビデオ、又は音声ファイルの表現１５０６を挿入する。
【０２４３】
いくつかの実施形態では、フィルムストリップ１５０２内の特定のサムネイル１５０４
上における接触を検出したことに応じて、デバイス１００は、サムネイルによって表現さ
れた画像又はビデオを表示する。いくつかの実施形態では、画像又はビデオは、フルスク
リーン表示によるなど、サムネイルによって表現された画像のより大きなバージョンで表
示することができる。
【０２４４】

10

いくつかの実施形態では、フィルムストリップ１５０２内の１つのサムネイルはカメラ
プレビュを表現する。いくつかの実施形態では、プレビュを表現するサムネイルの選択を
検出したことに応じて、デバイス１００は、デバイス１００上のカメラを用いて新しい画
像をキャプチャし、新しい画像を会話の参加者へ送信する。
【０２４５】
図１６Ａ〜Ｂは、会話にメディアを追加するためのメディアセレクタインタフェースの
別の実施形態を示す。本実施形態では、フィルムストリップ１６０２はメッセージ作成フ
ィールド６０４の下方に表示される。フィルムストリップ内のサムネイル１６０４の選択
を検出したことに応じて、いくつかの実施形態では、デバイス１００は、メッセージ作成
フィールド６０４内に、選択されたサムネイルの表現１６０８を表示し、音声キャプチャ

20

アフォーダンスの表示を、画像をメッセージ会話の参加者へ送信するための送信ボタン６
１４の表示と置換する。いくつかの実施形態では、送信ボタン６１４上における接触を検
出したことに応じて、デバイス１００は、図１１Ｂに関して先に示され、説明されたよう
に、画像を参加者へ送信し、会話内に、送信された画像の表現を挿入する。
【０２４６】
いくつかの実施形態では、デバイス１００が、フィルムストリップ内の２つ以上のサム
ネイル１６０４の選択、及びそれに続く、送信ボタン６１４の選択を検出したことに応じ
て、デバイス１００は、選択されたサムネイルに対応する２つ以上の画像又はビデオをメ
ッセージ会話の参加者へ送信する。
【０２４７】

30

図１７Ａ〜Ｃは、会話にメディアを追加するためのメディアセレクタインタフェースの
別の実施形態を示す。図１７Ａに示されるように、いくつかの実施形態では、デバイス１
００は、サムネイル１７０４を有するフィルムストリップ１７０２を、ライブラリから画
像又はビデオを選択するための写真ライブラリボタン１７０６、新しい写真又はビデオを
キャプチャするための写真撮影ボタン１７１０、及びメディアセレクタインタフェースの
表示をキャンセルし、それを出るためのキャンセルボタン１７０８と共に表示する。いく
つかの実施形態では、フィルムストリップ内のサムネイル１７０４は、最も最近キャプチ
ャ又はアクセスされた画像又はビデオを表現する。
【０２４８】
いくつかの実施形態では、写真ライブラリボタン１７０６の選択を検出したことに応じ

40

て、デバイス１００は写真ライブラリ１７１２、１７１４のリストを表示する。いくつか
の実施形態では、リスト内の写真ライブラリの選択を検出したことに応じて、デバイス１
００は、選択された写真ライブラリからの画像又はビデオのサムネイル１７１８を有する
別のフィルムストリップ１７１６を表示する。いくつかの実施形態では、特定のサムネイ
ル１７１８の選択を検出したことに応じて、デバイス１００は、図１５Ａに関して上述さ
れたように、サムネイルによって表現された画像若しくはビデオを表示するか、又は対応
する画像若しくはビデオを会話の参加者へ送信する。
【０２４９】
図１８Ａ〜Ｃを参照すると、図１８Ｂに示されるように、いくつかの実施形態では、新
しい写真又はビデオを撮影するための写真撮影ボタン１７１０の選択を検出したことに応
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じて、デバイス１００は、新しい画像又はビデオをキャプチャするためのユーザインタフ
ェースを表示する。いくつかの実施形態では、ユーザインタフェースは、ライブカメラプ
レビュ１８０２、及び画像をキャプチャするためのキャプチャボタン１８０４を含む。図
１８Ｃに示されるように、いくつかの実施形態では、キャプチャボタン１８０４の選択を
検出したことに応じて、デバイス１００は、プレビュ内に示されている画像をキャプチャ
し、ディスプレイ上に、キャプチャされた画像を、画像を再撮影するための（例えば、別
の画像をキャプチャするための）再撮影ボタン１８０６、及びキャプチャされた画像を参
加者へ送信するための使用ボタン１８０８と共に表示する。いくつかの実施形態では、使
用ボタン１８０８上における接触を検出したことに応じて、デバイス１００は、キャプチ
ャされた画像を参加者へ直ちに送信し、メッセージ会話の表示に戻る。いくつかの実施形

10

態では、デバイス１００は、図１１Ｂに関して先に説明されたように、会話内に、送信さ
れた画像の表現を挿入する。
【０２５０】
いくつかの実施形態では、視覚メディアキャプチャアフォーダンスは、会話に既存のメ
ディアを追加すること、及び新しいメディアを、会話に追加するべくキャプチャすること
の両方のために用いられることができる。図１０Ａに戻ると、いくつかの実施形態では、
視覚メディアキャプチャアフォーダンス６１０に対応するディスプレイ上のロケーション
における接触を検出したことに応じて、デバイス１００は接触の持続時間を判定すること
ができる。持続時間が閾値持続時間よりも長い場合には、例えば、接触が視覚メディアキ
ャプチャアフォーダンス上におけるタッチアンドホールドである場合には、デバイス１０

20

０は、図１０〜図１３に関して上述されたように応答し、メッセージングアプリケーショ
ンの内部から画像又はビデオをキャプチャし、送信するためのユーザインタフェースを表
示することができる。しかし、接触の持続時間が閾値持続時間を超えない場合には、例え
ば、接触が視覚メディアキャプチャアフォーダンス６１０上におけるショートタップであ
る場合には、このとき、デバイス１００は、１つ以上の既存の画像又はビデオを、メッセ
ージ会話に追加するべく選択するためのメディアセレクタインタフェースを表示すること
ができる。閾値持続時間は、例えば、．５秒〜１０秒の範囲内であってもよい。
【０２５１】
図６Ａ〜Ｂに示されるユーザインタフェースは、メディアアフォーダンス及びメッセー
ジ作成フィールドがデバイス１００上のディスプレイの中央部分を水平に横切って表示さ

30

れ、各メディアアフォーダンス（視覚メディアキャプチャアフォーダンス及び音声キャプ
チャアフォーダンス）はメッセージ作成フィールドの両側に、ディスプレイの反対の縁部
に沿って表示される様子を示している。このようなロケーションは、例えば、図６Ａに示
されるように、受信者へのメッセージを入力するための仮想キーボードがディスプレイ上
に表示される時に適する場合がある。しかし、メディアアフォーダンス及びメッセージ作
成フィールドは、図６Ａ〜Ｂに示されるロケーション又は向きで表示される必要はない。
図１９Ａ〜Ｂは、デバイス１００が音声キャプチャアフォーダンス６０８、視覚メディア
キャプチャアフォーダンス６１０、及びメッセージ作成フィールド６０４を表示すること
ができる例示的な代替ロケーションを示す。このような代替ロケーションは、仮想キーボ
ードをディスプレイ上に表示しない時に適する場合があり、メッセージ会話を表示するた

40

めのより大きなメッセージ領域を提供することができる。
【０２５２】
図１９Ａに示されるように、いくつかの実施形態では、デバイス１００はディスプレイ
の隅部において音声キャプチャアフォーダンス６０８を表示する。図２０に示されるよう
に、いくつかの実施形態では、隅部内の音声キャプチャアフォーダンス上における接触を
検出したことに応じて、デバイス１００は、例えば、図６Ｄに関して先に説明されたよう
に、ディスプレイの同じ縁部において開始して終了する半円を表示するのではなく、タッ
チ感知ディスプレイの２つの異なる縁部２００６、２００８において開始して終了する円
弧２００４によって境界された視覚的に区別された領域２００２を表示する。図８に関し
て先に説明されたように、音声キャプチャアフォーダンス６０８のロケーションから離れ
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るディスプレイ上における接触の移動を検出したことに応じて、いくつかの実施形態では
、デバイス１００は、視覚的に区別された領域２００２を拡大する。いくつかの実施形態
では、視覚的に区別された領域の内部に表示されたアフォーダンスのロケーションは、視
覚的に区別された領域の拡大に従って外側へ移動する。
【０２５３】
いくつかの実施形態では、ディスプレイ上のヒット領域がメディアアフォーダンスに割
り当てられ、それにより、ヒット領域上の任意の場所における接触がデバイス１００によ
ってメディアアフォーダンス上における接触として解釈される。いくつかの実施形態では
、ヒット領域は、表示されたメディアアフォーダンスよりも大きい。図１９Ｃ〜Ｄに示さ
れるように、いくつかの実施形態では、メディアアフォーダンスのためのヒット領域１９

10

０２は、図１９Ｃの場合など、仮想キーボードが表示されていない時には、図１９Ｄの場
合など、仮想キーボードが表示されている時よりも大きい。例えば、仮想キーボードが表
示されている時には、メディアアフォーダンスのためのヒット領域はメディアアフォーダ
ンスよりも少し大きくてもよく（例えば、メディアアフォーダンスよりも５、１０、１５
、又は２０％大きい）、仮想キーボードが表示されていない時には、メディアアフォーダ
ンスのためのヒット領域は最大でディスプレイの下四半分の半分を包含してもよい。この
アプローチは、より大きなヒット領域を可能にするために十分な余地がディスプレイ上に
存在する時には、ユーザがメディアアフォーダンス上における接触の検出をより容易に引
き起こすことを可能にする。
【０２５４】

20

いくつかの実施形態では、デバイス１００はまた、受信された音声メッセージを再生す
ることができる。いくつかの実施形態では、図２１Ａ〜Ｂに示されるように、第１の参加
者からの音声メッセージを受信したことに応じて、デバイス１００はメッセージ会話内に
音声メッセージの表現２１０８を表示する。本実施形態では、表現は、音声メッセージを
表現する波形２１０２を示す画像、音声メッセージを再生するための再生アフォーダンス
２１０４、及び音声メッセージの持続時間２１０６を含む。いくつかの実施形態では、表
現は、境界されたメッセージ領域内に表示される。いくつかの実施形態では、再生アフォ
ーダンス２１０４上における接触を検出したことに応じて、デバイス１００は音声メッセ
ージを再生する。
【０２５５】

30

いくつかの実施形態では、音声メッセージの表現２１０８を表示した後に、デバイス１
００は、デバイスの持ち上げを検出したことに応じて、音声メッセージを再生する。いく
つかの実施形態では、デバイス１００は、デバイス１００の運動を検出するための１つ以
上のデバイスの動きセンサ若しくは向きセンサを用いること、及び／又はユーザの耳に対
するデバイス１００の近接性を検出するための近接センサ若しくは周辺光センサを用いる
ことによって、ユーザがデバイス１００を持ち上げたことを検出する。図２１Ａに戻ると
、いくつかの実施形態では、デバイス１００は、デバイス１００を持ち上げてメッセージ
を聞くようにユーザに教示する教示２１１０を表示することによって、音声メッセージを
このように再生するようにユーザに促す。
【０２５６】
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図２２Ａ〜Ｃに示されるように、いくつかの実施形態では、デバイス１００は、デバイ
ス１００の持ち上げを検出したことに応じて、第２の音声メッセージを記録する。例えば
、デバイス１００が、受信された音声メッセージを再生し（これは、図２２Ａに示される
ように、波形又は再生アフォーダンスを異なる色で表示することによって指示されてもよ
い）、デバイス１００がデバイス１００の持ち上げを検出した場合には、デバイス１００
は、第２の音声メッセージを記録することを開始する。いくつかの実施形態では、デバイ
ス１００が、（例えば、再生アフォーダンス上における接触を検出したことに応じるので
はなく）デバイスの持ち上げを検出したことに応じて、受信された音声メッセージを再生
した場合には、このとき、デバイス１００は、デバイス１００の２回目の持ち上げを検出
する前にデバイス１００が降ろされたことを検出した後にのみ、第２の音声メッセージを
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記録する。換言すれば、いくつかの実施形態では、ユーザは、デバイス１００を持ち上げ
て音声メッセージを聞き、デバイス１００を降ろし、その後、デバイス１００を再び持ち
上げて新しい音声メッセージを記録することができる。いくつかの実施形態では、デバイ
ス１００は、デバイス１００を持ち上げて音声メッセージを記録するようにユーザに教示
する教示を表示することによって、デバイス１００を持ち上げてメッセージを記録するよ
うにユーザに促す。
【０２５７】
いくつかの実施形態では、第２の音声メッセージを記録している間に、デバイス１００
が、デバイス１００が降ろされたことを検出した場合には、デバイス１００は、第２の音
声メッセージを記録することを停止し、第２の音声メッセージを第１の参加者へ送信する

10

。デバイスが降ろされたことは、例えば、デバイスの運動を検出するための１つ以上のデ
バイスの動き／向きセンサを用いること、及び／又はユーザの耳に対するデバイスの近接
性の終了を検出するための近接センサ若しくは周辺光センサを用いることによって、検出
されてもよい。それゆえ、図２２Ａ〜Ｂに関して説明されたように、メッセージ会話の参
加者からの音声メッセージを受信し、それを聞いた後に、いくつかの実施形態では、ユー
ザは、デバイス１００を持ち上げて第２の音声メッセージを記録し、その後、デバイス１
００を降ろして第２の音声メッセージを参加者へ自動的に送信することによって、応答す
ることができる。いくつかの実施形態では、図２２Ｃに示されるように、デバイス１００
は、会話内に、送信された第２の音声メッセージの表現を挿入する。いくつかの実施形態
では、デバイス１００は、メッセージ特性（例えば、検出された人間の発話がないか、又

20

はメッセージ持続時間が長すぎ、したがって、偶発的なメッセージング及びそれゆえ、コ
ンピューティング資源の無駄を指示する）に基づいて、記録されたメッセージを送信する
べきではないと判定する。図２２Ｄに、この態様が示される。図示のように、いくつかの
実施形態では、デバイス１００は、メッセージが記録されたことを指示するメッセージア
フォーダンス２２１４を表示するが、デバイスが降ろされてもメッセージは自動的に送信
されない。代わりに、デバイス１００は、選択されると、メッセージを、指定された連絡
先へ送信するアフォーダンス２２１６を表示する。
【０２５８】
図２３Ａに示されるように、いくつかの実施形態では、デバイス１００は、デバイス１
００がロック状態で動作している間に受信されたメッセージを指示するアフォーダンス２

30

３０２を表示する。ロック状態は、デバイス１００が、デバイス１００とのユーザ対話を
制限する状態であってもよい。
【０２５９】
いくつかの実施形態では、図２３Ｂに示されるように、アフォーダンス２３０２におけ
る第１の方向のスワイプジェスチャを検出したことに応じて、デバイス１００は、メッセ
ージに返信するための返信アフォーダンス２３０４を表示する。図２３Ｃに示されるよう
に、返信アフォーダンス２３０４上における接触を検出したことに応じて、デバイス１０
０は、電子デバイスを持ち上げて、応答メッセージに含めて送信するための音声メッセー
ジを記録するようにユーザに教示する教示２３０６を任意選択的に表示する。いくつかの
実施形態では、デバイス１００の持ち上げを検出したことに応じて、デバイス１００は、

40

図２２Ａ〜Ｂに関して先に説明されたように、音声メッセージを記録することを開始し、
同様に、その後、デバイスが降ろされたことに応じて、デバイス１００は、図２２Ｃに関
して上述されたように、音声メッセージを送信する。
【０２６０】
図２３Ａに戻ると、アフォーダンス２３０２上における反対方向のスワイプジェスチャ
を検出したことに応じて、デバイス１００は、デバイス１００をロック解除するようにユ
ーザに任意選択的に促し、いくつかの実施形態では、デバイス１００がロック解除された
後に、デバイス１００は、受信されたメッセージを、表示されたメッセージ会話の一部と
して表示する。
【０２６１】
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いくつかの実施形態では、図２４Ａに示されるように、デバイス１００は、ディスプレ
イの通知区域２４０４内に、受信された音声メッセージ通知２４０２を表示する。図２４
Ｂに示されるように、下方へのドラッグ又はタップなどの、通知２４０２又は通知区域２
４０４上における接触を検出したことに応じて、いくつかの実施形態では、デバイス１０
０は、音声メッセージを再生するための再生アフォーダンス２４０６、返信音声メッセー
ジを記録するための音声キャプチャアフォーダンス６０８、及びユーザインタフェースを
出るためのキャンセルアフォーダンス２４０８を有するユーザインタフェースを表示する
。いくつかの実施形態では、図２４Ｃに示されるように、音声キャプチャアフォーダンス
６０８上における接触を検出したことに応じて、デバイス１００は、例えば、図６Ｄ及び
図２０に関して示され、説明されたように、音声メッセージを記録し、送信するための複

10

数のアフォーダンスを有する視覚的に区別された領域２４１０を表示する。
【０２６２】
音声メッセージを記録するための上述のプロセスと同様に、いくつかの実施形態では、
デバイス１００は、デバイス１００が持ち上げられ、降ろされたことを検出したことに応
じて、ビデオメッセージを再生、記録、及び送信することができる。このような実施形態
では、デバイス１００は、デバイス１００が、ビデオメッセージの再生又は記録のために
適した位置へ持ち上げられたかどうかを判定するために、顔認識技法を用いてもよい。
【０２６３】
いくつかの実施形態では、デバイス１００によって、上述されたユーザインタフェース
を用いてキャプチャされたメディアはメタデータを含む。このようなメタデータは、例え

20

ば、デバイス１００のロケーションの表現を含んでもよい。いくつかの実施形態では、デ
バイス１００は、ユーザが、メタデータをメディアと共に送信することを抑止するべきで
あるかどうかを指定するための選択肢を提供する。
【０２６４】
先に説明されたように、デバイス１００は、メディア（音声、ビデオ、若しくは画像な
ど）、テキスト、又はその両方を包含するメッセージを送信及び受信することができる。
いくつかの実施形態では、デバイス１００が時間インターバル以内に複数のメッセージを
受信し、受信されたメッセージがメッセージグループ化基準を満たす場合には、デバイス
１００は、複数の境界されたメッセージ区域内にメッセージを表現するのではなく、単一
の、グループとして境界されたメッセージ区域内にメッセージを表現する。時間インター
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バルは、例えば、１０秒〜１０分に及んでもよい。
【０２６５】
メッセージの表現をこのようにグループ化することは、メッセージを表示するためにメ
ッセージ領域内に必要とされる面積の量を低減することができ、複数のメッセージを受信
することに関連付けられる乱雑を軽減し得る。グループ化は、表示のために比較的小さな
表現に圧縮されることができる、音声メッセージのために特に有用になり得る。
【０２６６】
いくつかの実施形態では、メッセージグループ化基準は、メッセージの数が数値閾値を
超えると満たされる基準を含む。例えば、デバイス１００が時間インターバル以内に何個
かの連続したメッセージを受信し、その数が数値閾値を超えた場合には、デバイス１００

40

は、メッセージがメッセージグループ化基準を満足すると任意選択的に判定し、単一の、
グループとして境界されたメッセージ区域内にメッセージの表現を表示することができる
。数値閾値は、例えば、時間インターバル以内に受信された３、５、７、又は１０個のメ
ッセージであってもよい。
【０２６７】
いくつかの実施形態では、メッセージグループ化基準は、受信されたメッセージの互い
の離間間隔が閾値時間量未満であると満たされる基準を含む。例えば、互いの離間間隔が
３０、２０、１０、又は５秒未満である連続したメッセージがメッセージグループ化基準
を満たしてもよい。例えば、デバイス１００がテキストメッセージを受信し、それに続き
、３０秒未満の後に音声メッセージを受信した場合には、デバイス１００は、任意選択的
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に、メッセージがメッセージグループ化基準を満たすと判定し、会話内に、メッセージの
グループ化された表現を表示することができる。
【０２６８】
いくつかの実施形態では、メッセージグループ化基準は、受信されたメッセージの種類
に基づく。例えば、デバイス１００が時間インターバル以内に複数の連続した音声メッセ
ージを受信した場合には、デバイス１００は、メッセージがメッセージグループ化基準を
満足すると任意選択的に判定することができる。しかし、デバイス１００が、音声メッセ
ージではない介在メッセージを受信した場合には、デバイス１００は、受信されたメッセ
ージがメッセージグループ化基準を満足しないと任意選択的に判定し、別個の境界された
メッセージ区域内に、受信されたメッセージの表現を表示することができる。

10

【０２６９】
いくつかの実施形態では、メッセージグループ化基準はメッセージの送信者に基づく。
例えば、メッセージ会話の単一の参加者から受信された連続したメッセージはメッセージ
グループ化基準を満足してもよいが、異なる参加者から受信された連続したメッセージは
メッセージグループ化基準を満足しなくてもよい。
【０２７０】
いくつかの実施形態では、メッセージグループ化基準は、メッセージが全て、同じ読み
取りステータスを有するかどうかに基づく。いくつかの実施形態では、読み取りステータ
スは、メッセージが読み取られたか、再生されたか、又は見られたかどうかに対応する。
例えば、全て読み取られていない（例えば、未再生である）連続した音声メッセージはメ

20

ッセージグループ化基準を満足してもよいが、異なる読み取りステータスを有する連続し
た音声メッセージ（即ち、そのうちのいくつかは再生され、そのうちのいくつかは再生さ
れていない）はメッセージグループ化基準を満足しなくてもよい。
【０２７１】
図２５Ａは、グループ化された境界されたメッセージ区域２５０２内に、メッセージグ
ループ化基準を満たす複数の音声メッセージの表現を表示する一例を示す。いくつかの実
施形態では、デバイス１００は、個々の音声メッセージごとに再生アフォーダンス２５０
６を表示することに加えて、又はその代わりに、グループ化された音声メッセージの全て
を再生するための全て再生アフォーダンス２５０４を表示する。いくつかの実施形態では
、デバイス１００は、デバイス１００の持ち上げを検出したことに応じて、グループ化さ

30

れた音声メッセージの全てを再生する。いくつかの実施形態では、デバイス１００は、デ
バイス１００を持ち上げて、複数のグループ化された音声メッセージの全てを再生するよ
うにユーザに教示する教示を表示する。
【０２７２】
図２５Ａに示される実施形態では、音声メッセージの各々は別個の波形画像によって表
現されている。しかし、いくつかの実施形態では、デバイス１００は、複数のグループ化
された音声メッセージを表現する単一の合成波形を表示する。
【０２７３】
図２５Ｂは、複数の境界されたメッセージ区域２５０８内に、メッセージグループ化基
準を満たさない複数の音声メッセージを表示する一例を示す。

40

【０２７４】
いくつかの実施形態では、図２５Ａに示されるものなどの、グループ化された境界され
たメッセージ区域２５０２上における接触を検出したことに応じて、デバイス１００は、
図２５Ｂに示されるものなどの、別個の境界されたメッセージ区域２５０８内に、グルー
プ化された境界されたメッセージ区域２５０２によって表現された音声メッセージを表示
する。
【０２７５】
図２５Ｃは、グループ化された境界されたメッセージ区域２５１２内に、メッセージグ
ループ化基準を満たす複数の画像メッセージ２５１０のサムネイル表現を表示する一例を
示す。図２５Ｄは、複数の境界されたメッセージ区域２５１４内に、メッセージグループ
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化基準を満たさない複数の画像メッセージの表現を表示する一例を示す。
【０２７６】
いくつかの実施形態では、図２５Ｃに示されるものなどの、グループ化された境界され
たメッセージ区域２５１２上における接触を検出したことに応じて、デバイス１００は、
図２５Ｄに示されるものなどの、別個の境界されたメッセージ区域２５１４内に画像メッ
セージの表現を表示する。
【０２７７】
図２５Ｅに示されるように、いくつかの実施形態では、複数の画像又はビデオメッセー
ジを表現するグループ化された境界されたメッセージ区域２５１２上における接触を検出
したことに応じて、デバイス１００は、ディスプレイ上のフィルムストリップ２５１６内

10

に、画像又はビデオを表現するサムネイル２５１８を表示する。いくつかの実施形態では
、フィルムストリップ２５１６内に表示されたサムネイル２５１８は、境界されたメッセ
ージ区域内に表示されたサムネイルよりも大きく、任意選択的に、スクロール可能である
。
【０２７８】
上述されたユーザインタフェースは、参加者がメッセージ会話内でメディアを交換する
ことを容易にするため、場合によっては、参加者は会話セッション内で多くのメディアメ
ッセージを交換し得る。例えば、参加者はメッセージ会話の途中で複数の短い音声メッセ
ージを交換し得る。場合によっては、このような交換されるメッセージは、保持される必
要がない短時間の非公式の通信として意図されている場合があり、参加者のメッセージ会

20

話の表示を乱雑にし得る。したがって、いくつかの実施形態では、デバイス１００は、何
らかの満期基準の満足に基づいて会話内に表示されることを中止するメッセージをスケジ
ュールする。いくつかの実施形態では、メッセージを表示することを中止することは、デ
バイス１００からメッセージを削除することを含む。自動削除の目的はプライバシではな
く、むしろ、会話を一時的なメッセージで乱雑にすることを回避することである。
【０２７９】
いくつかの実施形態では、満期基準は、メッセージが任意のメディアコンテンツを包含
しているかどうかに基づくか、又はメッセージがどの種類のメディアコンテンツを包含し
ているかに基づく。例えば、音声メッセージは、ビデオメッセージと異なる満期基準を有
してもよい。いくつかの実施形態では、テキストメッセージは満期基準を全く有せず、し
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たがって、決して自動的に削除されない。
【０２８０】
いくつかの実施形態では、満期基準は時間インターバルに基づく。いくつかの実施形態
では、時間インターバルは、（例えば、メディアをキャプチャした会話参加者のために）
メディアがキャプチャされた時間から、又は（例えば、メディアを受け取った会話参加者
のために）メディアが再生された時間から開始して計測されてもよい。いくつかの実施形
態では、第１の参加者のためのメッセージのための満期基準は第２の参加者のためのもの
と異なる。いくつかの実施形態では、時間インターバルは、例えば、１分、２分、３分、
４分、５分、又は１０分であってもよい。
【０２８１】

40

いくつかの実施形態では、満期基準は、メディアオブジェクトが、例えば、図６Ａ〜図
１４に関して上述されたメッセージユーザインタフェースを用いてキャプチャされたのか
、それともカメラアプリケーションなどの、異なるアプリケーションを用いてキャプチャ
されたのかに基づく。いくつかの実施形態では、非公式の一時的通信として意図される場
合がある、図６Ａ〜図１４に関して説明された迅速なメディアキャプチャアプローチを用
いてキャプチャされ、会話に追加されたメディアは、図１５Ａ〜図１８Ｃに関して説明さ
れたとおりのメディアセレクタインタフェースなどの、異なるアプローチを用いて会話に
追加されたメディアと異なる満期基準を有してもよい。
【０２８２】
当業者は、上述された例示的な満期基準は、数多くの仕方で組み合わせるか、又は変更
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することができることを理解するであろう。
【０２８３】
いくつかの実施形態では、図２６に示されるように、デバイス１００はメッセージの表
現内に満期基準２６０２の指示を提供する。図２６に示される実施形態では、満期基準２
６０２の指示は、時間インターバルであって、それを過ぎるとメッセージが、メッセージ
会話内に表示されることを中止することになる、時間インターバルを含む。
【０２８４】
図２６に示されるように、いくつかの実施形態では、デバイス１００は、さもなければ
満期基準が満足された後に削除されるであろうメッセージをキープするためのキープアフ
ォーダンス２６０４を表示する。いくつかの実施形態では、キープアフォーダンス２６０

10

４の選択を検出したことに応じて、デバイス１００は満期基準を無視し、会話内にメッセ
ージを表示することを継続する。いくつかの実施形態では、キープアフォーダンス２６０
４上における接触を検出したことに応じて、デバイス１００は、満期基準の指示を表示す
ることを中止し、及び／又はキープアフォーダンスを表示することを中止する。
【０２８５】
いくつかの実施形態では、非公式の一時的通信として意図され得る、図６Ａ〜図１４に
おいて説明されたインタフェースを用いて会話に追加されたメディアメッセージは、送信
又は受信される時にメディアライブラリ（カメラロール又は音声ライブラリなど）に追加
されないが、図１５Ａ〜図１８Ｃにおいて説明されたインタフェースを用いて会話に追加
されたメディアメッセージはメディアライブラリに追加される。いくつかの実施形態では

20

、メディアメッセージを（例えば、キープアフォーダンスを選択することによって）キー
プすることは、メディアライブラリにメディアを追加する。
【０２８６】
いくつかの実施形態では、メッセージ会話の第１の参加者から第２の参加者へ送信され
た、関連付けられた満期基準を有するメッセージは、第１の参加者によってキープされる
こと、第２の参加者によってキープされること、両者によってキープされること、又はど
ちらによってもキープされないことが可能である。
【０２８７】
図２７Ａに示されるように、メッセージ会話の第１の参加者から第２の参加者へ音声メ
ッセージを送信した後に、デバイス１００は、音声メッセージが第２の参加者へ配信され

30

たことの指示２７０２を第１の参加者に任意選択的に提供する。図２７Ｂに示されるよう
に、第２の参加者が音声メッセージの少なくとも一部分を再生したことを検出したことに
応じて、デバイス１００は、音声メッセージが再生されたことの指示２７０４を第１の参
加者に任意選択的に提供する。図２７Ｃに示されるように、第２の参加者が、音声メッセ
ージに関連付けられたキープアフォーダンスを選択したことを検出したことに応じて、デ
バイス１００は、第２の参加者がメッセージをキープしたことの指示２７０６を第１の参
加者に任意選択的に提供する。いくつかの実施形態では、メッセージがキープされたこと
のインジケータは、メッセージが配信されたか、又は再生された／見られた／読まれたこ
とのインジケータに取って代わる。
【０２８８】

40

いくつかの実施形態では、デバイス１００はまた、メッセージ会話の２人以上の参加者
との間で静的ロケーション情報を送信するか、又は動的ロケーション情報を共有し、地図
上に２人以上の参加者のロケーション情報を表示することができる。
【０２８９】
いくつかの実施形態では、図２８Ａに示されるように、メッセージ会話を表示している
間に、デバイス１００は、メッセージ会話についての追加の詳細を表示するための詳細ア
フォーダンス２７０２を表示する。図２８Ｂに示されるように、いくつかの実施形態では
、詳細アフォーダンス上における接触を検出したことに応じて、デバイス１００は、会話
中に交換されたメディアの表現２７０４（サムネイル若しくは波形など）、デバイス１０
０の現在のロケーション情報を会話の１人以上の参加者へ送信するためのロケーション送
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信アフォーダンス２７０６、並びにデバイス１００のロケーション情報を１人以上の参加
者と所定の期間の間、共有するためのロケーション共有アフォーダンス２７０８を表示す
る。
【０２９０】
いくつかの実施形態では、ロケーション送信アフォーダンス２７０６の選択を検出した
ことに応じて、デバイス１００は、デバイス１００のための現在のロケーション情報をメ
ッセージ会話の参加者に提供する。図２８Ｃに示されるように、いくつかの実施形態では
、デバイス１００は、会話内に、現在のロケーション情報を示す地図２７１０を挿入する
。いくつかの実施形態では、ロケーション送信アフォーダンス２７０６上における接触を
検出したことに応じて送信されるロケーション情報は静的であり、その後、デバイス１０

10

０のロケーションの変化に従って更新されない。
【０２９１】
図２９Ａ〜Ｂに示されるように、いくつかの実施形態では、ロケーション共有アフォー
ダンス２７０８の選択を検出したことに応じて、デバイス１００は、ロケーション情報が
共有されることになる所定の期間を選択するためのユーザインタフェース２９０２を表示
する。所定の期間のうちの１つの選択を検出したことに応じて、デバイス１００は、選択
された期間中に、メッセージ会話の参加者に、参加者がデバイス１００のロケーションを
判定することを可能にする情報を提供する。いくつかの実施形態では、情報を提供するこ
とは、情報を受信する参加者によって使用されている遠隔の電子デバイスに、自分たちの
ロケーションをデバイス１００のユーザと共有するように参加者に促させる。いくつかの

20

実施形態では、選択された期間が経過した後に、デバイス１００は、ロケーション情報を
参加者と共有することを中止することができる。
【０２９２】
いくつかの実施形態では、参加者がデバイス１００のロケーションを判定することを可
能にすることは、参加者が、デバイス１００がロケーション情報を送信する先のロケーシ
ョンサーバからデバイス１００のロケーションについての情報を要求することを可能にす
ることを含む。
【０２９３】
図２９Ｃに示されるように、いくつかの実施形態では、ロケーション情報を共有してい
る間に、デバイス１００は、期間が経過する前にロケーション情報を参加者と共有するこ

30

とを中止するための共有停止アフォーダンス２９０４を表示する。
【０２９４】
いくつかの実施形態では、デバイス１００はメッセージ会話の別の参加者からロケーシ
ョン情報を受信することができる。いくつかの実施形態では、ロケーション情報を受信し
たことに応じて、図３０に示されるように、デバイス１００は、自分たちのロケーション
情報を他の参加者と共有するようにデバイス１００のユーザに促す。いくつかの実施形態
では、ユーザが、自分たちのロケーション情報を共有することを選択したことを検出した
ことに応じて、デバイス１００は他の参加者に、参加者がデバイス１００のロケーション
を判定することを可能にする情報を提供する。図２９Ｂに関して先に説明されたように、
デバイス１００は、ユーザが、ロケーション情報が共有されることになる所定の期間を選

40

択することを任意選択的に可能にすることができる。
【０２９５】
上述されたように、いくつかの実施形態では、デバイス１００はメッセージ会話の参加
者から共有ロケーション情報を受信する。いくつかの実施形態では、ロケーション情報は
外部デバイスのロケーションを含む。いくつかの実施形態では、ロケーション情報を受信
したことに応じて、デバイス１００は、電子デバイスのロケーション及び外部デバイスの
ロケーションの両方を示す地図を表示する。
【０２９６】
図３１に示されるように、いくつかの実施形態では、デバイス１００はメッセージ会話
の複数の参加者から共有ロケーション情報を受信し、それに応じて、複数の参加者のロケ
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ーション３１０４及びデバイス１００のロケーション３１０６を（同じ地図上に）示す地
図３１０２を表示することができる。いくつかの実施形態では、デバイス１００は、ロケ
ーションが地図上に表示されている参加者の各々についての情報３１０８を表示する。
【０２９７】
いくつかの実施形態では、会話の複数の参加者のうちの誰もが、会話に１人以上の他の
参加者を追加又は消去することができるか、あるいはメッセージ会話の名前を変更するこ
とができる。
【０２９８】
図３２Ａに示されるように、いくつかの実施形態では、メッセージ会話内の地図３２０
２上における接触を検出したことに応じて、デバイス１００は地図のより大きなバージョ

10

ン３２０４を表示する。いくつかの実施形態では、より大きな地図３２０４上における接
触を検出したことに応じて、デバイス１００は、メッセージ会話の参加者によって共有さ
れたロケーション情報の衛星画像３２０６、ロケーション情報の地図画像３２０８、及び
ロケーション情報への道順を表示するためのアフォーダンス３２１０又はロケーション情
報からの道順を表示するためのアフォーダンス３２１２を表示する。
【０２９９】
図２８Ａ〜Ｃ及び図２９Ａ〜Ｃに関して先に上述されたように、いくつかの実施形態で
は、デバイス１００は、参加者が自分たちの現在のロケーションを互いへ容易に送信する
か、又は所定の期間の間、彼らのロケーションを互いに共有することを可能にするメッセ
ージユーザインタフェースを提供する。

20

【０３００】
いくつかの実施形態では、所定の期間が経過した後に、デバイス１００は、表示された
地図（例えば、図２８Ｃにおける地図２７１０）の色を変更し、それが、もはやロケーシ
ョン情報を用いて更新されていないことを指示する。いくつかの実施形態では、所定の期
間が経過した後に地図上における接触を検出したことに応じて、デバイス１００は、ロケ
ーション情報がもはや共有されていないことを指示するアフォーダンスを表示する。
【０３０１】
図３３は、メディアの迅速なキャプチャ及び送信のためのプロセス３３００を示すフロ
ー図である。プロセス３３００は、デバイス１００（図２）のような、ディスプレイとタ
ッチ感知面とを有する電子デバイスにおいて実行されてもよい。ブロック３３０２におい

30

て、デバイスは、そのタッチ感知ディスプレイ上に、メディアアフォーダンス、及びメッ
セージ会話の参加者の間で送信されたメッセージを表示するためのメッセージ領域を表示
する。ブロック３３０４において、デバイスは、ディスプレイ上におけるメディアアフォ
ーダンスのロケーションに対応するタッチ感知面上のロケーションにおける接触を検出す
ることを含む、タッチ感知面上におけるジェスチャを検出する。ブロック３３０６におい
て、接触を検出したことに応じて、デバイスは、そのタッチ感知ディスプレイ上に、送信
アフォーダンスを表示する。ブロック３３０８において、デバイスは、タッチ感知面を横
切る接触の移動を検出すること、及びそれに続き、タッチ感知面からの接触のリフトオフ
を検出することを含む、ジェスチャの続きを検出する。ブロック３３１０において、デバ
イスは、接触が、ディスプレイ上における送信アフォーダンスのロケーションに対応する

40

タッチ感知面上のロケーションへ移動したかどうかを判定する。ブロック３３１２におい
て、接触が、送信アフォーダンスのロケーションに対応するタッチ感知面上のロケーショ
ンへ移動したとの判定に従って、及びリフトオフを検出したことに応じて、デバイスは、
ジェスチャの少なくとも一部分に応じてキャプチャされたメディアをメッセージ会話の参
加者へ送信する。任意選択的に、いくつかの実施形態では、ブロック３３０４において示
される接触を検出したことに応じて、デバイスは、ディスプレイ上にキャンセルアフォー
ダンスを表示し、接触が、ディスプレイ上におけるキャンセルアフォーダンスのロケーシ
ョンに対応するタッチ感知面上のロケーションへ移動したかどうかを判定してもよく、接
触が、キャンセルアフォーダンスのロケーションに対応するタッチ感知面上のロケーショ
ンへ移動し、それに続き、リフトオフが行われたとの判定に従って、デバイスは、キャプ
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チャされたメディアを参加者へ送信することを見送ってもよい。いくつかの実施形態では
、接触が、送信アフォーダンスのロケーションに対応するタッチ感知面上のロケーション
へも、キャンセルアフォーダンスのロケーションに対応するタッチ感知面上のロケーショ
ンへも移動しなかったとの判定に従って、及びリフトオフを検出したことに応じて、デバ
イスはメッセージ作成フィールド内に画像を表示してもよく、画像は、キャプチャされた
メディアを表現する波形を有する（図３３におけるＢによって表現される）。いくつかの
実施形態では、接触が、送信アフォーダンスのロケーションに対応するタッチ感知面上の
ロケーションへも、キャンセルアフォーダンスのロケーションに対応するタッチ感知面上
のロケーションへも移動しなかったとの判定に従って、及び移動を検出したことに応じて
、デバイスは、メディアをキャプチャすることを中止することができる（図３３における

10

Ｂ'によって表現される）。
【０３０２】
プロセス３３００に関して上述されたプロセス（例えば、図３３及び図６Ａ〜図１４）
の詳細はまた、本明細書において説明される他のプロセスにも、類似の様態で適用可能で
あることに留意されたい。例えば、プロセス３４００、３５００、３６００、３７００、
３８００、３９００、４０００、４６００、及び４９００は、プロセス３３００を参照し
て上述された様々なプロセスの特性のうちの１つ以上を含み得る。簡潔にするために、こ
れらの詳細は他のプロセスの説明において繰り返されない。プロセス（方法）３３００を
参照して上述された様々な方法及び技法は、図５０に関して説明されるものなどの、１つ
以上のユニットとして任意選択的に実装されてもよい。

20

【０３０３】
図３４は、迅速なビデオキャプチャのためのプロセス３４００を示すフロー図である。
プロセス３４００は、デバイス１００（図２）のような、ディスプレイとタッチ感知面と
を有する電子デバイスにおいて実行されてもよい。ブロック３４０２において、デバイス
は、ディスプレイ上に、メディアアフォーダンス、及びメッセージ会話の参加者の間で送
信されたメッセージを表示するためのメッセージ領域を表示する。ブロック３４０４にお
いて、デバイスは、タッチ感知面上における、ディスプレイ上におけるメディアアフォー
ダンスのロケーションに対応する第１の入力を検出する。ブロック３４０６において、第
１の入力を検出したことに応じて、デバイスは、記録アフォーダンス及び送信アフォーダ
ンスを表示する。ブロック３４０８において、デバイスは、タッチ感知面上における、デ

30

ィスプレイ上における記録アフォーダンスのロケーションに対応する第２の入力を検出す
る。ブロック３４１０において、第２の入力を検出したことに応じて、デバイスは、ビデ
オを記録することを開始する。ブロック３４１２において、デバイスは、タッチ感知面上
における、ディスプレイ上における送信アフォーダンスのロケーションに対応する第３の
入力を検出する。ブロック３４１４において、第３の入力を検出したことに応じて、デバ
イスは、記録されたビデオを参加者へ送信し、ディスプレイから送信アフォーダンス及び
記録アフォーダンスを消去する。任意選択的に、ブロック３４１４において、デバイスは
、第３の入力を検出したことに応じて、表示されたメッセージ会話内に、記録されたビデ
オのサムネイル表現を挿入してもよい。
【０３０４】

40

プロセス３４００に関して上述されたプロセス（例えば、図３４、図１０Ａ〜Ｂ、及び
図１２Ａ〜図１４）の詳細はまた、本明細書において説明される他のプロセスにも、類似
の様態で適用可能であることに留意されたい。例えば、プロセス３３００、３５００、３
６００、３７００、３８００、３９００、４０００、４６００、及び４９００は、プロセ
ス３４００を参照して上述された様々なプロセスの特性のうちの１つ以上を含み得る。簡
潔にするために、これらの詳細は他のプロセスの説明において繰り返されない。プロセス
（方法）３４００を参照して上述された様々な方法及び技法は、図５１に関して説明され
るものなどの、１つ以上のユニットとして任意選択的に実装されてもよい。
【０３０５】
図３５は、電子デバイスを持ち上げることによって音声メッセージに応答するためのプ
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ロセス３５００を示すフロー図である。プロセス３５００は、デバイス１００（図２）の
ような、ディスプレイとタッチ感知面とを有する電子デバイスにおいて実行されてもよい
。ブロック３５０２において、デバイスは、メッセージ会話の第１の参加者から受信され
た第１の音声メッセージの表現を表示する。ブロック３５０４において、デバイスは、第
１の音声メッセージを再生せよとの要求を検出する。任意選択的に、ブロック３５０４に
おいて、いくつかの実施形態では、デバイスは、第１の音声メッセージの表現が表示され
ている間にデバイスの別個の持ち上げを検出することによって、第１の音声メッセージを
再生せよとの要求を検出する。任意選択的に、ブロック３５０４において、いくつかの実
施形態では、デバイスは、第１の音声メッセージの表示された表現のロケーションに対応
するタッチ感知面上のロケーションにおける接触を検出することによって、第１の音声メ

10

ッセージを再生せよとの要求を検出する。ブロック３５０６において、要求を検出したこ
とに応じて、デバイスは第１の音声メッセージを再生する。ブロック３５０８において、
第１の音声メッセージを再生した後に、デバイスは、デバイスの持ち上げを検出する。ブ
ロック３５１０において、デバイスの持ち上げを検出したことに応じて、デバイスは第２
の音声メッセージを記録する。任意選択的に、ブロック３５１０において、第２の音声メ
ッセージを記録している間に、デバイスは、デバイスが降ろされたことを検出してもよく
、デバイスが降ろされたことを検出したことに応じて、デバイスは、第２の音声メッセー
ジを記録することを中止してもよい。ブロック３５１２において、第２の音声メッセージ
を記録した後に、デバイスは、第２の音声メッセージを第１の参加者へ送信する。任意選
択的に、ブロック３５１２において、デバイスが降ろされたことを検出したことに応じて

20

、及び第２の音声メッセージを記録することを中止した後に、デバイスは、第２の音声メ
ッセージを第１の参加者へ送信してもよい。
【０３０６】
プロセス３５００に関して上述されたプロセス（例えば、図３５及び図２１Ａ〜図２４
Ｃ）の詳細はまた、本明細書において説明される他のプロセスにも、類似の様態で適用可
能であることに留意されたい。例えば、プロセス３３００、３４００、３６００、３７０
０、３８００、３９００、４０００、４６００、及び４９００は、プロセス３５００を参
照して上述された様々なプロセスの特性のうちの１つ以上を含み得る。簡潔にするために
、これらの詳細は他のプロセスの説明において繰り返されない。プロセス（方法）３５０
０を参照して上述された様々な方法及び技法は、図５２に関して説明されるものなどの、
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１つ以上のユニットとして任意選択的に実装されてもよい。
【０３０７】
図３６は、メッセージグループ化のためのプロセス３６００を示すフロー図である。プ
ロセス３６００は、デバイス１００（図２）のような、ディスプレイとタッチ感知面とを
有する電子デバイスにおいて実行されてもよい。ブロック３６０２において、デバイスは
時間インターバル以内に第１の参加者から複数のメッセージを受信する。ブロック３６０
４において、デバイスは、複数のメッセージがメッセージグループ化基準を満たすかどう
かを判定する。いくつかの実施形態では、メッセージグループ化基準は、複数のメッセー
ジ内のメッセージの数が数値閾値を超えると満たされる基準を含んでもよい。いくつかの
実施形態では、メッセージグループ化基準は、複数のメッセージの互いの離間間隔が閾値

40

時間量未満であると満たされる基準を含んでもよい。いくつかの実施形態では、メッセー
ジグループ化基準は、複数のメッセージが、連続して隣接するメッセージであると満たさ
れる基準を含んでもよい。いくつかの実施形態では、連続して隣接するメッセージは、異
なる読み取りステータスを有する介在受信メッセージを全く伴わない、同じ読み取りステ
ータスを有するメッセージを含んでもよい。ブロック３６０６において、複数のメッセー
ジがメッセージグループ化基準を満たすとの判定に従って、デバイスは、複数のメッセー
ジを表現する、単一の、グループとして境界されたメッセージ区域を表示する。任意選択
的に、ブロック３６０６において、グループ化された境界されたメッセージ区域が少なく
とも２つの音声メッセージを表現するいくつかの実施形態では、デバイスは、少なくとも
２つの音声メッセージを順次再生せよとの要求を受信し、要求を受信したことに応じて、
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少なくとも２つの音声メッセージを順次再生してもよい。ブロック３６０８において、複
数のメッセージがメッセージグループ化基準を満たさないとの判定に従って、デバイスは
、複数のメッセージを表現する複数の別個の境界されたメッセージ区域を表示する。
【０３０８】
プロセス３６００に関して上述されたプロセス（例えば、図３６及び図２５Ａ〜図２５
Ｅ）の詳細はまた、本明細書において説明される他のプロセスにも、類似の様態で適用可
能であることに留意されたい。例えば、プロセス３３００、３４００、３５００、３７０
０、３８００、３９００、４０００、４６００、及び４９００は、プロセス３６００を参
照して上述された様々なプロセスの特性のうちの１つ以上を含み得る。簡潔にするために
、これらの詳細は他のプロセスの説明において繰り返されない。プロセス（方法）３６０

10

０を参照して上述された様々な方法及び技法は、図５３に関して説明されるものなどの、
１つ以上のユニットとして任意選択的に実装されてもよい。
【０３０９】
図３７は、満期基準に基づいてメッセージ表示を管理するためのプロセス３７００を示
すフロー図である。プロセス３７００は、デバイス１００（図２）のような、ディスプレ
イとタッチ感知面とを有する電子デバイスにおいて実行されてもよい。ブロック３７０２
において、デバイスは第１のメッセージを受信する。ブロック３７０４において、デバイ
スは、ディスプレイ上に、満期基準の満足時に削除されるようにスケジュールされた、第
１のメッセージの表現を表示する。いくつかの実施形態では、満期基準は時間インターバ
ルに基づいてもよい。いくつかの実施形態では、満期基準は、第１のメッセージがメディ

20

アを包含するかどうかに基づいてもよい。いくつかの実施形態では、満期基準は、メディ
アが、図６Ａ〜図１４に関して説明されたものなどの、迅速なメディアキャプチャアプロ
ーチを用いてキャプチャされたのか、それとも別のアプローチを用いてキャプチャされた
のかに基づいてもよい。ブロック３７０６において、デバイスは、第１のメッセージをキ
ープするためのアフォーダンスを表示する。ブロック３７０８において、アフォーダンス
が満期基準の満足前に選択されたとの判定に従って、デバイスは第１のメッセージをキー
プする。任意選択的に、ブロック３７０８において、第１のメッセージがメディアを包含
する場合には、アフォーダンスが満期基準の満足前に選択されたとの判定に従って、デバ
イスはメディアライブラリ内にメディアを保存してもよい。いくつかの実施形態では、デ
バイス１００は、図６Ａ〜図１４に関して説明されたものなどの、迅速なメディアキャプ
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チャアプローチを用いてキャプチャされたメディアのみを保存する。いくつかの実施形態
では、第１のメッセージがメディアを包含し、満期が時間インターバルに基づく場合には
、時間インターバルは、メディアが再生された後の時間から開始して計測されてもよい。
いくつかの実施形態では、第１のメッセージがメディアを包含し、満期が時間インターバ
ルに基づく場合には、時間インターバルは、メディアが作成された時間から開始して計測
されてもよい。ブロック３７１０において、アフォーダンスの選択を検出することなく満
期基準が満足されたとの判定に従って、デバイスは、ディスプレイ上に第１のメッセージ
の表現を表示することを中止する。任意選択的に、ブロック３７１０において、デバイス
は、満期基準に基づいて削除されない第２のメッセージを受信してもよい。
【０３１０】

40

プロセス３７００に関して上述されたプロセス（例えば、図３７及び図２６〜図２７Ｃ
）の詳細はまた、本明細書において説明される他のプロセスにも、類似の様態で適用可能
であることに留意されたい。例えば、プロセス３３００、３４００、３５００、３６００
、３８００、３９００、４０００、４６００、及び４９００は、プロセス３７００を参照
して上述された様々なプロセスの特性のうちの１つ以上を含み得る。簡潔にするために、
これらの詳細は他のプロセスの説明において繰り返されない。プロセス（方法）３７００
を参照して上述された様々な方法及び技法は、図５４に関して説明されるものなどの、１
つ以上のユニットとして任意選択的に実装されてもよい。
【０３１１】
図３８は、ロケーション共有のためのプロセス３８００を示すフロー図である。プロセ
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ス３８００は、デバイス１００（図２）のような、ディスプレイとタッチ感知面とを有す
る電子デバイスにおいて実行されてもよい。ブロック３８０２において、デバイスは、デ
ィスプレイ上に、メッセージ会話の第１の参加者と第２の参加者との間で送信されたメッ
セージを表示するためのメッセージ領域を表示する。ブロック３８０４において、デバイ
スは、第１の参加者のロケーションを、このロケーションが少なくとも所定の期間にわた
って変化する際に、第２の参加者と共有するためのロケーション共有アフォーダンスを表
示する。ブロック３８０６において、デバイスは、ディスプレイ上におけるロケーション
共有アフォーダンスのロケーションに対応するタッチ感知ディスプレイ上のロケーション
における接触を検出する。ブロック３８０８において、ロケーション共有アフォーダンス
のロケーションに対応するタッチ感知ディスプレイ上のロケーションにおける接触を検出

10

したことに応じて、デバイスは、少なくとも所定の期間中に、第２の参加者に、第２の参
加者が第１の参加者の現在のロケーションを判定することを可能にする情報を提供する。
いくつかの実施形態では、デバイスは、ユーザが期間を選択することを可能にしてもよい
。任意選択的に、ブロック３８０８において、ロケーション共有アフォーダンスに対応す
るロケーションにおける接触を検出したことに応じて、デバイスは、少なくとも２つの所
定の期間に対応する少なくとも２つのアフォーダンスを表示し、ディスプレイ上における
少なくとも２つのアフォーダンスのうちの１つのロケーションに対応するタッチ感知面上
のロケーションにおける接触を検出し、ディスプレイ上における少なくとも２つのアフォ
ーダンスのうちの１つのロケーションに対応するタッチ感知面上のロケーションにおける
接触を検出したことに応じて、少なくとも２つのアフォーダンスのうちの１つに対応する
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所定の期間中に、第２の参加者に、第２の参加者が第１の参加者の現在のロケーションを
判定することを可能にする情報を提供してもよい。任意選択的に、ブロック３８０８にお
いて、デバイスは、第２の参加者から、第１の外部デバイスのロケーションを動的に指示
するロケーション情報を受信し、ディスプレイ上に、地図上における電子デバイスのロケ
ーション及び第１の外部デバイスのロケーションを表示してもよい。任意選択的に、ブロ
ック３８０８において、デバイスは、メッセージ会話に第３の参加者を追加し、第３の参
加者から、第２の外部デバイスのロケーションを指示するロケーション情報を受信し、デ
ィスプレイ上に、地図上における第２の外部デバイスのロケーションを表してもよい。任
意選択的に、ブロック３８０８において、デバイスは、ディスプレイ上に、メッセージ会
話と一緒に、詳細アフォーダンスを表示し、ディスプレイ上における詳細アフォーダンス
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のロケーションに対応するタッチ感知面上のロケーションにおける接触を検出し、ディス
プレイ上における詳細アフォーダンスのロケーションに対応するタッチ感知面上のロケー
ションにおける接触を検出したことに応じて、自分たちのロケーションを共有したメッセ
ージ会話の２人以上の参加者のロケーションを示す地図を表示してもよい。
【０３１２】
プロセス３８００に関して上述されたプロセス（例えば、図３８及び図２８Ａ〜図３２
Ｃ）の詳細はまた、本明細書において説明されるプロセスにも、類似の様態で適用可能で
あることに留意されたい。例えば、プロセス３３００、３４００、３５００、３６００、
３７００、３９００、４０００、４６００、及び４９００は、プロセス３８００を参照し
て上述された様々なプロセスの特性のうちの１つ以上を含み得る。簡潔にするために、こ
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れらの詳細は他のプロセスの説明において繰り返されない。プロセス（方法）３８００を
参照して上述された様々な方法及び技法は、図５５に関して説明されるものなどの、１つ
以上のユニットとして任意選択的に実装されてもよい。
【０３１３】
図３９は、メッセージ会話にメディアを追加するためのプロセス３９００を示すフロー
図である。プロセス３９００は、ディスプレイと、タッチ感知面と、カメラセンサとを有
する電子デバイスにおいて実行されてもよい。ブロック３９０２において、デバイスは、
ディスプレイ上に、メッセージ会話を表示するためのメッセージ領域を表示する。ブロッ
ク３９０４において、デバイスは、メッセージ会話にメディアを追加せよとの要求を受信
する。ブロック３９０６において、要求を受信したことに応じて、デバイスは、メッセー
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ジ会話の少なくとも一部分と同時にメディア選択インタフェースを表示する。メディア選
択インタフェースは、メディアをメッセージ会話への追加のために選択するための複数の
アフォーダンスを含む。それらの少なくともサブセットは、メッセージ会話に追加するた
めに利用可能なメディアのサムネイル表現を含む。ブロック３９０８において、デバイス
は、複数のアフォーダンスからのそれぞれのアフォーダンスの選択を検出する。ブロック
３９１０において、それぞれのアフォーダンスの選択を検出したことに応じて、デバイス
は、対応するメディアをメッセージ会話への追加のために選択する。任意選択的に、ブロ
ック３９１０において、それぞれのアフォーダンスの選択を検出したことに応じて、デバ
イスはメッセージ会話にメディアを追加してもよい。任意選択的に、ブロック３９１０に
おいて、複数のアフォーダンスがライブプレビュアフォーダンスを含む場合には、デバイ

10

スは、ディスプレイ上におけるライブプレビュアフォーダンスのロケーションに対応する
タッチ感知面上のロケーションにおける接触を検出し、ライブカメラプレビュのロケーシ
ョンに対応するタッチ感知面上のロケーションにおける接触を検出したことに応じて、ラ
イブカメラプレビュに基づく新しい画像をキャプチャし、新しい画像をメッセージ会話へ
の追加のために選択してもよい。
【０３１４】
プロセス３９００に関して上述されたプロセス（例えば、図３９及び図１５Ａ〜図１８
Ｃ）の詳細はまた、本明細書において説明されるプロセスにも、類似の様態で適用可能で
あることに留意されたい。例えば、プロセス３３００、３４００、３５００、３６００、
３７００、３８００、４０００、４６００、及び４９００は、プロセス３９００を参照し
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て上述された様々なプロセスの特性のうちの１つ以上を含み得る。簡潔にするために、こ
れらの詳細は他のプロセスの説明において繰り返されない。プロセス（方法）３９００を
参照して上述された様々な方法及び技法は、図５６に関して説明されるものなどの、１つ
以上のユニットとして任意選択的に実装されてもよい。
【０３１５】
図４０は、音声動作を開始するためのプロセス４０００を示すフロー図である。プロセ
ス４０００は、ディスプレイ（例えば、デバイス１００のディスプレイ１１２）とマイク
ロフォン（例えば、デバイス１００のマイクロフォン１１３）とを有する電子デバイス（
例えば、デバイス１００）において実行される。ブロック４００２において、デバイスは
、（例えば、図２１Ｂに示されるとおりの上昇する動きによる）電子デバイスの運動及び
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１つ以上の近接センサ測定値に基づいてデバイスのコンテクストの変化を検出する。ブロ
ック４００４において、デバイスは、デバイスのコンテクストの変化を検出したことに応
じて、デバイスが音声動作基準を満たすかどうかを判定する。例えば、音声動作基準は、
電子デバイスの運動が運動基準を満足し、近接センサ測定値（１つ又は複数）が近接基準
を満足すると満たされる基準を含む。ブロック４００６において、デバイスは、デバイス
のコンテクストの変化が音声動作基準を満足するとの判定に従って、音声動作を開始する
。ブロック４００８において、デバイスは、デバイスのコンテクストの変化が音声動作基
準を満足しないとの判定に従って、音声動作を開始することを見送る。
【０３１６】
有利には、プロセス４０００は、ユーザが、単純なジェスチャを用いて（例えば、電話

40

をユーザの耳まで持ち上げることによって）音声動作を開始することを可能にする。プロ
セス４０００は、ユーザが、音声メッセージの送信などの音声動作を開始するために、デ
バイスを調べ、その上のアフォーダンスを選択する必要性を低減する。更に、運動基準及
び近接基準が組み合わさり、誤った音声動作の量を都合良く低減する。ユーザインタフェ
ースの効率の増大、及び誤った音声動作の発生及び持続時間の低減はどちらも、デバイス
によるエネルギー使用を低減する。これは、エネルギー使用の低減によってバッテリ寿命
が増大するバッテリ駆動デバイスのために特に重要である。
【０３１７】
いくつかの実施形態では、運動基準は、デバイスが、図２１Ａ〜図２２Ｃに示される上
方軌道をとると、満たされる。いくつかの実施形態では、デバイスの運動は、デバイス１
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００（図１Ａ）上の加速度計１６８及び任意選択的なセンサのうちの１つ以上を用いて追
跡される。いくつかの実施形態では、運動基準は、デバイスが所定の向き（１つ又は複数
）と異なる向きになっていると、満たされる（例えば、デバイスが逆さまになっていると
、満たされる）。いくつかの実施形態では、運動基準は、デバイスが、概ね上方へ向かう
軌道をとるか、又はデバイスが、そのディスプレイを地球の表面とほぼ平行にした状態（
例えば、ユーザがディスプレイ上の通信の指示を見ている時）から、そのディスプレイが
地球の表面とほぼ垂直になった状態（例えば、ユーザが、音声メッセージを聞くか、若し
くは記録するべく、デバイスを持ち上げ、それをユーザの耳のそばに配置した時）まで回
転しながら、上方へ向かう軌道をとると、満たされる。
【０３１８】

10

いくつかの実施形態では、近接基準は、電話が、図２１Ｂに示されるように、ユーザの
顔にあると、満たされる。いくつかの実施形態では、近接センサ測定値がデバイス１００
の近接センサ１６６によって提供され、近接基準は、センサが、ユーザの顔であり得る、
オブジェクトとの近接近（例えば、数インチ以内）を指示すると、満たされる。
【０３１９】
図４１Ａ及び図４１Ｂは、プロセス４０００（図４０）のブロック４００２内の任意選
択的なサブプロセスを示すフロー図である。いくつかの実施形態では、図４１Ａに示され
る任意選択的なプロセス４１０２〜４１０６の１つ以上はブロック４００２（図４０）内
で実行される。ブロック４１０２において、デバイスは、通信、例えば、音声メッセージ
、テキストメッセージ、ボイスメール、電話の通話を受信する。ブロック４１０４におい

20

て、通信を受信したことに応じて、及びデバイスのコンテクストの変化を検出する前に（
例えば、図４０におけるプロセス４０００のブロック４００４の前に）、デバイスは、通
信が受信されたことの指示を提供する。可能な指示としては、視覚通知（例えば、メッセ
ージ受信バナー、若しくはメッセージの吹き出しなどのアプリケーション固有の表示）、
触知通知（例えば、振動）、又は音声通知（例えば、ビープ音、若しくは呼び出し音）が
ある。可能な指示としては、ユーザインタフェースロック状態で表示されるもの、及びユ
ーザインタフェースロック解除状態で表示されるものがある。いくつかの実施形態では、
通信が受信されたことの指示を表示することは、メッセージングアプリケーションを立ち
上げることを伴う。メッセージングアプリケーションは、ＳＭＳ及びＭＭＳなどのサービ
スを介したショートメッセージ、並びに／又は例えば、Ｃａｌｉｆｏｒｎｉａ州Ｃｕｐｅ

30

ｒｔｉｎｏのＡｐｐｌｅ，Ｉｎｃ．によって提供されているｉＭｅｓｓａｇｅ（登録商標
）などのサービスを介したテキストメッセージを処理するように構成されたものである。
【０３２０】
ブロック４１０６において、デバイスは、デバイスのコンテクストの変化を検出する前
に、受信された通信の音声成分を再生する。例えば、通信が、デバイスによって再生され
ていない音声成分を有するメッセージ、例えば、新しい音声メッセージを含む場合には、
このとき、音声動作は、メッセージの音声成分を再生することを含む。別の例として、通
信がボイスメールメッセージを含む場合には、このとき、ボイスメールメッセージを再生
する。
【０３２１】

40

図４１Ｂを参照すると、いくつかの実施形態では、任意選択的なプロセス４１０８及び
４１１０がブロック４００２（図４０）において実行される。ブロック４１０８において
、デバイスのコンテクストの変化を検出する前に、デバイスは、それが音声メッセージン
グコンテクスト内にあることを検出する。例えば、デバイスは、音声成分を有する着信メ
ッセージングが（任意選択的に、何らかの最新性窓（window of recency）以内に）受信
されると、デバイスは、それがそのメッセージングコンテクスト内にあると判定する。別
の例として、デバイスは、メッセージングアプリケーションが活動中であると、デバイス
は、それがメッセージコンテクスト内にあると判定する。ブロック４１１０において、デ
バイスは、電子デバイスが音声メッセージングコンテクスト内にある場合にのみ（例えば
、通信アプリケーションが開いているか、又は通信が最近受信された場合）、デバイスの
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コンテクストの変化を検出する。プロセス４１０８及び４１１０の有利な効果は、デバイ
スが音声コンテクスト外にある時には、持ち上げて話す運動を検出するために必要な加速
度計及び／又は近接センサは電源を落とされてもよく（又は少なくとも積極的に監視され
なくてもよく）、それにより、電力使用を低減し（例えば、デバイスのコンテクストの変
化を監視するために用いられる資源を低減するとともに、偽陽性検出からの音声を記録し
、処理するために用いられる資源を低減する）、かくして、電力を節約し、デバイスのた
めのバッテリ寿命を延ばすことである。
【０３２２】
いくつかの実施形態では、上述されたように、ブロック４１１０において、デバイスは
、電子デバイスが音声メッセージングコンテクスト内にある場合にのみ、デバイスのコン

10

テクストの変化を監視する。いくつかの実施形態では、デバイスは、たとえ、マルチメデ
ィアメッセージングアプリケーションが開いていても、マルチメディアメッセージングア
プリケーション内の現在選択されている会話が、音声成分（例えば、ユーザ、又は会話の
他の参加者のうちの１人によって記録され、送信された音声成分）を有する少なくとも１
つのメッセージを含まない限り、音声動作基準を満足するデバイスのコンテクストの変化
を監視しない。上述されたように、デバイスがデバイスのコンテクストの変化を監視する
状況を低減することは、デバイスの電力使用を低減し、それにより、電力を節約し、バッ
テリ動作デバイスのためのバッテリ寿命を延ばす。加えて、デバイスがデバイスのコンテ
クストの変化を監視する状況を低減することは、音声動作の偽陽性の開始（例えば、ニュ
ースアプリケーション内にいる間に、ユーザがデバイスを持ち上げ、それを化粧台の上に

20

置いた時に、音声を記録することを開始すること）の可能性を低減し、それにより、ユー
ザエクスペリエンスの全体的な質を改善する。
【０３２３】
図４２Ａ〜図４３Ｃは、プロセス４０００のブロック４００４（図４０）内の任意選択
的なサブプロセスを示すフロー図である。図４２Ａを参照すると、いくつかの実施形態で
は、任意選択的なプロセス４２０２がブロック４００４（図４０）において実行される。
ブロック４２０２において、デバイスは、メッセージが、デバイスのコンテクストの変化
を検出する前の既定の時間インターバル以内に受信されたかどうかを判定し、メッセージ
の音声成分を再生することは、メッセージが既定の時間インターバル以内に受信された場
合には、メッセージの音声成分を再生することを含む。メッセージが時間インターバル以

30

内に受信されなかった場合には、ブロック４２０２（及びそれゆえ、ブロック４００４）
は「いいえ」の結果を与え、処理は、デバイスが、新しい音声メッセージを記録すること
などの音声動作を開始する機会を見送る、ブロック４００８（図４０）へ進む。メッセー
ジが時間インターバル以内に受信された場合には、ブロック４２０２は「はい」の結果を
与え、ブロック４００４内の他の要求も満たされる場合には、このとき、処理は、デバイ
スが、新しい音声メッセージを記録することなどの音声動作を開始してもよい、ブロック
４００６（図４０）へ進む。一例として、新しく記録される音声メッセージは、受信され
た通信への応答である。
【０３２４】
図４２Ｂを参照すると、いくつかの実施形態では、任意選択的なプロセス４２０４がプ

40

ロセス４０００のブロック４００４（図４０）において実行される。いくつかの実施形態
では、プロセス４２０４に到達する前に、デバイスは、受信された通信の音声成分を再生
したことを思い出されたい。これらの状況では、デバイスは、検出された、デバイスのコ
ンテクストの変化が、音声メッセージを再生する所定の時間インターバル以内に生じたか
どうかを判定するための任意選択的なブロック４２０４を実行してもよい。デバイスのコ
ンテクストの変化が時間インターバル外で生じた場合には、ブロック４２０４（及びそれ
ゆえ、ブロック４００４）は「いいえ」の結果を与え、処理は、デバイスが、新しい音声
メッセージを記録することなどの音声動作を開始する機会を見送る、ブロック４００８（
図４０）へ進む。コンテクストの変化が、音声成分が再生された時間から所定の時間イン
ターバル以内に検出された場合には、ブロック４２０４は「はい」の結果を与え、ブロッ
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ク４００４内の他の要求も満たされる場合には、このとき、処理は、デバイスが、新しい
メッセージを記録することなどの音声動作を開始してもよい、ブロック４００６へ進む。
【０３２５】
図４３Ａを参照すると、いくつかの実施形態では、任意選択的なプロセス４３０２がプ
ロセス４０００のブロック４００４（図４０）において実行される。ブロック４３０２に
おいて、デバイスは、運動の終了、及び運動の終了時における電子デバイスの向きを判定
する。例えば、運動の終了を判定することは、既定の閾値速度（例えば、０．７５ｆｔ
ｓ−１、１ｆｔ

ｓ−１、１．５ｆｔ

ｓ−１、２ｆｔ

ｓ−１）を上回って運動した後

に、デバイスが、期間（例えば、．５ｓ、．７５ｓ、１ｓ、１．２５ｓ、１．５ｓ）以下
の間、閾値量（例えば、当業者によって、使用されている実際の加速度計を考慮して決定

10

されたとおりのノイズフィルタ値）を上回って運動したと判定することを含む。例えば、
デバイスの向きを判定することは、デバイスが所定の向き（例えば、表を下にした向き、
又は表を上にした向き、マイクロフォンを下にした向き、又はマイクロフォンを上にした
向き）になっているかどうかを判定することを含む。いくつかの実施形態では、運動基準
は、電子デバイスが運動の終了時に所定の向き（例えば、表を下にした向き）になってい
ないと、満たされる。
【０３２６】
有利には、この特徴は、誤った音声動作の例を削減する効果を有する。いくつかのデバ
イスの向きは、音声動作に関連付けられることはありそうもないため、デバイスがそれら
の向きになっている時に音声動作を抑止することによって、誤った音声動作の例が削減さ

20

れる。ユーザインタフェースの効率の増大、及び誤った音声動作の発生及び持続時間の低
減はどちらも、デバイスによるエネルギー使用を低減する。これは、エネルギー使用の低
減によってバッテリ寿命が増大するバッテリ駆動デバイスのために特に重要である。
【０３２７】
いくつかの実施形態では、電子デバイスは、デバイスの表面上に位置付けられたスピー
カ（例えば、スピーカ１１１、図２）を含み、所定の向きにおいて、表面は（例えば、重
力に対して）下を向く。いくつかの実施形態では、電子デバイスはスピーカを含み、所定
の向きにおいて、マイクロフォンは（例えば、重力に対して）受話口の上方に位置付けら
れる。運動の終了時におけるデバイスの向きが運動基準を満たさない場合には、ブロック
４３０２（及びそれゆえ、ブロック４００４）は「いいえ」の結果を与え、処理は、デバ

30

イスが、新しい音声メッセージを記録することなどの音声動作を開始する機会を見送る、
ブロック４００８（図４０）へ進む。運動の終了時におけるデバイスの向きが運動基準を
満たす場合には、ブロック４３０２は「はい」の結果を与え、ブロック４００４内の他の
要求も満たされる場合には、このとき、処理は、デバイスが、新しいメッセージを記録す
ることなどの音声動作を開始してもよい、ブロック４００６へ進む。
【０３２８】
図４３Ｂを参照すると、いくつかの実施形態では、任意選択的なプロセス４３０４がプ
ロセス４０００のブロック４００４（図４０）において実行される。ブロック４３０４に
おいて、デバイスは、運動基準を満足する運動が検出された後の所定の時間インターバル
以内において、近接センサ測定値が、電子デバイスに近接したオブジェクトの検出を指示

40

するかどうかを判定する。近接したオブジェクトは、任意選択的に、例えば、デバイスの
、０．０１、０．０２、０．０５、１、２、若しくは５インチ、又は別の妥当な閾値以内
にある。所定の時間インターバルは、例えば、０．５、０．７５、１、１．２５、又は１
．５秒を含む。近接センサ測定値が時間インターバル外で検出された場合には、ブロック
４３０４（及びそれゆえ、ブロック４００４）は「いいえ」の結果を与え、処理は、デバ
イスが、新しい音声メッセージを記録することなどの音声動作を開始する機会を見送る、
ブロック４００８（図４０）へ進む。近接センサ測定値が時間インターバル以内に検出さ
れた場合には、ブロック４３０４は「はい」の結果を与え、ブロック４００４内の他の要
求も満たされる場合には、このとき、処理は、デバイスが、新しい音声メッセージを記録
することなどの音声動作を開始してもよい、ブロック４００６へ進む。
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【０３２９】
図４３Ｃを参照すると、いくつかの実施形態では、任意選択的なプロセス４３０６がプ
ロセス４０００のブロック４００４（図４０）において実行される。ブロック４３０６に
おいて、デバイスは、運動が運動基準を満足し、かつ１つ以上の近接センサ測定値が近接
基準を満足するとの判定の所定の時間インターバル（例えば、３秒）以内に、電子デバイ
スが所定の向きになっているかどうかを判定する。デバイスが所定の時間インターバルを
もって所定の向きになっている場合には、デバイスは音声動作基準を満たさず、この場合
には、ブロック４３０６（及びそれゆえ、ブロック４００４）は「いいえ」の結果を与え
、処理は、デバイスが、新しい音声メッセージを記録することなどの操作を開始する機会
を見送る、ブロック４００８（図４０）へ進む。デバイスが時間インターバル以内に所定

10

の向きになっていない場合には、ブロック４３０６は「はい」の結果を与え、ブロック４
００４内の他の要求も満たされる場合には、このとき、処理は、デバイスが、新しい音声
メッセージを記録することなどの音声動作を開始してもよい、ブロック４００６へ進む。
【０３３０】
図４４Ａ〜図４５Ｃは、プロセス４０００のブロック４００６（図４０）内の任意選択
的なサブプロセスを示すフロー図である。いくつかの実施形態では、ブロック４００６は
、図４４Ａに示される任意選択的なプロセス４４０２〜４４０６を含む。ブロック４４０
２（図４４Ａ）において、音声動作を開始した後に、デバイスは、電子デバイスが所定の
向きになっているかどうかを判定する。はいの場合には、処理は、電子デバイスが所定の
向きになっているとの判定に従って、デバイスが音声動作を終了する、ブロック４４０４

20

へ進む。音声動作を終了することは、音声を再生することを中止し、及び／又は音声を記
録することを中止することと、任意選択的に、任意のすでに記録された音声を削除するこ
とと、任意選択的に、すでに記録された音声を記憶することと、記録された音声を配信す
るようにユーザに促すことと、を任意選択的に含む。いいえの場合には、処理はブロック
４４０６へ進み、デバイスは、電子デバイスが所定の向きになっていないとの判定に従っ
て、デバイスが音声動作を終了することを見送る。
【０３３１】
いくつかの実施形態では、電子デバイスは、デバイスの表面上に位置付けられたスピー
カ（例えば、デバイス１００のスピーカ１１１）を含み、所定の向きにおいて、表面は（
例えば、重力に対して）下を向く。いくつかの実施形態では、電子デバイスは受話口を含

30

み、所定の向きにおいて、マイクロフォンは（例えば、重力に対して）受話口の上方に位
置付けられる。
【０３３２】
図４４Ｂを参照すると、いくつかの実施形態では、任意選択的なプロセス４４０８〜４
４１０がプロセス４０００のブロック４００６（図４０）において実行される。ブロック
４４０８において、音声動作を開始した後に、デバイスは、電子デバイスの特有運動が所
定の閾値を上回ることを検出する。特有運動は、経時的な（平均の）加速度計出力、ピー
ク出力、出力持続時間、又は繰り返しに基づいてもよい。ありそうにない音声メッセージ
ングのシナリオである例示的な特有運動は、袖の上で電話を拭くことである。ブロック４
４１０において、電子デバイスの特有運動が所定の閾値を上回ることを検出したことに応

40

じて、デバイスは音声動作を終了する。音声動作を終了することは、音声を再生すること
を中止し、及び／又は音声を記録することを中止することと、任意選択的に、任意のすで
に記録された音声を削除することと、任意選択的に、すでに記録された音声を記憶するこ
とと、記録された音声を配信するようにユーザに促すことと、を任意選択的に含む。
【０３３３】
音声動作を、それが開始した後に終了する能力に関するこれらの特徴は、誤った音声動
作に起因するユーザエクスペリエンスへの影響を低減する有利な効果を有する。音声動作
を迅速に開始し、それにより、応答性を改善し、ユーザのエクスペリエンスを向上させる
ことは有益である。このような状況では、多くのことが、ユーザが音声動作を開始するこ
と意図したように見え得る。例えば、電話を持ち上げ、それをポケットに入れると、運動
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基準及び近接センサ基準をトリガーし得る。上述の特有運動及び所定の向きが音声に関連
付けられることはありそうもない。それらの運動及び／又は向きが検出された時には音声
動作を終了することで、デバイスの応答性に対するユーザの感覚に影響を及ぼさずに、誤
った音声動作の数が有利に削減される。ユーザインタフェースの効率の増大、及び誤った
音声動作の発生及び持続時間の低減はどちらも、デバイスによるエネルギー使用を低減す
る。これは、エネルギー使用の低減によってバッテリ寿命が増大するバッテリ駆動デバイ
スのために特に重要である。
【０３３４】
図４４Ｃを参照すると、いくつかの実施形態では、プロセス４０００のブロック４００
６（図４０）は任意選択的なプロセス４４１２〜４４１６を含む。上述されたように、デ

10

バイスは、上流の処理の結果、新しいメッセージの記録を開始する場合があることを思い
出されたい。ブロック４４１２において、デバイスは、メッセージが発話を含むかどうか
を判定する。発話を検出するために、デバイスは、検出された信号を発話波形の既知の特
徴と任意選択的に比較する。記録されたデータが発話波形の既知の特徴（１つ又は複数）
を含む場合には、デバイスは、メッセージが発話を含むと判定する。このような特徴（１
つ又は複数）がデータ内にない場合には、デバイスは、メッセージが発話を含まないと判
定する。ブロック４４１４において、デバイスは、メッセージが発話を含まないとの判定
に従って、メッセージの記録を終了する。音声動作を終了することは、音声を再生するこ
とを中止し、及び／又は音声を記録することを中止することと、任意選択的に、任意のす
でに記録された音声を削除することと、任意選択的に、すでに記録された音声を記憶する

20

ことと、記録された音声を配信するようにユーザに促すことと、を任意選択的に含む。ブ
ロック４４１６において、デバイスは、メッセージが発話を実際に含むとの判定に従って
、メッセージの記録を終了することを見送る。
【０３３５】
図４５Ａを参照すると、いくつかの実施形態では、任意選択的なプロセス４５０２〜４
５０４がプロセス４０００のブロック４００６（図４０）において実行される。ボイスメ
ールメッセージを再生した後に、デバイスは、ブロック４５０２において、電子デバイス
のポンプ（pump）運動を検出する。ポンプ運動は、下方への動き、及びそれに続く、上方
への動き（例えば、音声動作基準を満たす動き）を任意選択的に含む。図２２Ａ〜図２２
Ｃに、例示的なポンプ運動が示されている。ブロック４５０４において、デバイスは、ポ

30

ンプ運動を検出したことに応じて、ボイスメールメッセージに関連付けられた電話番号へ
の電話通話を開始する（例えば、デバイスは折り返しの電話をかける）。
【０３３６】
図４５Ｂを参照すると、いくつかの実施形態では、任意選択的なプロセス４５０６〜４
５１０がプロセス４０００のブロック４００６（図４０）において実行される。ブロック
４５０６において、デバイスは、音声再生基準が満たされたと判定する。ブロック４５０
８において、デバイスは、音声再生基準が満たされたとの判定に従って、受信された通信
に対応する音声を再生する。いくつかの実施形態では、音声再生基準は、通信が、デバイ
ス上で以前に再生されていない音声成分を含む場合に満たされる基準を含む。いくつかの
実施形態では、音声再生基準は、通信が、デバイスのコンテクストの変化が検出された時

40

から所定の期間以内に受信された場合に満たされる基準を含む。いくつかの実施形態では
、音声再生基準は、通信が、デバイスのコンテクストの変化が検出された時にデバイスの
ディスプレイ上に表示された通信アラート（例えば、ユーザインタフェースロックスクリ
ーン上のポップアップ通知、ディスプレイ上に表示された別のユーザインタフェース上に
重ね合わせられたポップアップ通知、又は会話内のメッセージ）に対応する場合に満たさ
れる基準を含む。ブロック４５１０において、デバイスは、音声再生基準が満たされなか
ったとの判定に従って、再生を見送る。
【０３３７】
図４５Ｃを参照すると、いくつかの実施形態では、任意選択的なプロセス４５１２〜４
５１６がプロセス４０００のブロック４００６（図４０）において実行される。ブロック
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４５１２において、デバイスは、音声記録基準が満たされたと判定する。ブロック４５１
４において、デバイスは、音声記録基準が満たされたとの判定に従って、受信された通信
への応答のための音声を記録する。いくつかの実施形態では、音声記録基準は、通信アプ
リケーションのためのユーザインタフェース（例えば、電話ダイヤラアプリケーション、
少なくとも１つの音声メッセージが送信又は受信されたマルチメディアメッセージングア
プリケーションの会話）がディスプレイ上に表示されると満たされる基準を含む。いくつ
かの実施形態では、音声記録基準は、メッセージの音声成分が、デバイスのコンテクスト
の変化が検出された時の所定の期間以内に再生された場合に満たされる基準を含む。ブロ
ック４５１６において、デバイスは、音声記録基準が満たされなかったとの判定に従って
、記録を見送る。

10

【０３３８】
プロセス４０００に関して上述されたプロセス（例えば、図４０〜図４５、図２１、及
び図２２）の詳細はまた、本明細書において説明されるプロセスにも、類似の様態で適用
可能であることに留意されたい。例えば、プロセス３３００、３４００、３５００、３６
００、３７００、３８００、３９００、４６００、及び４９００は、プロセス４０００を
参照して上述された様々なプロセスの特性のうちの１つ以上を含み得る。簡潔にするため
に、これらの詳細は他のプロセスの説明において繰り返されない。プロセス（方法）４０
００を参照して上述された様々な方法及び技法は、図５７に関して説明されるものなどの
、１つ以上のユニットとして任意選択的に実装されてもよい。
【０３３９】

20

図４６は、メッセージを送信するためのプロセス４６００を示すフロー図である。プロ
セス４６００は、いくつかの実施形態では、ディスプレイ（例えば、デバイス１００のデ
ィスプレイ１１２）と少なくとも１つのマイクロフォン（例えば、デバイス１００のマイ
クロフォン１１３）とを有する電子デバイス（例えば、デバイス１００）において実行さ
れる。ブロック４６０２において、デバイスは、指定された連絡先のための音声メッセー
ジを記録せよとの要求として解釈される１つ以上の条件を検出する。指定された連絡先は
、連絡先内の人、電子メール、及び受信されたメッセージ又はボイスメールに関連付けら
れた電話番号を任意選択的に含む。しかし、音声入力に応答し、それ以上のことはしない
アプリケーションは、「連絡先」とみなされるべきではない。指定された連絡先は、ユー
ザによって、又はデバイス１００によって特定される（例えば、指定される）連絡先であ

30

る。ブロック４６０４において、デバイスは、１つ以上の条件を検出したことに応じて、
少なくとも１つのマイクロフォンを用いて音声記録を生成する。ブロック４６０６におい
て、デバイスは、音声記録が拒否基準を満たすかどうかを判定する。ブロック４６０８に
おいて、デバイスは、拒否基準が満足されないとの判定に従って、音声記録を、指定され
た連絡先へ送信する。ブロック４６１０において、デバイスは、拒否基準が満足されると
の判定に従って、音声記録を、指定された連絡先へ送信することを見送る。
【０３４０】
有利には、プロセス４６００は、誤ったメッセージの送信を削減することができる。進
行中の音声記録を拒否基準について監視することによって、デバイスは、ユーザがうっか
り音声記録を作動させてしまったか、又は記録中に気が変わったと都合良く判定する。こ

40

れは、メッセージングシステムに対する顧客の満足を改善する効果を有する。ユーザイン
タフェースの効率の増大、及び誤った音声動作の発生及び持続時間の低減はどちらも、デ
バイスによるエネルギー使用を低減する。これは、エネルギー使用の低減によってバッテ
リ寿命が増大するバッテリ駆動デバイスのために特に重要である。
【０３４１】
ブロック４６０２内の１つ以上の条件は、以上においてプロセス４０００（図４０）に
関してより詳細に説明された、持ち上げジェスチャなどの、デバイスのコンテクストの変
化若しくはユーザ入力、又はディスプレイ上にマルチメディアメッセージングアプリケー
ションを表示させるなどするメッセージングコンテクスト内にある間における他の入力を
任意選択的に含む。
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【０３４２】
いくつかの実施形態では、ブロック４６０６内の拒否基準は、音声記録の持続時間が所
定の持続時間（例えば、１５秒）を超えると満たされる。この特徴は、ユーザが気をそら
している時に、音声記録を送信することを有利に抑止する。
【０３４３】
図４７Ａ〜図４７Ｄは、プロセス４６００のブロック４６０６（図４６）内の任意選択
的なサブプロセスを示すフロー図である。図４７Ａを参照すると、いくつかの実施形態で
は、任意選択的なプロセス４７０２がプロセス４６００のブロック４６０６（図４６）に
おいて実行される。ブロック４７０２において、デバイスは、発話が音声記録内に存在す
るかどうかを検出する。拒否基準は、音声記録が、閾値量より多くを含まないと判定され

10

ると、満たされる。閾値量は、任意選択的に、絶対量、又は百分率などの相対量である。
いくつかの実施形態では、閾値量は、短時間エネルギー及びゼロ交差率などの、エネルギ
ー閾値である。いくつかの実施形態では、閾値量は発話モデルに基づく。いくつかの実施
形態では、拒否基準は、（ノイズフィルタ閾値を上回る）音が検出されない場合に満たさ
れる。
【０３４４】
次に、デバイスの位置に基づく拒否基準に注目する。いくつかの実施形態では、拒否基
準は、電子デバイスが音源から距離閾値以内にあると満たされる。任意選択的に、デバイ
スは、デバイスの近接センサ（例えば、デバイス１００の近接センサ１６６）がデバイス
の距離閾値以内においてオブジェクトを検出したかどうかを判定することによって、電子

20

デバイスが距離閾値以内にあるかどうかを判定する。
【０３４５】
図４７Ｂを参照すると、いくつかの実施形態では、任意選択的なプロセス４７０４がプ
ロセス４６００のブロック４６０６（図４６）において実行される。ブロック４７０４に
おいて、デバイスは、第１のマイクロフォン及び第２のマイクロフォンによってキャプチ
ャされた信号を組み合わせることによって作り出された波形を分析することによって、電
子デバイスが音源の距離閾値以内にあるかどうかを判定する（例えば、ビーム形成を用い
、形成されたビームにおけるベース減衰を評価する。評価は、任意選択的に、近接場ビー
ムの等化に基づく）。デバイスが距離閾値以内にない場合には、ブロック４７０４（及び
それゆえ、ブロック４６０６）は「いいえ」の出力を生じ、処理は、デバイスが、進行中

30

である記録を終了するブロック４６１０へ進む。デバイスが距離閾値以内にある場合には
、ブロック４７０４は「はい」の結果を与え、ブロック４６０４内の他の要求も満たされ
る場合には、このとき、処理は、デバイスが、メッセージを記録し、記録されたメッセー
ジを送信することを任意選択的に継続する、ブロック４６０８へ進む。
【０３４６】
図４７Ｃを参照すると、いくつかの実施形態では、任意選択的なプロセス４７０６がプ
ロセス４６００のブロック４６０６（図４６）において実行される。ブロック４７０６に
おいて、デバイスは、少なくとも１つのマイクロフォンにおける音圧レベルが音圧レベル
閾値を超えるかどうかを判定することによって、電子デバイスが距離閾値以内にあるかど
うかを判定する。いくつかの実施形態では、音圧レベル閾値は、電子デバイスによって以

40

前に検出された音圧レベルの関数（例えば、囁き、大声の発話、静かな発話、普通の調子
などのための時間的平均基準レベル）に基づく。デバイスが距離閾値以内にない場合には
、ブロック４７０６（及びそれゆえ、ブロック４６０６）は「いいえ」の出力を生じ、処
理は、デバイスが、進行中である記録を終了するブロック４６１０へ進む。デバイスが距
離閾値以内にある場合には、ブロック４７０６は「はい」の結果を与え、ブロック４６０
４内の他の要求も満たされる場合には、このとき、処理は、デバイスが、メッセージを記
録し、記録されたメッセージを送信することを継続してもよい、ブロック４６０８へ進む
。
【０３４７】
図４７Ｄを参照すると、いくつかの実施形態では、任意選択的なプロセス４７０８がプ
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ロセスのブロック４６０６（図４６）において実行される。ブロック４７０８において、
デバイスは、音圧レベルを、少なくとも１つのマイクロフォンによって検出された残響レ
ベルと比較すること（例えば、残響エネルギーに対する直接発話エネルギーの比を算出し
、その比を閾値と比較すること）によって、電子デバイスが距離閾値以内にあるかどうか
を判定する。比が遠距離場音響特性を指示する場合には、処理は、デバイスが、進行中で
ある記録を終了するブロック４６１０へ進む。比が近距離場音響特性を指示する場合には
、かつ、ブロック４６０４内の他の要求も満たされる場合には、このとき、処理は、デバ
イスが、メッセージを記録し、記録されたメッセージを送信することを継続してもよい、
ブロック４６０８へ進む。
【０３４８】

10

本明細書における説明は主として音声動作に関して提供されているが、上述のシステム
及び方法は他の動作に拡張されることができることを理解されたい。例えば、電話の位置
を判定することは、他のアプリケーション内で利用されることができ、電話がユーザの近
くにあるのか、それともユーザから遠く離れているのかに関する情報を提供するためのプ
ラットフォームサービスとして提示されることができる。このような情報は、例えば、呼
び出し音の音量を設定するために用いることができる。
【０３４９】
いくつかの実施形態では、拒否基準は電子デバイスの向きに基づく。いくつかの実施形
態では、電子デバイスは、デバイスの表面上に位置付けられたスピーカ（例えば、デバイ
ス１００のスピーカ１１１）を含み、拒否基準は、表面が（例えば、重力に対して）下を

20

向いていると満たされる。いくつかの実施形態では、電子デバイスは受話口を含み、拒否
基準は、マイクロフォンが（例えば、重力に対して）受話口の上方に位置付けられている
と満たされる。
【０３５０】
いくつかの実施形態では、拒否基準は、電子デバイスの特有運動が閾値を超えると満た
される。特有運動は、経時的な（平均の）ジャイロスコープ及び／又は加速度計出力、ピ
ーク運動、運動の持続時間、又は運動の繰り返し（袖の上で電話を拭くことなど）を任意
選択的に含む。
【０３５１】
いくつかの実施形態では、音声記録が拒否基準を満たすかどうかを判定することは、音
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声記録を、指定された連絡先へ送信せよとの要求として解釈される１つ以上の条件を検出
したことに応じるものである。いくつかの実施形態では、判定は、音声を記録した後に（
例えば、短時間の音声区間が記録された後に）実行される。いくつかの実施形態では、判
定は、音声を記録している間に（例えば、ユーザが音声を記録しているつもりでない時に
、長い音声区間の記録を終了するために）実行される。
【０３５２】
図４８Ａ〜図４８Ｂは、いくつかの実施形態における、プロセス４６００のブロック４
６１０（図４６）内の任意選択的なサブプロセスを示すフロー図である。図４８Ａを参照
すると、任意選択的なプロセス４８０２がプロセス４６００のブロック４６１０（図４６
）において実行されてもよい。ブロック４８０２において、音声記録が拒否基準を満足す
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ると、デバイスは、音声記録を含む暫定メッセージの表現、及び送信アフォーダンスを同
時に表示する。（この態様は図２２Ｄにおけるデバイス１００上に示されている。）送信
アフォーダンスのユーザ選択を検出すると、デバイスは暫定メッセージを、指定された連
絡先へ送信する。
【０３５３】
図４８Ｂを参照すると、いくつかの実施形態では、任意選択的なプロセス４８０４〜４
８０８がプロセス４６００のブロック４６１０（図４６）において実行される。ブロック
４８０４（図４８Ｂ）において、音声記録が拒否基準を満足すると、デバイスは、１つ以
上の条件を検出したこと（例えば、ユーザ入力を受信するか、又は音声を記録することを
開始したこと）と、音声記録が拒否基準を満足すると判定したこととの間の経過時間が時
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間閾値を超えるかどうかを判定する。ブロック４８０６において、デバイスは、経過時間
が時間閾値を超えるとの判定に従って、音声記録を含む暫定メッセージの表現（例えば、
図２２Ｄにおけるデバイス１００のユーザインタフェース）を表示する。ブロック４８０
８において、デバイスは、経過時間が時間閾値を超えないとの判定に従って、暫定メッセ
ージの表現を表示することなく、音声記録を削除する。例えば、音声を記録することを開
始した後に間もなく、又は音声を記録することを終えた後に間もなく、音声メッセージの
記録が誤りであると判定された場合には、このとき、音声メッセージは削除され、ユーザ
は、暫定音声メッセージを表示することに煩わされない。この場合には、記録が誤って開
始された可能性が高く、本実施形態は、おそらく意図されたものでない記録でユーザを煩
わせる必要を無くす。しかし、音声を記録した後、又は音声を記録することを開始した後

10

、閾値時間を超えてから、音声メッセージの記録が誤りであると判定された場合には、ユ
ーザを混乱させたり、イライラさせたりすることを回避するために、音声メッセージを、
ユーザによる送信のために利用可能である暫定案として保存する。
【０３５４】
プロセス４６００に関して上述されたプロセス（例えば、図４６〜図４８、図２１、及
び図２２）の詳細はまた、本明細書において説明されるプロセスにも、類似の様態で適用
可能であることに留意されたい。例えば、プロセス３３００、３４００、３５００、３６
００、３７００、３８００、３９００、４０００、及び４９００は、プロセス４６００を
参照して上述された様々なプロセスの特性のうちの１つ以上を含み得る。簡潔にするため
に、これらの詳細は他のプロセスの説明において繰り返されない。プロセス（方法）４６

20

００を参照して上述された様々な方法及び技法は、図５８に関して説明されるものなどの
、１つ以上のユニットとして任意選択的に実装されてもよい。
【０３５５】
図４９は、メディアをキャプチャし、送信するためのプロセス４９００を示すフロー図
である。プロセス４９００は、デバイス１００（図２）のような、ディスプレイとタッチ
感知面とを有する電子デバイスにおいて実行されてもよい。ブロック４９０２において、
デバイスは、ディスプレイ上に、メディアアフォーダンス、メッセージ作成フィールド、
及び参加者の間のメッセージ会話を表示する。会話はメッセージ領域内に表示される。ブ
ロック４９０４において、デバイスは、ディスプレイ上におけるメディアアフォーダンス
のロケーションに対応するタッチ感知面上のロケーションにおける接触を検出する。ブロ

30

ック４９０６において、接触を検出したことに応じて、デバイスはメッセージ作成フィー
ルド内にライブメディアプレビュを表示する。ブロック４９０８において、デバイスは接
触のリフトオフを検出する。ブロック４９１０において、リフトオフを検出したことに応
じて、デバイスは、ライブメディアプレビュに基づく新しい画像をキャプチャし、キャプ
チャされた画像をメッセージ会話の参加者へ送信する。任意選択的に、リフトオフを検出
したことに応じて、キャプチャされた画像を参加者へ送信する。任意選択的に、デバイス
は、メッセージを送信するための送信ボタンを表示する。送信ボタンに対応するロケーシ
ョンにおける接触を検出したことに応じて、キャプチャされたメディアを参加者へ送信す
る。任意選択的に、リフトオフを検出したことに応じて、メッセージ作成フィールド内に
、キャプチャされた画像の表現を表示する。デバイスは、メッセージ作成フィールド内に
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おける追加のコンテンツのユーザ入力を検出する。接触を検出したことに応じて、追加の
コンテンツ及びキャプチャされた画像を参加者へ送信する。任意選択的に、表示されたメ
ッセージ会話内に挿入された境界されたメッセージ区域内に、キャプチャされた画像のサ
ムネイル、及び追加のコンテンツを表示する。
【０３５６】
プロセス４９００に関して上述されたプロセス（例えば、図４９及び図１１Ｃ〜Ｇ）の
詳細はまた、本明細書において説明されるプロセスにも、類似の様態で適用可能であるこ
とに留意されたい。例えば、プロセス３３００、３４００、３５００、３６００、３７０
０、３８００、３９００、４０００、及び４６００は、プロセス４９００を参照して上述
された様々なプロセスの特性のうちの１つ以上を含み得る。簡潔にするために、これらの
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詳細は他のプロセスの説明において繰り返されない。プロセス（方法）４９００を参照し
て上述された様々な方法及び技法は、図５９に関して説明されるものなどの、１つ以上の
ユニットとして任意選択的に実装されてもよい。
【０３５７】
【０３５８】
図５０に示されるように、電子デバイス５０００は、ユーザインタフェースを表示する
ように構成された表示ユニット５００２と、接触を受けるように構成されたタッチ感知面
ユニット５００４と、表示ユニット５００２及びタッチ感知面ユニット５００４に結合さ
れた処理ユニット５００６と、を含む。いくつかの実施形態では、処理ユニット５００６
は、表示可能化ユニット５００８、検出ユニット５０１０、判定ユニット５０１２、送信
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ユニット５０１４、メディアキャプチャユニット５０１６、割り当てユニット５０１８、
及び受信ユニット５０２０を含む。
【０３５９】
処理ユニット５００６は、メディアアフォーダンス、及びメッセージ会話の参加者の間
で送信されたメッセージを表示するためのメッセージ領域の表示を（例えば、表示可能化
ユニット５００８を用いて）可能にすることと、表示ユニット５００２上におけるメディ
アアフォーダンスのロケーションに対応するタッチ感知面ユニット５００４上のロケーシ
ョンにおける接触を検出することを含む、タッチ感知面ユニット５００４上におけるジェ
スチャを（例えば、検出ユニット５０１０を用いて）検出することと、接触を検出したこ
とに応じて、ディスプレイ上における送信アフォーダンスの表示を（例えば、表示可能化
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ユニット５００８を用いて）可能にすることと、タッチ感知面ユニット５００４を横切る
接触の移動を検出すること、及びそれに続き、タッチ感知面からの接触のリフトオフを検
出することを含む、ジェスチャの続きを（例えば、検出ユニット５０１０を用いて）検出
することと、接触が、送信アフォーダンスのロケーションに対応するタッチ感知面ユニッ
ト上のロケーションへ移動したかどうかを（例えば、判定ユニット５０１２を用いて）判
定することと、接触が、送信アフォーダンスのロケーションに対応するタッチ感知面ユニ
ット上のロケーションへ移動したとの判定に従って、及びリフトオフを検出したことに応
じて、ジェスチャの少なくとも一部分に応じて（例えば、メディアキャプチャユニット５
０１６を用いて）キャプチャされたメディアをメッセージ会話の参加者へ（例えば、送信
ユニット５０１４を用いて）送信することと、をするように構成される。

30

【０３６０】
いくつかの実施形態では、接触及びそれに続く接触の移動は、タッチ感知面ユニット５
００４上における単一の連続した接触である。
【０３６１】
いくつかの実施形態では、処理ユニット５００６は、接触を検出したことに応じて、表
示ユニット５００２上におけるキャンセルアフォーダンスの表示を（例えば、表示可能化
ユニット５００８を用いて）可能にすることと、接触が、キャンセルアフォーダンスのロ
ケーションに対応するタッチ感知面ユニット５００４上のロケーションへ移動したかどう
かを（例えば、判定ユニット５０１２を用いて）判定することと、接触が、キャンセルア
フォーダンスのロケーションに対応するタッチ感知面ユニット上のロケーションへ移動し
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、それに続き、リフトオフが行われたとの判定に従って、キャプチャされたメディアを参
加者へ送信することを見送ることと、をするように更に構成される。
【０３６２】
いくつかの実施形態では、処理ユニット５００６は、リフトオフを（例えば、検出ユニ
ット５０１０を用いて）検出した後に、表示ユニットからの送信アフォーダンスの消去を
（例えば、表示可能化ユニット５００８を用いて）可能にするように更に構成される。
【０３６３】
いくつかの実施形態では、処理ユニット５００６は、接触が、表示ユニット５００２上
における送信アフォーダンスのロケーションに対応するタッチ感知面ユニット５００４上
のロケーションへ移動したとの判定に従って、及びリフトオフを検出したことに応じて、
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メディアを（例えば、メディアキャプチャユニット５０１６を用いて）キャプチャするこ
とと、メディアを参加者へ（例えば、送信ユニット５０１４を用いて）送信することと、
をするように更に構成される。
【０３６４】
いくつかの実施形態では、処理ユニット５００６は、接触を検出したことに応じて、メ
ディアをキャプチャすることを（例えば、メディアキャプチャユニット５０１６を用いて
）開始することと、接触が、表示ユニット５００２上における送信アフォーダンスのロケ
ーションに対応するタッチ感知面ユニット５００４上のロケーションへ移動したとの判定
に従って、及びリフトオフを検出したことに応じて、メディアをキャプチャすることを中
止することと、メディアを参加者へ（例えば、送信ユニット５０１４を用いて）送信する

10

ことと、をするように更に構成される。
【０３６５】
いくつかの実施形態では、処理ユニット５００６は、接触を検出したことに応じて、メ
ディアをキャプチャすることを（例えば、メディアキャプチャユニット５０１６を用いて
）開始することと、接触の移動を検出したことに応じて、メディアをキャプチャすること
を中止することと、接触が、表示ユニット５００２上における送信アフォーダンスのロケ
ーションに対応するタッチ感知面ユニット５００４上のロケーションへ移動したとの判定
に従って、及び接触が、送信アフォーダンスに対応するタッチ感知面ユニット上のロケー
ションにある間に、リフトオフを検出したことに応じて、メディアを参加者へ（例えば、
送信ユニット５０１４を用いて）送信することと、をするように更に構成される。

20

【０３６６】
いくつかの実施形態では、メディアは、マイクロフォンから受信された音声データであ
り、リフトオフは、表示ユニット上における送信アフォーダンスのロケーションに対応す
るタッチ感知面ユニット上のロケーションにおけるものであり、処理ユニット５００６は
、接触を検出したことに応じて、音声データをキャプチャすることを（例えば、メディア
キャプチャユニット５０１６を用いて）開始することと、接触が、表示ユニット５００２
上における送信アフォーダンスのロケーションに対応するタッチ感知面ユニット５００４
上のロケーションへ移動したとの判定に従って、及びリフトオフを検出したことに応じて
、音声データをキャプチャすることを中止することと、音声データを参加者へ（例えば、
送信ユニット５０１４を用いて）送信することと、をするように更に構成される。
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【０３６７】
いくつかの実施形態では、処理ユニット５００６は、表示ユニット５００２上における
メッセージ作成フィールドの表示を（例えば、表示可能化ユニット５００８を用いて）可
能にすることと、接触が、送信アフォーダンスのロケーションに対応するタッチ感知面ユ
ニット５００４上のロケーションへも、キャンセルアフォーダンスのロケーションに対応
するタッチ感知面上のロケーションへも移動しなかったとの判定に従って、及びリフトオ
フを検出したことに応じて、表示ユニット５００２上における、メッセージ作成フィール
ド内における画像の表示を可能にすることであって、画像は、キャプチャされたメディア
を表現する波形を有する、ことと、をするように更に構成される。
【０３６８】

40

いくつかの実施形態では、処理ユニット５００６は、リフトオフを検出したことに応じ
て、メディアアフォーダンスの表示の、キャプチャされたメディアを参加者へ（例えば、
送信ユニット５０１４を用いて）送信するための送信ボタンの表示との置換を（例えば、
表示可能化ユニット５００８を用いて）可能にするように更に構成される。
【０３６９】
いくつかの実施形態では、処理ユニット５００６は、タッチ感知面ユニット５００４上
における接触を（例えば、検出ユニット５０１０を用いて）検出したことに応じて、表示
ユニット５００２上におけるメディアプレビュの表示を（例えば、表示可能化ユニット５
００８を用いて）可能にすることと、リフトオフを検出した後に、表示ユニット上にメデ
ィアプレビュを表示することを中止することと、をするように更に構成される。
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【０３７０】
いくつかの実施形態では、処理ユニット５００６は、接触がメディアアフォーダンス上
で維持されている間に、表示ユニット５００２上における、視覚的に区別された領域の表
示を（例えば、表示可能化ユニット５００８を用いて）可能にすることであって、視覚的
に区別された領域はメディアアフォーダンス及び送信アフォーダンスを取り囲む、ことと
、接触の移動を検出したことに応じて、視覚的に区別された領域の表示を（例えば、表示
可能化ユニット５００８を用いて）拡大することと、をするように更に構成される。
【０３７１】
いくつかの実施形態では、処理ユニット５００６は、表示ユニット５００２上における
、参加者へのメッセージを入力するための仮想キーボードの表示を（例えば、表示可能化

10

ユニット５００８を用いて）可能にすることと、仮想キーボードの上方における、表示ユ
ニット５００２の特定の縁部に沿ったメディアアフォーダンスの表示を（例えば、表示可
能化ユニット５００８を用いて）可能にすることであって、表示された視覚的に区別され
た領域は特定の縁部によって部分的に境界される、ことと、をするように更に構成される
。
【０３７２】
いくつかの実施形態では、処理ユニット５００６は、表示ユニット５００２の隅部にお
けるメディアアフォーダンスの表示を（例えば、表示可能化ユニット５００８を用いて）
可能にすることであって、表示された視覚的に区別された領域は表示ユニットの２つの異
なる縁部によって部分的に境界される、ことをするように更に構成される。

20

【０３７３】
いくつかの実施形態では、タッチ感知面ユニット５００４はタッチ感知ディスプレイで
あり（例えば、タッチ感知面ユニット５００４は表示ユニット５００２の一部である）、
処理ユニット５００６は、メディアアフォーダンスにヒット領域を（例えば、割り当てユ
ニット５０１８を用いて）割り当てることであって、ヒット領域は、タッチ入力に応答す
る表示ユニットの区域であり、ヒット領域は、仮想キーボードが表示ユニット上に表示さ
れている時には、仮想キーボードが表示されていない時よりも大きなサイズを有する、こ
とをするように更に構成される。
【０３７４】
いくつかの実施形態では、処理ユニット５００６は、メディアアフォーダンス上におけ

30

る接触の持続時間を（例えば、判定ユニット５０１２を用いて）判定することと、接触の
持続時間が閾値持続時間未満であるとの判定に従って、表示ユニット５００２上における
、既存のメディアを、参加者へ送信するために選択するためのメディアセレクタユーザイ
ンタフェースの表示を（例えば、表示可能化ユニット５００８を用いて）可能にすること
と、をするように更に構成される。
【０３７５】
いくつかの実施形態では、処理ユニット５００６は、キャプチャされたメディアのメタ
データのセットを参加者へ送信することを抑止するべきであるかどうかのユーザ指定を（
例えば、受信ユニット５０２０を用いて）受信するように更に構成される。
【０３７６】

40

いくつかの実施形態では、メタデータは電子デバイスのロケーションの表現を含む。
【０３７７】
いくつかの実施形態では、メディアアフォーダンスは第１のメディアアフォーダンスで
あり、処理ユニット５００６は、表示ユニット５００２上における第２のメディアアフォ
ーダンスの表示を（例えば、表示可能化ユニット５００８を用いて）可能にするように更
に構成される。
【０３７８】
いくつかの実施形態では、第１のメディアアフォーダンスは、音声データをキャプチャ
するための音声キャプチャアフォーダンスであり、第２のメディアアフォーダンスは、ビ
デオ又は画像をキャプチャするための視覚メディアキャプチャアフォーダンスである。
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【０３７９】
いくつかの実施形態では、参加者へ送信されるメディアは満期基準に基づいて満期にな
る。
【０３８０】
図３３を参照して上述された動作は、図１Ａ〜図１Ｂ、図３、図５Ｂ、又は図５０に示
される構成要素によって任意選択的に実施される。例えば、表示可能化動作３３０２、検
出動作３３０４、及び／又は判定動作３３１０は、イベントソータ１７０、イベント認識
部１８０及びイベントハンドラ１９０によって任意選択的に実施される。イベントソータ
１７０内のイベントモニタ１７１は、タッチ感知ディスプレイ１１２上の接触を検出し、
イベントディスパッチャモジュール１７４は、イベント情報をアプリケーション１３６−

10

１に配布する。アプリケーション１３６−１のそれぞれのイベント認識部１８０は、イベ
ント情報をそれぞれのイベント定義１８６と比較し、タッチ感知面上におけるジェスチャ
が、ユーザインタフェース上のアフォーダンスの作動などの、既定のイベント又はサブイ
ベントに対応するかどうかを判定する。それぞれの既定のイベント又はサブイベントが検
出されると、イベント認識部１８０は、イベント又はサブイベントの検出に関連するイベ
ントハンドラ１９０をアクティブ化させる。イベントハンドラ１９０は、アプリケーショ
ン内部状態１９２を更新するために、データアップデーター１７６若しくはオブジェクト
アップデーター１７７を利用又は呼び出してもよい。いくつかの実施形態において、イベ
ントハンドラ１９０は、アプリケーションにより表示されるものを更新するためのそれぞ
れのＧＵＩアップデーター１７８にアクセスする。同様に、当業者にとって、他の処理が

20

、図１Ａ〜図１Ｂ、図３、図５Ｂ、又は図５０に示される構成要素に基づいてどのように
実施されることができるのかは明らかであろう。
【０３８１】
図５１に示されるように、電子デバイス５１００は、ユーザインタフェースを表示する
ように構成された表示ユニット５１０２と、接触を受けるように構成されたタッチ感知面
ユニット５１０４と、表示ユニット５１０２及びタッチ感知面ユニット５１０４に結合さ
れた処理ユニット５１０６と、を含む。いくつかの実施形態では、処理ユニット５１０６
は、表示可能化ユニット５１０８、検出ユニット５１１０、判定ユニット５１１２、送信
ユニット５１１４、メディアキャプチャユニット５１１６、及びメディア再生ユニット５
１１８を含む。

30

【０３８２】
処理ユニット５１０６は、表示ユニット５１０２上における、メディアアフォーダンス
、及びメッセージ会話の参加者の間で送信されたメッセージを表示するためのメッセージ
領域の表示を（例えば、表示可能化ユニット５１０８を用いて）可能にすることと、タッ
チ感知面ユニット５１０４上における第１の入力を（例えば、検出ユニット５１１０を用
いて）検出することであって、第１の入力は表示ユニット５１０２上におけるメディアア
フォーダンスのロケーションに対応する、ことと、第１の入力を検出したことに応じて、
表示ユニット５１０２上における記録アフォーダンス及び送信アフォーダンスの表示を（
例えば、表示可能化ユニット５１０８を用いて）可能にすることと、タッチ感知面ユニッ
ト５１０４上における第２の入力を（例えば、検出ユニット５１１０を用いて）検出する

40

ことであって、第２の入力は表示ユニット５１０２上における記録アフォーダンスのロケ
ーションに対応する、ことと、第２の入力を検出したことに応じて、ビデオを記録するこ
とを（例えば、メディアキャプチャユニット５１１６を用いて）開始することと、タッチ
感知面ユニット５１０４上における第３の入力を検出することであって、第３の入力は表
示ユニット５１０２上における送信アフォーダンスのロケーションに対応する、ことと、
第３の入力を検出したことに応じて、記録されたビデオを参加者へ（例えば、送信ユニッ
ト５１１４を用いて）送信することと、表示ユニット５１０２からの送信アフォーダンス
及び記録アフォーダンスの消去を（例えば、表示可能化ユニット５１０８を用いて）可能
にすることと、をするように構成される。
【０３８３】
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いくつかの実施形態では、第１の入力、第２の入力、及び第３の入力はタッチ感知面ユ
ニット５１０４上における３つの別個の接触である。
【０３８４】
いくつかの実施形態では、第１の入力はタッチ感知面ユニット５１０４上における接触
であり、第２の入力は、表示ユニット５１０２上におけるメディアアフォーダンスのロケ
ーションに対応するタッチ感知面ユニット５１０４上のロケーションから、表示ユニット
５１０２上における記録アフォーダンスのロケーションに対応するタッチ感知面ユニット
５１０４上のロケーションへの接触の移動を含むタッチ感知面ユニット５１０４上におけ
る接触の続きである。
【０３８５】

10

いくつかの実施形態では、第１の入力はタッチ感知面ユニット５１０４上における接触
であり、第２の入力はタッチ感知面５１０４ユニット上における別個の接触であり、第３
の入力は、表示ユニット５１０２上における記録アフォーダンスのロケーションに対応す
るタッチ感知面ユニット５１０４上のロケーションから、表示ユニット５１０２上におけ
る送信アフォーダンスのロケーションに対応するタッチ感知面ユニット５１０４上のロケ
ーションへの接触の移動を含むタッチ感知面ユニット５１０４上における別個の接触の続
きである。
【０３８６】
いくつかの実施形態では、処理ユニット５１０６は、第３の入力を検出したことに応じ
て、表示されたメッセージ会話内への記録されたビデオのサムネイル表現の挿入を（例え

20

ば、表示可能化ユニット５１０８を用いて）可能にするように更に構成される。
【０３８７】
いくつかの実施形態では、処理ユニット５１０６は、ビデオを記録している間に、第２
の接触のリフトオフを（例えば、検出ユニット５１１０を用いて）検出することと、リフ
トオフの後にビデオを記録することを（例えば、メディアキャプチャユニット５１１６を
用いて）継続することと、をするように更に構成される。
【０３８８】
いくつかの実施形態では、処理ユニット５１０６は、ビデオを記録している間に、第２
の接触のリフトオフを（例えば、検出ユニット５１１０を用いて）検出することと、リフ
トオフを検出したことに応じて、ビデオを記録することを中止することと、をするように

30

更に構成される。
【０３８９】
いくつかの実施形態では、処理ユニット５１０６は、リフトオフを検出したことに応じ
て、表示ユニット５１０２上における、記録アフォーダンスの表示の、ビデオを再生する
ための再生アフォーダンスの表示との置換を（例えば、表示可能化ユニット５１０８を用
いて）可能にすることであって、ビデオは参加者へまだ送信されていない、ことをするよ
うに更に構成される。
【０３９０】
いくつかの実施形態では、処理ユニット５１０６は、ビデオを記録している間に、表示
ユニット５１０２上における、記録されたビデオの時間的長さの指示の表示を（例えば、

40

表示可能化ユニット５１０８を用いて）可能にするように更に構成される。
【０３９１】
いくつかの実施形態では、表示されたメッセージ会話内への、キャプチャされたビデオ
のサムネイル表現の挿入を可能にすることは、表示ユニット５１０２上における、メッセ
ージ会話内における境界されたメッセージ区域の表示を（例えば、表示可能化ユニット５
１０８を用いて）可能にすることと、表示ユニット５１０２上における、境界されたメッ
セージ区域内における再生アフォーダンスの表示を（例えば、表示可能化ユニット５１０
８を用いて）可能にすることと、を含む。処理ユニット５１０６は、表示ユニット５１０
２上における再生アフォーダンスのロケーションに対応するタッチ感知面ユニット５１０
４上のロケーションにおける第５の接触を（例えば、検出ユニット５１１０を用いて）検
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出することと、第５の接触を検出したことに応じて、境界されたメッセージ区域の境界内
で、記録されたビデオを（例えば、メディア再生ユニット５１１８を用いて）再生するこ
とと、をするように更に構成される。
【０３９２】
いくつかの実施形態では、参加者へ送信される記録されたビデオは満期基準に基づいて
満期になる。
【０３９３】
図３４を参照して上述された動作は、図１Ａ〜図１Ｂ、図３、図５Ｂ、又は図５１に示
される構成要素によって任意選択的に実施される。例えば、表示可能化動作３４０２、３
４０６及び／又は検出動作３４０４、３４０８は、イベントソータ１７０、イベント認識

10

部１８０、及びイベントハンドラ１９０によって任意選択的に実施される。イベントソー
タ１７０内のイベントモニタ１７１は、タッチ感知ディスプレイ１１２又はその他の入力
コントロールデバイス１１６上の接触を検出し、イベントディスパッチャモジュール１７
４は、イベント情報をアプリケーション１３６−１へ配布する。アプリケーション１３６
−１のそれぞれのイベント認識部１８０は、イベント情報をそれぞれのイベント定義１８
６と比較し、ディスプレイロケーションに対応する第１の入力が、ユーザインタフェース
上のアフォーダンスの作動などの、既定のイベント又はサブイベントに対応するかどうか
を判定する。それぞれの既定のイベント又はサブイベントが検出されると、イベント認識
部１８０は、イベント又はサブイベントの検出に関連するイベントハンドラ１９０をアク
ティブ化させる。イベントハンドラ１９０は、アプリケーション内部状態１９２を更新す

20

るために、データアップデーター１７６若しくはオブジェクトアップデーター１７７を利
用又は呼び出してもよい。いくつかの実施形態において、イベントハンドラ１９０は、ア
プリケーションにより表示されるものを更新するためのそれぞれのＧＵＩアップデーター
１７８にアクセスする。同様に、当業者にとって、他の処理が、図１Ａ〜図１Ｂ、図３、
図５Ｂ、又は図５１に示される構成要素に基づいてどのように実施されることができるの
かは明らかであろう。
【０３９４】
図５２に示されるように、電子デバイス５２００は、ユーザインタフェースを表示する
ように構成された表示ユニット５２０２と、任意選択的に、接触を受けるように構成され
たタッチ感知面ユニット５２０４と、表示ユニット５２０２、及び、任意選択的に、タッ

30

チ感知面ユニット５２０４に結合された処理ユニット５２０６と、を含む。いくつかの実
施形態では、処理ユニット５２０６は、表示可能化ユニット５２０８、検出ユニット５２
１０、判定ユニット５２１２、送信ユニット５２１４、メディアキャプチャユニット５２
１６、及びメディア再生ユニット５２１８を含む。
【０３９５】
処理ユニット５２０６は、表示ユニット５２０２上における、メッセージ会話の第１の
参加者から受信された第１の音声メッセージの表現の表示を（例えば、表示可能化ユニッ
ト５２０８を用いて）可能にすることと、第１の音声メッセージを再生せよとの要求を（
例えば、検出ユニット５２１０を用いて）検出することと、要求を検出したことに応じて
、第１の音声メッセージを（例えば、メディア再生ユニット５２１８を用いて）再生する

40

ことと、第１の音声メッセージを再生した後に、デバイス５２００の持ち上げを（例えば
、検出ユニット５２１０を用いて）検出することと、デバイス５２００の持ち上げを検出
したことに応じて、第２の音声メッセージを（例えば、メディアキャプチャユニット５２
１６を用いて）記録することと、第２の音声メッセージを記録した後に、第２の音声メッ
セージを第１の参加者へ（例えば、送信ユニット５２１４を用いて）送信することと、を
するように構成される。
【０３９６】
いくつかの実施形態では、処理ユニット５２０６は、第２の音声メッセージを記録して
いる間に、デバイス５２００が降ろされたことを（例えば、検出ユニット５２１０を用い
て）検出することと、デバイスが降ろされたことを検出したことに応じて、第２の音声メ
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ッセージを記録することを中止することと、記録された第２の音声メッセージを第１の参
加者へ（例えば、送信ユニット５２１４を用いて）送信することと、をするように更に構
成される。
【０３９７】
いくつかの実施形態では、第１の音声メッセージを再生せよとの要求を検出することは
、第１の音声メッセージの表現が表示ユニット５２０２上に表示されている間に、デバイ
ス５２００の別個の持ち上げを検出することを含む。
【０３９８】
いくつかの実施形態では、処理ユニット５２０６は、第１の音声メッセージを再生した
後に、及び第２の音声メッセージを記録する前に、デバイス５２００が降ろされたことを

10

（例えば、検出ユニット５２１０を用いて）検出するように更に構成される。
【０３９９】
いくつかの実施形態では、第１の音声メッセージを再生せよとの要求を検出することは
、表示ユニット５２０２上における第１の音声メッセージの表示された表現のロケーショ
ンに対応するタッチ感知面ユニット５２０４上のロケーションにおける接触を検出するこ
とを含む。
【０４００】
いくつかの実施形態では、表示ユニット５２０２はタッチ感知表示ユニットであり、表
現の表示を可能にすることは、表示ユニット５２０２上における、受信されたメッセージ
を指示するアフォーダンスの表示を（例えば、表示可能化ユニット５２０８を用いて）可

20

能にすることと、表示されたアフォーダンス上におけるスワイプジェスチャを（例えば、
検出ユニット５２１０を用いて）検出することと、スワイプジェスチャを検出したことに
応じて、表示ユニット５２０２上における、デバイス５２００を持ち上げて第２の音声メ
ッセージを記録するようにユーザに教示する教示の表示を（例えば、表示可能化ユニット
５２０８を用いて）可能にすることと、を含む。
【０４０１】
いくつかの実施形態では、受信されたメッセージを指示するアフォーダンスは表示ユニ
ット５２０２上のロックスクリーン上に表示される。
【０４０２】
いくつかの実施形態では、処理ユニット５２０６は、スワイプジェスチャを検出したこ

30

とに応じて、表示ユニット５２０２上における、受信されたメッセージに返信するための
返信アフォーダンスの表示を（例えば、表示可能化ユニット５２０８を用いて）可能にす
ることと、返信アフォーダンスの選択を（例えば、検出ユニット５２１０を用いて）検出
することと、返信アフォーダンスの選択を検出したことに応じて、表示ユニット５２０２
上における、デバイス５２００を持ち上げて第２の音声メッセージを記録するようにユー
ザに教示する教示の表示を（例えば、表示可能化ユニット５２０８を用いて）可能にする
ことと、をするように更に構成される。
【０４０３】
いくつかの実施形態では、デバイス５２００を持ち上げて第２の音声メッセージを記録
するようにユーザに教示する教示は、表示ユニット５２０２上のメッセージ作成フィール

40

ド内に表示され、処理ユニット５２００は、表示ユニット５２０２上におけるメディアア
フォーダンスの表示を（例えば、表示可能化ユニット５２０８を用いて）可能にすること
と、表示ユニット５２０２上におけるメディアアフォーダンスのロケーションに対応する
タッチ感知面ユニット５２０４上のロケーションにおける接触を（例えば、検出ユニット
５２１０を用いて）検出することと、接触を検出したことに応じて、第２の音声メッセー
ジを（例えば、メディアキャプチャユニット５２１６を用いて）記録することと、第２の
音声メッセージを記録した後に、第２の音声メッセージを第１の参加者へ（例えば、送信
ユニット５２１４を用いて）送信することと、をするように更に構成される。
【０４０４】
いくつかの実施形態では、処理ユニット５２０６は、表示ユニット５２０２上における
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メッセージ入力フィールドのロケーションに対応するタッチ感知面ユニット５２０４上の
ロケーションにおける接触を（例えば、検出ユニット５２１０を用いて）検出することと
、メッセージ入力フィールドのロケーションに対応するタッチ感知面ユニット５２０４上
のロケーションにおける接触を検出したことに応じて、表示ユニット５２０２上における
仮想キーボードの表示を（例えば、表示可能化ユニット５２０８を用いて）可能にするこ
とと、をするように更に構成される。
【０４０５】
いくつかの実施形態では、第２の音声メッセージは満期基準に基づいて満期になる。
【０４０６】
図３５を参照して上述された動作は、図１Ａ〜図１Ｂ、図３、図５Ｂ、又は図５２に示

10

される構成要素によって任意選択的に実施される。例えば、検出動作３５０４、３５０８
は、加速度計１６８、イベントソータ１７０、イベント認識部１８０、及び／又はイベン
トハンドラ１９０によって任意選択的に実施される。イベントソータ１７０内のイベント
モニタ１７１は、デバイスの接触又は持ち上げによって表現された要求などの、要求を検
出し、イベントディスパッチャモジュール１７４は、イベント情報をアプリケーション１
３６−１へ配布する。アプリケーション１３６−１のそれぞれのイベント認識部１８０は
、イベント情報をそれぞれのイベント定義１８６と比較し、要求が、音声メッセージを再
生せよとの要求などの、既定のイベント又はサブイベントに対応するかどうかを判定する
。それぞれの既定のイベント又はサブイベントが検出されると、イベント認識部１８０は
、イベント又はサブイベントの検出に関連するイベントハンドラ１９０をアクティブ化さ

20

せる。イベントハンドラ１９０は、アプリケーション内部状態１９２を更新するために、
データアップデーター１７６若しくはオブジェクトアップデーター１７７を利用又は呼び
出してもよい。いくつかの実施形態では、イベントハンドラ１９０は、音声メッセージを
再生するためにオーディオ回路１１０にアクセスする。同様に、当業者にとって、他の処
理が、図１Ａ〜図１Ｂ、図３、図５Ｂ、又は図５２に示される構成要素に基づいてどのよ
うに実施されることができるのかは明らかであろう。
【０４０７】
図５３に示されるように、電子デバイス５３００は、ユーザインタフェースを表示する
ように構成された表示ユニット５３０２と、任意選択的に、接触を受けるように構成され
たタッチ感知面ユニット５３０４と、表示ユニット５３０２、及び、任意選択的に、タッ
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チ感知面ユニット５３０４に結合された処理ユニット５３０６と、を含む。いくつかの実
施形態では、処理ユニット５３０６は、表示可能化ユニット５３０８、検出ユニット５３
１０、判定ユニット５３１２、受信ユニット５３１４、及びメディア再生ユニット５３１
６を含む。
【０４０８】
処理ユニット５３０６は、時間インターバル以内に第１の参加者から複数のメッセージ
を（例えば、受信ユニット５３１４を用いて）受信することと、複数のメッセージがメッ
セージグループ化基準を満たすかどうかを（例えば、判定ユニット５３１２を用いて）判
定することと、をするように構成される。複数のメッセージがメッセージグループ化基準
を満たさないとの判定に従って、処理ユニット５３０６は、表示ユニット５３０２上にお

40

ける、複数のメッセージを表現する複数の別個の境界されたメッセージ区域の表示を（例
えば、表示可能化ユニット５３０８を用いて）可能にするように構成される。複数のメッ
セージがメッセージグループ化基準を満たすとの判定に従って、処理ユニット５３０６は
、表示ユニット５３０２上における、複数のメッセージを表現する、単一の、グループと
して境界されたメッセージ区域の表示を（例えば、表示可能化ユニット５３０８を用いて
）可能にするように構成される。
【０４０９】
いくつかの実施形態では、メッセージグループ化基準は、複数のメッセージ内のメッセ
ージの数が数値閾値を超えると満たされる基準を含む。
【０４１０】
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いくつかの実施形態では、メッセージグループ化基準は、複数のメッセージの互いの離
間間隔が閾値時間量未満であると満たされる基準を含む。
【０４１１】
いくつかの実施形態では、メッセージグループ化基準は、複数のメッセージが、連続し
て隣接するメッセージであると満たされる基準を含む。
【０４１２】
いくつかの実施形態では、連続して隣接するメッセージは、他の参加者からの介在受信
メッセージを全く伴うことなく単一の参加者から受信されたメッセージである。
【０４１３】
いくつかの実施形態では、連続して隣接するメッセージは、異なる種類の介在受信メッ

10

セージを全く伴うことなく受信された同じ種類のメッセージである。
【０４１４】
いくつかの実施形態では、連続して隣接するメッセージは、異なる読み取りステータス
を有する介在受信メッセージを全く伴わない、同じ読み取りステータスを有するメッセー
ジである。
【０４１５】
いくつかの実施形態では、複数のメッセージのうちのメッセージは音声メッセージであ
り、処理ユニットは、表示ユニット５３０２上における、境界されたメッセージ区域の内
部における、音声メッセージに対応する波形画像の表示を（例えば、表示可能化ユニット
５３０８を用いて）可能にすることであって、波形画像は、音声メッセージのコンテンツ

20

を表現する波形を有する、ことをするように更に構成される。
【０４１６】
いくつかの実施形態では、境界されたメッセージ区域の内部における波形画像の表示を
可能にすることは、初期色による波形の表示を可能にすることと、音声メッセージを再生
せよとの要求を（例えば、受信ユニット５３１４を用いて）受信することと、音声メッセ
ージを再生せよとの要求を受信したことに応じて、音声メッセージを（例えば、メディア
再生ユニット５３１６を用いて）再生することと、再生された音声メッセージの部分を指
示するために、再生中における波形の少なくとも一部分の色の変更を（例えば、表示可能
化ユニット５３０８を用いて）可能にすることと、を含む。
【０４１７】
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いくつかの実施形態では、処理ユニット５３０６は、音声メッセージの対応する部分が
（例えば、メディア再生ユニット５３１６によって）再生されるのに従って、波形の部分
の色の変更を可能にするように更に構成される。
【０４１８】
いくつかの実施形態では、グループ化された境界されたメッセージ区域は少なくとも２
つの音声メッセージを表現し、処理ユニット５３０６は、少なくとも２つの音声メッセー
ジを順次再生せよとの要求を（例えば、受信ユニット５３１４を用いて）受信することと
、要求を受信したことに応じて、少なくとも２つの音声メッセージを（例えば、メディア
再生ユニット５３１６を用いて）順次再生することと、をするように更に構成される。
【０４１９】

40

いくつかの実施形態では、少なくとも２つの音声メッセージを順次再生せよとの要求は
、デバイス５３００の持ち上げの検出を含む。
【０４２０】
いくつかの実施形態では、処理ユニット５３０６は、表示ユニット５３０２上における
、順次的な音声メッセージを再生するためのアフォーダンスの表示を（例えば、表示可能
化ユニット５３０８を用いて）可能にすることであって、少なくとも２つの音声メッセー
ジを順次再生せよとの要求を受信することは、アフォーダンス上における接触の（例えば
、検出ユニット５３１０を用いた）検出を含む、ことをするように更に構成される。
【０４２１】
いくつかの実施形態では、処理ユニット５３０６は、グループ化された境界されたメッ
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セージ区域の選択を（例えば、検出ユニット５３１０を用いて）検出することと、グルー
プ化された境界されたメッセージ区域の選択を検出したことに応じて、表示ユニット５３
０２上における、単一のグループ化された境界されたメッセージ区域の表示の、複数のメ
ッセージの複数の表現の表示との置換を（例えば、表示可能化ユニット５３０８を用いて
）可能にすることと、をするように更に構成される。
【０４２２】
いくつかの実施形態では、グループ化された境界されたメッセージ区域は、複数のメッ
セージのうちの第１のメッセージを表現するテキスト、及び複数のメッセージのうちの第
２のメッセージを表現する画像サムネイルを含み、処理ユニット５３０６は、表示された
画像サムネイルのロケーションに対応するタッチ感知面ユニット５３０４上のロケーショ

10

ンにおける接触を（例えば、検出ユニット５３１０を用いて）検出することと、表示され
た画像サムネイルに対応するロケーションにおける接触を検出したことに応じて、表示ユ
ニット５３０２上における、画像サムネイルによって表現された画像のより大きなバージ
ョンの表示を（例えば、表示可能化ユニット５３０８を用いて）可能にすることと、をす
るように更に構成される。
【０４２３】
いくつかの実施形態では、画像のより大きなバージョンを表示することは、画像をフル
スクリーン画像として表示することを含む。
【０４２４】
いくつかの実施形態では、グループ化された境界されたメッセージ区域は、複数のメッ
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セージのうちの第１のメッセージを表現するテキスト、及び複数のメッセージ内のビデオ
メッセージを表現する画像サムネイルを含み、処理ユニット５３０６は、表示された画像
サムネイルのロケーションに対応するタッチ感知面ユニット５３０４上のロケーションに
おける接触を（例えば、検出ユニット５３１０を用いて）検出することと、画像サムネイ
ルのロケーションに対応するタッチ感知面ユニット５３０４上のロケーションにおける接
触を検出したことに応じて、画像サムネイルによって表現されたビデオメッセージを（例
えば、メディア再生ユニット５３１６を用いて）再生することと、をするように更に構成
される。
【０４２５】
いくつかの実施形態では、ビデオメッセージを再生することは、ビデオメッセージをフ
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ルスクリーンモードで再生することを含む。
【０４２６】
いくつかの実施形態では、ビデオメッセージを再生することは、ビデオメッセージを、
グループ化された境界されたメッセージ区域内で再生することを含む。
【０４２７】
いくつかの実施形態では、グループ化された境界されたメッセージ区域は、複数のメッ
セージのうちの第１のメッセージを表現するテキスト、複数のメッセージ内の音声メッセ
ージを表現する波形画像を含み、処理ユニット５３０６は、表示ユニット５３０２上にお
ける、グループ化された境界されたメッセージ区域内における再生アフォーダンスの表示
を（例えば、表示可能化ユニット５３０８を用いて）可能にすることであって、再生アフ
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ォーダンスは波形画像に関連付けられている、ことと、表示されたグループ化された境界
されたメッセージ区域内における再生アフォーダンスのロケーションに対応するタッチ感
知面ユニット５３０４上のロケーションにおける接触を（例えば、検出ユニット５３１０
を用いて）検出することと、再生アフォーダンスのロケーションに対応するタッチ感知面
ユニット５３０４上のロケーションにおける接触を検出したことに応じて、波形画像によ
って表現された音声メッセージを（例えば、メディア再生ユニット５３１６を用いて）再
生することと、をするように更に構成される。
【０４２８】
図３６を参照して上述された動作は、図１Ａ〜図１Ｂ、図３、図５Ｂ、又は図５３に示
される構成要素によって任意選択的に実施される。例えば、受信動作３６０２、判定動作
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３６０４、及び／又は表示可能化動作３６０６は、周辺機器インタフェース１１８、イベ
ントソータ１７０、イベント認識部１８０、及びイベントハンドラ１９０によって任意選
択的に実施される。周辺機器インタフェース１１８はメッセージを受信し、イベントソー
タ１７０内のイベントモニタ１７１は、メッセージが受信されたというイベントを検出す
る。イベントディスパッチャモジュール１７４はイベント情報をアプリケーション１３６
−１へ配布する。アプリケーション１３６−１のそれぞれのイベント認識部１８０は、イ
ベント情報をそれぞれのイベント定義１８６と比較し、複数の受信されたメッセージが、
グループ化基準を満たすことなどの、既定のイベント又はサブイベントに対応するかどう
かを判定する。それぞれの既定のイベント又はサブイベントが検出されると、イベント認
識部１８０は、イベント又はサブイベントの検出に関連するイベントハンドラ１９０をア

10

クティブ化させる。イベントハンドラ１９０は、アプリケーション内部状態１９２を更新
するために、データアップデーター１７６若しくはオブジェクトアップデーター１７７を
利用又は呼び出してもよい。いくつかの実施形態において、イベントハンドラ１９０は、
アプリケーションにより表示されるものを更新するためのそれぞれのＧＵＩアップデータ
ー１７８にアクセスする。同様に、当業者にとって、他の処理が、図１Ａ〜図１Ｂ、図３
、図５Ｂ、又は図５３に示される構成要素に基づいてどのように実施されることができる
のかは明らかであろう。
【０４２９】
図５４に示されるように、電子デバイス５４００は、ユーザインタフェースを表示する
ように構成された表示ユニット５４０２と、表示ユニット５４０２に結合された処理ユニ
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ット５４０６と、を含む。いくつかの実施形態では、処理ユニット５４０６は、表示可能
化ユニット５４０８、検出ユニット５４１０、判定ユニット５４１２、受信ユニット５４
１４、キープユニット５４１６、保存ユニット５４１８、及び提供ユニット５４２０を含
む。
【０４３０】
処理ユニット５４０６は、第１のメッセージを（例えば、受信ユニット５４１４を用い
て）受信することと、表示ユニット５４０２上における第１のメッセージの表現の表示を
（例えば、表示可能化ユニット５４０８を用いて）可能にすることであって、第１のメッ
セージは満期基準の満足時に削除されるようにスケジュールされる、ことと、表示ユニッ
ト５４０２上における、第１のメッセージをキープするためのアフォーダンスの表示を（
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例えば、表示可能化ユニット５４０８を用いて）可能にすることと、アフォーダンスが満
期基準の満足前に選択されたとの（例えば、判定ユニット５４１２を用いた）判定に従っ
て、第１のメッセージを（例えば、キープユニット５４１６を用いて）キープすることと
、アフォーダンスの選択を検出することなく満期基準が満足されたとの判定に従って、表
示ユニット５４０２上における第１のメッセージの表現の表示を可能にすることを中止す
ることと、をするように構成される。
【０４３１】
いくつかの実施形態では、処理ユニット５４０６は、第２のメッセージを（例えば、受
信ユニット５４１４を用いて）受信することであって、第２のメッセージは満期基準に基
づいて削除されない、ことをするように更に構成される。

40

【０４３２】
いくつかの実施形態では、満期基準は時間インターバルに基づく。
【０４３３】
いくつかの実施形態では、満期基準は、第１のメッセージがメディアを包含するかどう
かに基づく。
【０４３４】
いくつかの実施形態では、満期基準は、メディアが、メッセージングアプリケーション
を用いてキャプチャされたかどうかに基づく。
【０４３５】
いくつかの実施形態では、第１のメッセージはメディアを包含し、時間インターバルは
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、メディアが再生された後の時間から開始して計測される。
【０４３６】
いくつかの実施形態では、第１のメッセージはメディアを包含し、時間インターバルは
、メディアが作成された時間からから開始して計測される。
【０４３７】
いくつかの実施形態では、第１のメッセージはメディアを包含し、処理ユニット５４０
６は、アフォーダンスが満期基準の満足前に選択されたとの判定に従って、メディアライ
ブラリ内にメディアを（例えば、保存ユニット５４１８を用いて）保存するように更に構
成される。
【０４３８】

10

いくつかの実施形態では、第１のメッセージはメディアを包含し、処理ユニット５４０
６は、メディアが、メッセージングアプリケーションを用いてキャプチャされたかどうか
を（例えば、判定ユニット５４１２を用いて）判定することと、メディアが、メッセージ
ングアプリケーションを用いてキャプチャされなかったとの判定に従って、メディアライ
ブラリにメディアを（例えば、保存ユニット５４１８を用いて）保存することと、をする
ように更に構成される。
【０４３９】
いくつかの実施形態では、第１のメッセージは第１の参加者から受信され、処理ユニッ
ト５４０６は、アフォーダンスが満期基準の満足前に選択されたとの判定に従って、第１
のメッセージがキープされたことの指示を第１の参加者に（例えば、提供ユニット５４２

20

０を用いて）提供するように更に構成される。
【０４４０】
いくつかの実施形態では、処理ユニット５４０６は、第１のメッセージが音声メッセー
ジであるかどうかを（例えば、判定ユニット５４１２を用いて）判定することと、第１の
メッセージが音声メッセージであるとの判定に従って、表示ユニット５４０２上における
、第１のメッセージをキープするためのアフォーダンスの表示を（例えば、表示可能化ユ
ニット５４０８を用いて）可能にすることと、をするように更に構成される。
【０４４１】
いくつかの実施形態では、第２のメッセージはテキストメッセージである。
【０４４２】

30

いくつかの実施形態では、満期基準は、テキストメッセージは満期にならないという基
準を含む。
【０４４３】
図３７を参照して上述された動作は、図１Ａ〜図１Ｂ、図３、図５Ｂ、又は図５４に示
される構成要素によって任意選択的に実施される。例えば、受信動作３７０２、表示可能
化動作３７０４、及び／又はキープ動作３７０８は、周辺機器インタフェース１１８、イ
ベントソータ１７０、イベント認識部１８０、及びイベントハンドラ１９０によって任意
選択的に実施される。周辺機器インタフェース１１８はメッセージを受信し、イベントソ
ータ１７０内のイベントモニタ１７１は、メッセージが受信されたというイベントを検出
する。イベントソータ１７０内のイベントモニタ１７１は、タッチ感知ディスプレイ１１

40

２上の接触を検出し、イベントディスパッチャモジュール１７４は、イベント情報をアプ
リケーション１３６−１へ配布する。アプリケーション１３６−１のそれぞれのイベント
認識部１８０は、イベント情報をそれぞれのイベント定義１８６と比較し、選択が、ユー
ザインタフェース上のアフォーダンスの作動又は選択などの、既定のイベント又はサブイ
ベントに対応するかどうかを判定する。それぞれの既定のイベント又はサブイベントが検
出されると、イベント認識部１８０は、イベント又はサブイベントの検出に関連するイベ
ントハンドラ１９０をアクティブ化させる。イベントハンドラ１９０は、アプリケーショ
ン内部状態１９２を更新するために、データアップデーター１７６若しくはオブジェクト
アップデーター１７７を利用又は呼び出してもよい。いくつかの実施形態において、イベ
ントハンドラ１９０は、アプリケーションにより表示されるものを更新するためのそれぞ
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れのＧＵＩアップデーター１７８にアクセスする。同様に、当業者にとって、他の処理が
、図１Ａ〜図１Ｂ、図３、図５Ｂ、又は図５４に示される構成要素に基づいてどのように
実施されることができるのかは明らかであろう。
【０４４４】
図５５に示されるように、電子デバイス５５００は、ユーザインタフェースを表示する
ように構成された表示ユニット５５０２と、任意選択的に、接触を受けるように構成され
たタッチ感知面ユニット５５０４と、表示ユニット５５０２、及び、任意選択的に、タッ
チ感知面ユニット５５０４に結合された処理ユニット５５０６と、を含む。いくつかの実
施形態では、処理ユニット５５０６は、表示可能化ユニット５５０８、検出ユニット５５
１０、判定ユニット５５１２、受信ユニット５５１４、提供ユニット５５１６、追加ユニ

10

ット５５１８、送信ユニット５５２０、及び挿入ユニット５５２２を含む。
【０４４５】
処理ユニット５５０６は、表示ユニット５５０２上における、メッセージ会話の第１の
参加者と第２の参加者との間で送信されたメッセージを表示するためのメッセージ領域の
表示を（例えば、表示可能化ユニット５５０８を用いて）可能にすることと、表示ユニッ
ト５５０２上における、第１の参加者のロケーションを、このロケーションが少なくとも
所定の期間にわたって変化する際に、第２の参加者と共有するためのロケーション共有ア
フォーダンスの表示を（例えば、表示可能化ユニット５５０８を用いて）可能にすること
と、ロケーション共有アフォーダンスの選択を（例えば、検出ユニット５５１０を用いて
）検出することと、ロケーション共有アフォーダンスの選択を検出したことに応じて、少

20

なくとも所定の期間中に、第２の参加者に、第２の参加者が第１の参加者の現在のロケー
ションを判定することを可能にする情報を（例えば、提供ユニット５５１６を用いて）提
供することと、をするように構成される。
【０４４６】
いくつかの実施形態では、処理ユニット５５０６は、第２の参加者から、第１の外部デ
バイスのロケーションを動的に指示するロケーション情報を（例えば、受信ユニット５５
１４を用いて）受信することと、表示ユニット５５０２上における、地図上における電子
デバイスのロケーション及び第１の外部デバイスのロケーションの表示を（例えば、表示
可能化ユニット５５０８を用いて）可能にすることと、をするように更に構成される。
【０４４７】

30

いくつかの実施形態では、処理ユニット５５０６は、メッセージ会話に第３の参加者を
（例えば、追加ユニット５５１８を用いて）追加することと、第３の参加者から、第２の
外部デバイスのロケーションを指示するロケーション情報を（例えば、受信ユニット５５
１４を用いて）受信することと、表示ユニット上における、地図上における第２の外部デ
バイスのロケーションの表示を（例えば、表示可能化ユニット５５０８を用いて）可能に
することと、をするように更に構成される。
【０４４８】
いくつかの実施形態では、処理ユニット５５０６は、ロケーション共有アフォーダンス
に対応するロケーションにおける接触の選択を検出したことに応じて、表示ユニット５５
０２上における、少なくとも２つの所定の期間に対応する少なくとも２つのアフォーダン

40

スの表示を（例えば、表示可能化ユニット５５０８を用いて）可能にすることと、表示ユ
ニット５５０２上における少なくとも２つのアフォーダンスのうちの１つロケーションに
対応するタッチ感知面ユニット５５０４上のロケーションにおける接触を（例えば、検出
ユニット５５１０を用いて）検出することと、表示ユニット上における少なくとも２つの
アフォーダンスのうちの１つのロケーションに対応するタッチ感知面ユニット上のロケー
ションにおける接触を検出したことに応じて、少なくとも２つのアフォーダンスのうちの
１つに対応する所定の期間中に、第２の参加者に、第２の参加者が第１の参加者の現在の
ロケーションを判定することを可能にする情報を（例えば、提供ユニット５５１６を用い
て）提供することと、をするように更に構成される。
【０４４９】
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いくつかの実施形態では、処理ユニット５５０６は、表示ユニット５５０２上における
、ロケーションが共有されることになる残りの時間量の指示の表示を（例えば、表示可能
化ユニット５５０８を用いて）可能にするように更に構成される。
【０４５０】
いくつかの実施形態では、処理ユニット５５０６は、表示ユニット５５０２上における
、第２の参加者に情報を提供することを中止するためのアフォーダンスの表示を（例えば
、表示可能化ユニット５５０８を用いて）可能にするように更に構成される。
【０４５１】
いくつかの実施形態では、処理ユニット５５０６は、表示ユニット５５０２上における
、メッセージ会話と一緒の、詳細アフォーダンスの表示を（例えば、表示可能化ユニット

10

５５０８を用いて）可能にすることと、表示ユニット５５０２上における詳細アフォーダ
ンスのロケーションに対応するタッチ感知面ユニット５５０４上のロケーションにおける
接触を（例えば、検出ユニット５５１０を用いて）検出することと、表示ユニット５５０
２上における詳細アフォーダンスのロケーションに対応するタッチ感知面ユニット５５０
４上のロケーションにおける接触を検出したことに応じて、表示ユニット５５０２上にお
ける、自分たちのロケーションを共有したメッセージ会話の２人以上の参加者のロケーシ
ョンを示す地図の表示を（例えば、表示可能化ユニット５５０８を用いて）可能にするこ
とと、をするように更に構成される。
【０４５２】
いくつかの実施形態では、処理ユニット５５０６は、表示ユニット５５０２上における
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、自分たちのロケーションを共有したメッセージ会話の２人以上の参加者を特定する情報
の表示を（例えば、表示可能化ユニット５５０８を用いて）可能にするように更に構成さ
れる。
【０４５３】
いくつかの実施形態では、処理ユニット５５０６は、２人以上の参加者に、メッセージ
会話から２人以上の参加者のうちの参加者を消去するための選択肢を（例えば、提供ユニ
ット５５１６を用いて）提供するように更に構成される。
【０４５４】
いくつかの実施形態では、処理ユニット５５０６は、２人以上の参加者に、メッセージ
会話に新しい参加者を追加するための選択肢を（例えば、提供ユニット５５１６を用いて

30

）提供するように更に構成される。
【０４５５】
いくつかの実施形態では、メッセージ会話は名前を有し、処理ユニット５５０６は、２
人以上の参加者に、メッセージ会話の名前を変更するための選択肢を（例えば、提供ユニ
ット５５１６を用いて）提供するように更に構成される。
【０４５６】
いくつかの実施形態では、地図はメッセージ会話内の特定のメッセージに関連付けられ
ない。
【０４５７】
いくつかの実施形態では、表示ユニット５５０２上における、地図の表示されたロケー
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ションに対応するロケーションにおいてタッチ感知面ユニット５５０４をタップすること
は、地図アプリケーションを立ち上げ、地図アプリケーションは、地図上に表示されたロ
ケーションへの道順を取得するための選択肢を提供する。
【０４５８】
いくつかの実施形態では、第２の参加者に情報を（例えば、提供ユニット５５１６を用
いて）提供することは、第２の参加者によって使用されている遠隔の電子デバイスに、自
分たちのロケーションを共有するように第２の参加者に促させる。
【０４５９】
いくつかの実施形態では、処理ユニット５５０６は、表示ユニット５５０２上における
、第１の参加者の静的ロケーション情報を第２の参加者へ（例えば、送信ユニット５５２

50

(86)

JP 6286615 B2 2018.2.28

０を用いて）送信するためのロケーション送信アフォーダンスの表示を（例えば、表示可
能化ユニット５５０８を用いて）可能にすることであって、静的ロケーション情報はデバ
イスのロケーションに従って更新されない、ことと、ロケーション送信アフォーダンスの
選択を（例えば、検出ユニット５５１０を用いて）検出することと、ロケーション送信ア
フォーダンスの選択を検出したことに応じて、静的ロケーション情報を第２の参加者へ（
例えば、送信ユニット５５２０を用いて）送信することと、をするように更に構成される
。
【０４６０】
いくつかの実施形態では、静的ロケーション情報を送信することは、メッセージ会話内
に、静的ロケーション情報を含む静的地図を（例えば、挿入ユニット５５２２を用いて）

10

挿入することを含む。
【０４６１】
いくつかの実施形態では、静的地図はメッセージ会話内の特定のメッセージに関連付け
られない。
【０４６２】
いくつかの実施形態では、静的地図をタップすることは地図アプリケーションを立ち上
げ、地図アプリケーションは、静的地図上に表示されたロケーション情報への道順を取得
するための選択肢を提供する。
【０４６３】
図３８を参照して上述された動作は、図１Ａ〜図１Ｂ、図３、図５Ｂ、又は図５５に示

20

される構成要素によって任意選択的に実施される。例えば、表示可能化動作３８０２、検
出動作３８０６、及び／又は提供動作３８０８は、イベントソータ１７０、イベント認識
部１８０、イベントハンドラ１９０、及び周辺機器インタフェース１１８によって任意選
択的に実施される。イベントソータ１７０内のイベントモニタ１７１は、タッチ感知ディ
スプレイ１１２上の接触を検出し、イベントディスパッチャモジュール１７４は、イベン
ト情報をアプリケーション１３６−１に配布する。アプリケーション１３６−１のそれぞ
れのイベント認識部１８０は、イベント情報をそれぞれのイベント定義１８６と比較し、
タッチ感知面上における接触が、ユーザインタフェース上のアフォーダンスの作動などの
、既定のイベント又はサブイベントに対応するかどうかを判定する。それぞれの既定のイ
ベント又はサブイベントが検出されると、イベント認識部１８０は、イベント又はサブイ

30

ベントの検出に関連するイベントハンドラ１９０をアクティブ化させる。イベントハンド
ラ１９０は、アプリケーション内部状態１９２を更新するために、データアップデーター
１７６若しくはオブジェクトアップデーター１７７を利用又は呼び出してもよい。いくつ
かの実施形態では、イベントハンドラ１９０は、アプリケーションによって表示されるも
のを更新するために、それぞれのＧＵＩアップデーター１７８にアクセスするか、又はデ
ータを外部デバイスに提供するために、周辺機器インタフェース１１８にアクセスする。
同様に、当業者にとって、他の処理が、図１Ａ〜図１Ｂ、図３、図５Ｂ、又は図５５に示
される構成要素に基づいてどのように実施されることができるのかは明らかであろう。
【０４６４】
図５６に示されるように、電子デバイス５６００は、ユーザインタフェースを表示する
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ように構成された表示ユニット５６０２と、任意選択的に、接触を受けるように構成され
たタッチ感知面ユニット５６０４と、表示ユニット５６０２、及び、任意選択的に、タッ
チ感知面ユニット５６０４に結合された処理ユニット５６０６と、を含む。いくつかの実
施形態では、処理ユニット５６０６は、表示可能化ユニット５６０８、検出ユニット５６
１０、判定ユニット５６１２、受信ユニット５６１４、選択ユニット５６１６、追加ユニ
ット５６１８、挿入ユニット５６２０、命令ユニット５６２２、送信ユニット５６２４、
及びキャプチャユニット５６２６を含む。
【０４６５】
処理ユニット５６０６は、表示ユニット５６０２上における、メッセージ会話を表示す
るためのメッセージ領域の表示を（例えば、表示可能化ユニット５６０８を用いて）可能
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にすることと、メッセージ会話にメディアを追加せよとの要求を（例えば、受信ユニット
５６１４を用いて）受信することと、要求を受信したことに応じて、表示ユニット５６０
２上における、メッセージ会話の少なくとも一部分と同時のメディア選択インタフェース
の表示を（例えば、表示可能化ユニット５６０８を用いて）可能にすることであって、メ
ディア選択インタフェースは、メディアをメッセージ会話への追加のために選択するため
の複数のアフォーダンスを含み、複数のアフォーダンスの少なくともサブセットは、メッ
セージ会話に追加するために利用可能なメディアのサムネイル表現を含む、ことと、複数
のアフォーダンスからのそれぞれのアフォーダンスの選択を（例えば、検出ユニット５６
１０を用いて）検出することと、それぞれのアフォーダンスの選択を検出したことに応じ
て、対応するメディアをメッセージ会話への追加のために（例えば、選択ユニット５６１

10

６を用いて）選択することと、をするように構成される。
【０４６６】
いくつかの実施形態では、処理ユニット５６０６は、それぞれのアフォーダンスの選択
を検出したことに応じて、メッセージ会話にメディアを（例えば、追加ユニット５６１８
を用いて）追加するように更に構成される。
【０４６７】
いくつかの実施形態では、処理ユニット５６０６は、それぞれのアフォーダンスの選択
を検出したことに応じて、メッセージ作成フィールド内にメディアを（例えば、挿入ユニ
ット５６２０を用いて）挿入し、表示ユニット５６０２上における、メッセージ会話にメ
ッセージ作成フィールドのコンテンツを追加するための送信アフォーダンスの表示を（例
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えば、表示可能化ユニット５６０８を用いて）可能にするように更に構成される。
【０４６８】
いくつかの実施形態では、処理ユニット５６０６は、表示ユニット５６０２上における
メディア選択インタフェースのロケーションに対応するロケーションにおけるタッチ感知
面ユニット５６０４上のスワイプジェスチャを（例えば、検出ユニット５６１０を用いて
）検出することと、スワイプジェスチャを検出したことに応じて、表示ユニット５６０２
上における、複数のアフォーダンスのスクロールを（例えば、表示可能化ユニット５６０
８を用いて）可能にすることと、をするように更に構成される。
【０４６９】
いくつかの実施形態では、複数のアフォーダンスは、カメラロール内の最も最近取得さ

30

れた写真に対応する。
【０４７０】
いくつかの実施形態では、処理ユニット５６０６は、複数のアフォーダンスからのアフ
ォーダンスの選択を検出したことに応じて、表示ユニット５６０２上における、メディア
選択インタフェースのサイズの増大を（例えば、表示可能化ユニット５６０８を用いて）
可能にするように更に構成される。
【０４７１】
いくつかの実施形態では、処理ユニット５６０６は、表示ユニット５６０２上における
メディアアフォーダンスの表示を（例えば、表示可能化ユニット５６０８を用いて）可能
にすることであって、メッセージ会話にメディアを追加せよとの要求は、表示ユニット５

40

６０２上におけるメディアアフォーダンスのロケーションに対応するタッチ感知面ユニッ
ト５６０４上のロケーションにおける接触を含む、ことと、接触を検出したことに応じて
、接触の持続時間を（例えば、判定ユニット５６１２を用いて）判定することと、接触の
持続時間が閾値を超えないとの判定に従って、表示ユニット５６０２上における、カメラ
センサを用いて新しい画像をキャプチャするためのアフォーダンスの表示を（例えば、表
示可能化ユニット５６０８を用いて）可能にすることと、新しい画像をキャプチャするた
めのアフォーダンスが表示されている間に、タッチ感知面ユニット５６０４上におけるス
ワイプジェスチャを（例えば、検出ユニット５６１０を用いて）検出することと、スワイ
プジェスチャを検出したことに応じて、画像をキャプチャするようにカメラセンサに（例
えば、命令ユニット５６２２を用いて）命令することと、画像をメッセージ会話の参加者
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へ（例えば、送信ユニット５６２４を用いて）送信することと、をするように更に構成さ
れる。
【０４７２】
いくつかの実施形態では、メディア選択インタフェースの表示を可能にすることは、表
示ユニット５６０２上における第１のアフォーダンスのロケーションに対応するタッチ感
知面ユニット５６０４上のロケーションにおける接触を（例えば、検出ユニット５６１０
を用いて）検出することと、表示ユニット５６０２上における第１のアフォーダンスのロ
ケーションに対応するタッチ感知面ユニット５６０４上のロケーションにおける接触を検
出したことに応じて、対応するメディアを会話の参加者へ（例えば、送信ユニット５６２
４を用いて）送信することと、を含む。

10

【０４７３】
いくつかの実施形態では、メディア選択インタフェースの表示を可能にすることは、表
示ユニット上における、送信アフォーダンスの表示を（例えば、表示可能化ユニット５６
０８を用いて）可能にすることと、表示ユニット５６０２上における第１のアフォーダン
ス、第２のアフォーダンス、及び送信アフォーダンスのロケーションに対応するタッチ感
知面ユニット５６０４上のロケーションにおける接触を（例えば、検出ユニット５６１０
を用いて）検出することと、第１のアフォーダンス、第２のアフォーダンス、及び送信ア
フォーダンスのロケーションに対応するタッチ感知面ユニット５６０４上のロケーション
における接触を検出したことに応じて、対応する第１のメディア及び第２のメディアを会
話の参加者へ（例えば、送信ユニット５６２４を用いて）送信することと、を更に含む。

20

【０４７４】
いくつかの実施形態では、複数のアフォーダンスはライブプレビュアフォーダンスを含
み、処理ユニット５６０６は、表示ユニット５６０２上におけるライブプレビュアフォー
ダンスのロケーションに対応するタッチ感知面ユニット５６０４上のロケーションにおけ
る接触を（例えば、検出ユニット５６１０を用いて）検出することと、ライブカメラプレ
ビュのロケーションに対応するタッチ感知面ユニット５６０４上のロケーションにおける
接触を検出したことに応じて、ライブカメラプレビュに基づく新しい画像を（例えば、キ
ャプチャユニット５６２６を用いて）キャプチャすることと、新しい画像をメッセージ会
話への追加のために（例えば、選択ユニット５６１６を用いて）選択することと、をする
ように更に構成される。
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【０４７５】
いくつかの実施形態では、処理ユニット５６０６は、新しい画像を送信せよとの要求を
（例えば、検出ユニット５６１０を用いて）検出することと、要求に応じて、新しい画像
を第１の参加者へ（例えば、送信ユニット５６２４を用いて）送信することと、をするよ
うに更に構成される。
【０４７６】
図３９を参照して上述された動作は、図１Ａ〜図１Ｂ、図３、図５Ｂ、又は図５６に示
される構成要素によって任意選択的に実施される。例えば、表示可能化動作３９０２、３
９０６、受信動作３９０４、検出動作３９０８、及び／又は選択動作３９１０は、イベン
トソータ１７０、イベント認識部１８０、及びイベントハンドラ１９０、並びにその他の

40

入力コントロールデバイス１１６によって任意選択的に実施される。イベントソータ１７
０内のイベントモニタ１７１は、タッチ感知ディスプレイ１１２上の接触又はその他の入
力コントロールデバイス１１６からの異なるユーザ入力を検出し、イベントディスパッチ
ャモジュール１７４は、イベント情報をアプリケーション１３６−１へ配布する。アプリ
ケーション１３６−１のそれぞれのイベント認識部１８０は、イベント情報をそれぞれの
イベント定義１８６と比較し、接触又はその他の入力が、ユーザインタフェース上のアフ
ォーダンスの作動、又はその他のユーザ要求などの、既定のイベント又はサブイベントに
対応するかどうかを判定する。それぞれの既定のイベント又はサブイベントが検出される
と、イベント認識部１８０は、イベント又はサブイベントの検出に関連するイベントハン
ドラ１９０をアクティブ化させる。イベントハンドラ１９０は、アプリケーション内部状
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態１９２を更新するために、データアップデーター１７６若しくはオブジェクトアップデ
ーター１７７を利用又は呼び出してもよい。いくつかの実施形態において、イベントハン
ドラ１９０は、アプリケーションにより表示されるものを更新するためのそれぞれのＧＵ
Ｉアップデーター１７８にアクセスする。同様に、当業者にとって、他の処理が、図１Ａ
〜図１Ｂ、図３、図５Ｂ、又は図５６に示される構成要素に基づいてどのように実施され
ることができるのかは明らかであろう。
【０４７７】
図５７に示されるように、電子デバイス５７００は処理ユニット５７０２を含む。いく
つかの実施形態では、処理ユニット５７０２は、検出ユニット５７０４、判定ユニット５
７０６、開始ユニット５７０８、受信ユニット５７１０、提供ユニット５７１２、メディ

10

ア再生ユニット５７１４、及び記録ユニット５７１６を含む。
【０４７８】
処理ユニット５７０２は、電子デバイス５７００の運動、及び１つ以上の近接センサ測
定値に基づいてデバイスのコンテクストの変化を（例えば、検出ユニット５７０４を用い
て）検出することと、デバイスのコンテクストの変化を検出したことに応じて、デバイス
が音声動作基準を満たすかどうかを（例えば、判定ユニット５７０６を用いて）判定する
ことであって、音声動作基準は、電子デバイス５７００の運動が運動基準を満足し、１つ
以上の近接センサ測定値が近接基準を満足すると満たされる基準を含む、ことと、デバイ
スのコンテクストの変化が音声動作基準を満足するとの判定に従って、音声動作を（例え
ば、開始ユニット５７０８を用いて）開始することと、デバイスのコンテクストの変化が

20

音声動作基準を満足しないとの判定に従って、音声動作の開始を見送ることと、をするよ
うに構成される。
【０４７９】
いくつかの実施形態では、運動基準は所定の軌道を含む。
【０４８０】
いくつかの実施形態では、運動が運動基準を満足するかどうかを判定することは、運動
の終了、及び運動の終了時における電子デバイスの向きを判定することを含み、運動基準
は、電子デバイスが運動の終了時に所定の向きになっていないと、満たされる。
【０４８１】
いくつかの実施形態では、処理ユニット５７０２は、音声動作を開始した後に、電子デ
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バイスが所定の向きになっているかどうかを（例えば、判定ユニット５７０６を用いて）
判定することと、電子デバイスが所定の向きになっているとの判定に従って、音声動作を
終了することと、をするように更に構成される。
【０４８２】
いくつかの実施形態では、電子デバイスが所定の向きになっているとの判定は、運動が
運動基準を満足し、かつ１つ以上の近接センサ測定値が近接基準を満足するとの判定の所
定の時間インターバル以内に、電子デバイスが所定の向きになっているとの判定を更に含
む。
【０４８３】
いくつかの実施形態では、電子デバイス５７００はスピーカを更に含み、スピーカはデ

40

バイス５７００の表面上に位置付けられ、所定の向きにおいて、表面は下を向く。
【０４８４】
いくつかの実施形態では、電子デバイス５７００は受話口を更に備え、所定の向きにお
いて、マイクロフォンは受話口の上方に位置付けられる。
【０４８５】
いくつかの実施形態では、１つ以上の近接センサ測定値が近接基準を満足するかどうか
を判定することは、電子デバイスに近接したオブジェクトの検出を指示する近接センサ測
定値が、運動基準を満足する運動が検出された後の所定の時間インターバル以内に検出さ
れたかどうかを判定することを含む。
【０４８６】
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いくつかの実施形態では、処理ユニット５７０２は、音声動作を開始した後に、所定の
閾値を上回る電子デバイス５７００の特有運動を（例えば、検出ユニット５７０４を用い
て）検出することと、電子デバイスの特有運動が所定の閾値を上回ることを検出したこと
に応じて、音声動作を終了することと、をするように更に構成される。
【０４８７】
いくつかの実施形態では、音声動作は、新しいメッセージを記録することを含み、処理
ユニット５７０２は、メッセージが発話を含むかどうかを（例えば、判定ユニット５７０
６を用いて）判定することと、メッセージが発話を含まないとの判定に従って、新しいメ
ッセージの記録を終了することと、をするように更に構成される。
【０４８８】

10

いくつかの実施形態では、処理ユニットは、通信を（例えば、受信ユニット５７１０を
用いて）受信することと、通信を受信したことに応じて、及びデバイスのコンテクストの
変化を検出する前に、通信が受信されたことの指示を（例えば、提供ユニット５７１２を
用いて）提供することと、をするように更に構成される。
【０４８９】
いくつかの実施形態では、通信が受信されたことの指示を提供することは、メッセージ
ングアプリケーションを立ち上げることを含む。
【０４９０】
いくつかの実施形態では、通信は、デバイスによって再生されていない音声成分を有す
るメッセージを含み、音声動作は、メッセージの音声成分を（例えば、メディア再生ユニ

20

ット５７１４を用いて）再生することを含む。
【０４９１】
いくつかの実施形態では、処理ユニット５７０２は、メッセージが、デバイスのコンテ
クストの変化を検出する前の既定の時間インターバル以内に受信されたかどうかを（例え
ば、判定ユニット５７０６を用いて）判定するように更に構成され、メッセージの音声成
分を再生することは、メッセージが既定の時間インターバル以内に受信された場合には、
メッセージの音声成分を（例えば、メディア再生ユニット５７１４を用いて）再生するこ
とを含む。
【０４９２】
いくつかの実施形態では、通信はボイスメールメッセージを含み、音声動作は、ボイス
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メールメッセージの（例えば、メディア再生ユニット５７１４を用いた）再生を含む。
【０４９３】
いくつかの実施形態では、処理ユニット５７０２は、ボイスメールメッセージを再生し
た後に、電子デバイスのポンプ運動を（例えば、検出ユニット５７０４を用いて）検出す
ることであって、ポンプ運動は、下方への動き、及びそれに続く、上方への動きを含む、
ことと、電子デバイスのポンプ運動を検出したことに応じて、ボイスメールメッセージに
関連付けられた電話番号への電話通話を（例えば、開始ユニット５７０８を用いて）開始
することと、をするように更に構成される。
【０４９４】
いくつかの実施形態では、通信は、電話番号からの電話通話に対応するボイスメールメ
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ッセージを含み、処理ユニット５７０２は、デバイスのコンテクストの変化を検出する前
に、ボイスメールメッセージの少なくとも一部分を（例えば、メディア再生ユニット５７
１４を用いて）再生するように更に構成され、音声動作は、ボイスメールメッセージに対
応する電話番号への電話通話を（例えば、開始ユニット５７０８を用いて）開始すること
を含む。
【０４９５】
いくつかの実施形態では、通信は、音声成分を有するメッセージを含み、処理ユニット
５７０２は、デバイスのコンテクストの変化を検出する前に、メッセージの音声成分を（
例えば、メディア再生ユニット５７１４を用いて）再生することと、電子デバイスの運動
が、音声メッセージを再生した後の所定の時間インターバル以内に検出されたかどうかを
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（例えば、判定ユニット５７０６を用いて）判定することと、をするように更に構成され
、音声動作を開始することは、デバイスのコンテクストの変化が、メッセージの音声成分
が再生された時間から所定の時間インターバル以内に検出された場合には、新しいメッセ
ージのための音声を（例えば、記録ユニット５７１６を用いて）記録することを含む。
【０４９６】
いくつかの実施形態では、通信は、デバイスによって以前に再生された音声成分を有す
るメッセージを含み、音声動作は、新しいメッセージを（例えば、記録ユニット５７１６
を用いて）記録することを含む。
【０４９７】
いくつかの実施形態では、処理ユニット５７０２は、デバイスのコンテクストの変化を

10

検出する前に、電子デバイスが音声メッセージングコンテクスト内にあることを（例えば
、検出ユニット５７０４を用いて）検出することと、電子デバイスが音声メッセージング
コンテクスト内にある場合にのみ、デバイスのコンテクストの変化を（例えば、検出ユニ
ット５７０４を用いて）検出することと、をするように更に構成される。
【０４９８】
いくつかの実施形態では、音声動作を開始することは、音声再生基準が満たされたとの
判定に従って、受信された通信に対応する音声を（例えば、メディア再生ユニット５７１
４を用いて）再生することと、音声記録基準が満たされたとの判定に従って、受信された
通信への応答のための音声を記録することと、を含む。
【０４９９】

20

図４０〜図４５Ｃを参照して上述された動作は、図１Ａ〜図１Ｂ、図３、図５Ｂ、又は
図５７に示される構成要素によって任意選択的に実施される。例えば、検出動作４００２
、判定動作４００４、及び／又は開始動作４００６は、イベントソータ１７０、イベント
認識部１８０、イベントハンドラ１９０、近接センサ１６６、及び加速度計１６８によっ
て任意選択的に実施される。イベントソータ１７０内のイベントモニタ１７１は、近接セ
ンサ１６６及び／又は加速度計１６８などの、１つ以上のセンサからの測定値に基づいて
デバイスのコンテクストの変化を検出する。イベントディスパッチャモジュール１７４は
イベント情報をアプリケーション１３６−１へ配布する。アプリケーション１３６−１の
それぞれのイベント認識部１８０は、イベント情報をそれぞれのイベント定義１８６と比
較し、デバイスのコンテクストの変化が、特定の基準を満たすことなどの、既定のイベン

30

ト又はサブイベントに対応するかどうかを判定する。それぞれの既定のイベント又はサブ
イベントが検出されると、イベント認識部１８０は、イベント又はサブイベントの検出に
関連するイベントハンドラ１９０をアクティブ化させる。イベントハンドラ１９０は、ア
プリケーション内部状態１９２を更新するために、データアップデーター１７６若しくは
オブジェクトアップデーター１７７を利用又は呼び出してもよい。いくつかの実施形態で
は、イベントハンドラ１９０は、音声動作を開始するためにオーディオ回路１１０にアク
セスする。同様に、当業者にとって、他の処理が、図１Ａ〜図１Ｂ、図３、図５Ｂ、又は
図４０〜図４５Ｃに示される構成要素に基づいてどのように実施されることができるのか
は明らかであろう。
【０５００】

40

図５８に示されるように、電子デバイス５８００は、少なくとも１つのマイクロフォン
５８２０と、任意選択的に、ユーザインタフェースを表示するように構成された表示ユニ
ット５８０２と、少なくとも１つのマイクロフォン５８２０、及び、任意選択的に、表示
ユニット５８０２に結合された処理ユニット５８０４と、を含む。いくつかの実施形態で
は、処理ユニット５８０４は、表示可能化ユニット５８０６、検出ユニット５８０８、判
定ユニット５８１０、生成ユニット５８１２、送信ユニット５８１４、比較ユニット５８
１６、及び削除ユニット５８１８を含む。
【０５０１】
処理ユニット５８０４は、指定された連絡先のための音声メッセージを記録せよとの要
求として解釈される１つ以上の条件を（例えば、検出ユニット５８０８を用いて）検出す
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ることと、１つ以上の条件を検出したことに応じて、少なくとも１つのマイクロフォン５
８２０を用いて音声記録を（例えば、生成ユニット５８１２を用いて）生成することと、
音声記録が拒否基準を満たすかどうかを（例えば、判定ユニット５８１０を用いて）判定
することと、拒否基準が満足されないとの判定に従って、音声記録を、指定された連絡先
へ（例えば、送信ユニット５８１４を用いて）送信することと、拒否基準が満足されると
の判定に従って、指定された連絡先への音声記録の送信を見送ることと、をするように構
成される。
【０５０２】
いくつかの実施形態では、拒否基準は、音声記録の持続時間が所定の持続時間を超える
と満たされる。

10

【０５０３】
いくつかの実施形態では、処理ユニット５８０４は、発話が音声記録内に存在するかど
うかを（例えば、検出ユニット５８０８を用いて）検出するように更に構成され、拒否基
準は、音声記録が、閾値量より多くの人間の発話を含まないと判定されると、満たされる
。
【０５０４】
いくつかの実施形態では、拒否基準はデバイスの位置に基づく。
【０５０５】
いくつかの実施形態では、拒否基準は、電子デバイスが音源から距離閾値以内にあると
満たされる。

20

【０５０６】
いくつかの実施形態では、処理ユニット５８０４は、デバイスの近接センサがデバイス
の距離閾値以内においてオブジェクトを検出したかどうかを判定することによって、電子
デバイスが距離閾値以内にあるかどうかを（例えば、判定ユニット５８１０を用いて）判
定するように更に構成される。
【０５０７】
いくつかの実施形態では、処理ユニット５８０４は、少なくとも１つのマイクロフォン
によってキャプチャされた信号を組み合わせることによって作り出された波形を分析する
ことによって、電子デバイスが距離閾値以内にあるかどうかを（例えば、判定ユニット５
８１０を用いて）判定するように更に構成され、少なくとも１つのマイクロフォンは第１

30

のマイクロフォン及び第２のマイクロフォンを含む。
【０５０８】
いくつかの実施形態では、処理ユニット５８０６は、少なくとも１つのマイクロフォン
における音圧レベルが音圧レベル閾値を超えるかどうかを判定することによって、電子デ
バイスが距離閾値以内にあるかどうかを（例えば、判定ユニット５８１０を用いて）判定
するように更に構成される。
【０５０９】
いくつかの実施形態では、音圧レベル閾値は、電子デバイスによって以前に検出された
音圧レベルの関数に基づく。
【０５１０】

40

いくつかの実施形態では、処理ユニット５８０４は、音圧レベルを、少なくとも１つの
マイクロフォンによって検出された残響レベルと（例えば、比較ユニット５８１６を用い
て）比較することによって、電子デバイス５８００が距離閾値以内にあるかどうかを（例
えば、判定ユニット５８１０を用いて）判定するように更に構成される。
【０５１１】
いくつかの実施形態では、拒否基準は電子デバイス５８００の向きに基づく。
【０５１２】
いくつかの実施形態では、電子デバイス５８００はスピーカ（例えば、受話口）を備え
、スピーカはデバイスの表面上に位置付けられ、拒否基準は、表面が下を向いていると満
たされる。
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【０５１３】
いくつかの実施形態では、電子デバイス５８００はスピーカ（例えば、受話口）を備え
、拒否基準は、電子デバイスの向きがマイクロフォンをスピーカの上方に配置していると
、満たされる。
【０５１４】
いくつかの実施形態では、拒否基準は、電子デバイスの特有運動が閾値を超えると満た
される。
【０５１５】
いくつかの実施形態では、電子デバイスは表示ユニット５８０２を備え、処理ユニット
５８０４は、音声記録が拒否基準を満足すると、表示ユニット５８０２上における、音声

10

記録を含む暫定メッセージの表現、及び送信アフォーダンスの表示を（例えば、表示可能
化ユニット５８０６を用いて）同時に可能にするように更に構成され、送信アフォーダン
スは、ユーザによって選択されると、デバイスに、暫定メッセージを、指定された連絡先
へ送信させる。
【０５１６】
いくつかの実施形態では、処理ユニット５８０４は、音声記録が拒否基準を満足すると
、１つ以上の条件を検出したことと、音声記録が拒否基準を満足すると判定したこととの
間の経過時間が時間閾値を超えるかどうかを（例えば、判定ユニット５８１０を用いて）
判定することと、経過時間が時間閾値を超えるとの判定に従って、表示ユニット５８０２
上における、音声記録を含む暫定メッセージの表現の表示を（例えば、表示可能化ユニッ

20

ト５８０６を用いて）可能にすることと、経過時間が時間閾値を超えないとの判定に従っ
て、暫定メッセージの表現の表示を可能にすることなく、音声記録を（例えば、削除ユニ
ット５８１８を用いて）削除することと、をするように更に構成される。
【０５１７】
図４６〜図４８Ｂを参照して上述された動作は、図１Ａ〜図１Ｂ、図３、図５Ｂ、又は
図５８に示される構成要素によって任意選択的に実施される。例えば、検出動作４６０２
、表示可能化動作４８０２、生成動作４６０４、判定動作４６０６、及び／又は送信動作
４６０８は、イベントソータ１７０、イベント認識部１８０、イベントハンドラ１９０、
加速度計１６８、近接センサ１６６、及び周辺機器インタフェース１１８によって任意選
択的に実施される。イベントソータ１７０内のイベントモニタ１７１は、タッチ感知ディ
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スプレイ１１２上の接触、及び／又は（例えば、近接センサ１６６及び／又は加速度計１
６８を用いて）デバイスのコンテクストの変化を検出し、イベントディスパッチャモジュ
ール１７４は、イベント情報をアプリケーション１３６−１へ配布する。アプリケーショ
ン１３６−１のそれぞれのイベント認識部１８０は、イベント情報をそれぞれのイベント
定義１８６と比較し、タッチ感知面上における接触、又はデバイスのコンテクストの変化
が、音声メッセージを記録せよとの要求などの、既定のイベント又はサブイベントに対応
するかどうかを判定する。それぞれの既定のイベント又はサブイベントが検出されると、
イベント認識部１８０は、イベント又はサブイベントの検出に関連するイベントハンドラ
１９０をアクティブ化させる。イベントハンドラ１９０は、アプリケーション内部状態１
９２を更新するために、データアップデーター１７６若しくはオブジェクトアップデータ

40

ー１７７を利用又は呼び出してもよい。いくつかの実施形態では、イベントハンドラ１９
０は、アプリケーションによって表示されるものを更新するために、それぞれのＧＵＩア
ップデーター１７８にアクセスするか、又は音声記録を生成するために、オーディオ回路
１１０及びマイクロフォン１１３にアクセスする。いくつかの実施形態では、イベントハ
ンドラ１９０は、記録を、指定された連絡先へ送信するために、周辺機器インタフェース
１１８にアクセスする。同様に、当業者にとって、他の処理が、図１Ａ〜図１Ｂ、図３、
図５Ｂ、又は図４６〜図４８Ｂに示される構成要素に基づいてどのように実施されること
ができるのかは明らかであろう。
【０５１８】
図５９に示されるように、電子デバイス５９００は、ユーザインタフェースを表示する
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ように構成された表示ユニット５９０２と、接触を受けるように構成されたタッチ感知面
ユニット５９０４と、表示ユニット５９０２及びタッチ感知面ユニット５９０４に結合さ
れた処理ユニット５９０６と、を含む。いくつかの実施形態では、処理ユニット５９０６
は、表示可能化ユニット５９０８、検出ユニット５９１０、判定ユニット５９１２、送信
ユニット５９１４、及びメディアキャプチャユニット５９１６を含む。
【０５１９】
処理ユニット５９０６は、表示ユニット５９０２上における、メディアアフォーダンス
、メッセージ作成フィールド、及び参加者の間のメッセージ会話の表示を（例えば、表示
可能化ユニット５９０８を用いて）可能にすることであって、会話は表示ユニット５９０
２上のメッセージ領域内に表示される、ことと、表示ユニット５９０２上におけるメディ

10

アアフォーダンスのロケーションに対応するタッチ感知面ユニット５９０４上のロケーシ
ョンにおける接触を（例えば、検出ユニット５９１０を用いて）検出することと、接触を
検出したことに応じて、表示ユニット５９０２上における、メッセージ作成フィールド内
におけるライブメディアプレビュの表示を（例えば、表示可能化ユニット５９０８を用い
て）可能にすることと、タッチ感知面ユニット５９０４からの接触のリフトオフを（例え
ば、検出ユニット５９１０を用いて）検出することと、リフトオフを検出したことに応じ
て、メディアプレビュに基づく新しい画像を（例えば、メディアキャプチャユニット５９
１６を用いて）キャプチャすることと、キャプチャされた画像をメッセージ会話の参加者
へ（例えば、送信ユニット５９１４を用いて）送信することと、をするように構成される
20

。
【０５２０】
いくつかの実施形態では、リフトオフを検出したことに応じて、キャプチャされた画像
を参加者へ送信する。
【０５２１】
いくつかの実施形態では、処理ユニット５９０６は、表示ユニット５９０２上における
、メッセージをメッセージ会話の参加者へ送信するための送信ボタンの表示を（例えば、
表示可能化ユニット５９０８を用いて）可能にすることと、リフトオフを検出し、メディ
アをキャプチャした後に、表示ユニット５９０２上における送信ボタンのロケーションに
対応するタッチ感知面ユニット５９０４上のロケーションにおける第２の接触を（例えば
、検出ユニット５９１０を用いて）検出することと、をするように更に構成され、第２の
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接触を検出したことに応じて、キャプチャされた画像を参加者へ送信する。
【０５２２】
いくつかの実施形態では、処理ユニット５９０６は、リフトオフを検出したことに更に
応じて、表示ユニット５９０２上における、メッセージ作成フィールド内におけるキャプ
チャされた画像の表現の表示を（例えば、表示可能化ユニット５９０８を用いて）可能に
するように更に構成される。
【０５２３】
いくつかの実施形態では、処理ユニット５９０６は、メッセージ作成フィールド内に、
キャプチャされた画像の表現を表示している間に、メッセージ作成フィールド内における
追加のコンテンツのユーザ入力を（例えば、検出ユニット５９１０を用いて）検出するよ

40

うに更に構成され、第２の接触を検出したことに応じて、追加のコンテンツ及びキャプチ
ャされた画像を参加者へ送信する。
【０５２４】
いくつかの実施形態では、メッセージ作成フィールド内におけるメディアプレビュの表
示を可能にすることは、表示ユニット５９０２上における、メッセージ作成フィールドの
拡大を（例えば、表示可能化ユニット５９０８を用いて）可能にすることを含む。
【０５２５】
図４９を参照して上述された動作は、図１Ａ〜図１Ｂ、図３、図５Ｂ、又は図５９に示
される構成要素によって任意選択的に実施される。例えば、表示可能化動作４９０２、検
出動作４９０４、及び／又はキャプチャ動作４９１０は、イベントソータ１７０、イベン
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ト認識部１８０、イベントハンドラ１９０、及び周辺機器インタフェース１１８によって
任意選択的に実施される。イベントソータ１７０内のイベントモニタ１７１は、タッチ感
知ディスプレイ１１２上の接触を検出し、イベントディスパッチャモジュール１７４は、
イベント情報をアプリケーション１３６−１に配布する。アプリケーション１３６−１の
それぞれのイベント認識部１８０は、イベント情報をそれぞれのイベント定義１８６と比
較し、タッチ感知ディスプレイ上のロケーションにおける接触が、ユーザインタフェース
上のアフォーダンスの作動などの、既定のイベント又はサブイベントに対応するかどうか
を判定する。それぞれの既定のイベント又はサブイベントが検出されると、イベント認識
部１８０は、イベント又はサブイベントの検出に関連するイベントハンドラ１９０をアク
ティブ化させる。イベントハンドラ１９０は、アプリケーション内部状態１９２を更新す

10

るために、データアップデーター１７６若しくはオブジェクトアップデーター１７７を利
用又は呼び出してもよい。いくつかの実施形態において、イベントハンドラ１９０は、ア
プリケーションにより表示されるものを更新するためのそれぞれのＧＵＩアップデーター
１７８にアクセスする。いくつかの実施形態では、イベントハンドラ１９０は、画像をキ
ャプチャするために、周辺機器インタフェースにアクセスする。同様に、当業者にとって
、他の処理が、図１Ａ〜図１Ｂ、図３、図５Ｂ、又は図５９に示される構成要素に基づい
てどのように実施されることができるのかは明らかであろう。
【０５２６】
上述の説明は、説明の目的上、特定の実施形態を参照して説明されている。しかし、上
述の例示的説明は、網羅的であること、又は本発明を、開示されている寸分違わない形態

20

に限定することを意図されてはいない。上述の教示を考慮すれば、多くの修正及び変形が
可能である。諸実施形態は、技法の原理及びそれらの実際の適用を最もうまく説明するた
めに選定され、説明された。これによって、他の当業者は、技法及び様々な実施形態を、
企図されている特定の使用に適したとおりの様々な変更を加えて最もうまく利用すること
が可能になる。
【０５２７】
添付の図面を参照して本開示及び実施例が十分に説明されたが、様々な変更及び修正が
当業者には明らかになるであろうということに留意されたい。このような変更及び修正は
、請求項によって定義されるとおりの本開示及び実施例の範囲内に含まれるものと理解さ
れるべきである。

30

【０５２８】
上述されたように、本技術の一態様は、ロケーション情報をメッセージ会話の他の参加
者と共有するための様々なソースから入手可能なデータの収集及び使用である。本開示は
、場合によっては、この収集されたデータが、特定の人を一意的に識別するか、又はその
人に連絡するか、若しくはその人のロケーションを特定するために用いることができる個
人情報データを含んでもよいことを企図している。このような個人情報データは、人口統
計学的データ、ロケーションベースのデータ、電話番号、電子メールアドレス、自宅住所
、又は任意のその他の識別情報を含むことができる。
【０５２９】
本開示は、本技術における、このような個人情報データの使用をユーザの利益のために
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使用することができると認識している。例えば、個人情報データは、参加者が互いのロケ
ーション及び推定到着時間を判定することを可能にするために使用することができる。更
に、ユーザの利益になる個人情報データのための他の使用法も本開示によって企図されて
いる。
【０５３０】
本開示は、このような個人情報データの収集、分析、開示、転送、記憶、又はその他の
使用に関与するエンティティは、しっかり確立されたプライバシポリシー及び／又はプラ
イバシ慣行を遵守することを更に企図している。特に、このようなエンティティは、個人
情報データを非公開かつ安全な状態に維持するための産業界又は行政の要求を満たすか又
はそれらを超えると一般的に認識されているプライバシポリシー及び慣行を履行し、一貫
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して用いるべきである。例えば、ユーザからの個人情報は、そのエンティティの合法的か
つ正当な使用のために収集されるべきであり、それらの合法的使用を除いて、共有又は販
売されるべきではない。更に、そのような収集は、ユーザに告知して同意を受けた後にの
み実施するべきである。加えて、そのようなエンティティは、そのような個人情報データ
へのアクセスを保護して安全化し、その個人情報データへのアクセスを有する他者が、そ
れらのプライバシポリシー及び手順を遵守することを確実にするための、あらゆる必要な
措置を講じるであろう。更には、そのようなエンティティは、広く受け入れられているプ
ライバシのポリシー及び慣行に対する自身の遵守を証明するために、第三者による評価を
自らが受けることができる。
【０５３１】

10

前述のことがらにもかかわらず、本開示はまた、ユーザが、個人情報データの使用又は
個人情報データへのアクセスを選択的に阻止する実施形態も企図している。即ち、本開示
は、そのような個人情報データへのアクセスを防止又は阻止するためのハードウェア要素
及び／又はソフトウェア要素を提供することができることを企図している。例えば、ロケ
ーション共有機能の場合には、本技術は、ユーザが、メッセージ会話参加者にロケーショ
ン情報を提供しないことを選択することを可能にするように構成されることができる。更
に別の例では、ユーザは、正確なロケーション情報を提供しないが、ロケーション地域情
報を共有することを許可することを選択することができる。
【０５３２】
それゆえ、本開示は、１つ以上の様々な開示された実施形態を実施するための個人情報
データの使用を、広範に網羅するものであるが、本開示は、それらの様々な実施形態がま
た、そのような個人情報データにアクセスすることを必要とせずに実施されることも可能
であることも企図している。すなわち、本技術の様々な実施形態は、そのような個人情報
データの全て又は一部分の欠如により、実施不可能となるものではない。例えば、コンテ
ンツの推定到着時間は、ロケーション地域情報などの、必要最小限の量の個人情報、又は
公的に入手可能な情報を用いて判定することができる。
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