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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　命令を含むコンピュータプログラムであって、前記命令は、ディスプレイと、タッチ感
知面と、前記タッチ感知面との接触の強度を検出するための１つ以上のセンサと、を備え
る電子デバイスによって実行されると、前記電子デバイスに、
　第１アプリケーションのユーザインタフェースを前記ディスプレイ上に表示することと
、
　前記タッチ感知面の縁部に近接する接触の特性強度の変化を検出することを含む、縁部
入力を検出することと、
　前記縁部入力を検出したことに応じて、
　　前記縁部入力がシステムジェスチャ基準を満たすという判定に従って、前記第１アプ
リケーションに依存しない動作を実行することであって、前記システムジェスチャ基準が
強度基準を含み、前記システムジェスチャ基準が、前記接触が前記タッチ感知面に対する
第１の領域内にある間に前記接触の前記強度基準が満たされた場合に満たされる位置基準
を含む、実行することと、
　　前記縁部入力がアプリケーションジェスチャ基準を満たし、かつ、前記システムジェ
スチャ基準を満たさないという判定に従って、前記第１アプリケーションに依存しない前
記動作を実行する代わりに、前記第１アプリケーションにおける対応動作を実行すること
と、を行わせ、
　前記タッチ感知面の前記縁部に近接する前記接触の前記特性強度の前記変化が、前記第
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１アプリケーションにおける前記対応動作に対応する位置で検出されるコンピュータプロ
グラム。
【請求項２】
　命令を含むコンピュータプログラムであって、前記命令は、ディスプレイと、タッチ感
知面と、前記タッチ感知面との接触の強度を検出するための１つ以上のセンサと、を備え
る電子デバイスによって実行されると、前記電子デバイスに、
　第１アプリケーションのユーザインタフェースを前記ディスプレイ上に表示することと
、
　前記タッチ感知面の縁部に近接する接触の特性強度の変化を検出することを含む、縁部
入力を検出することと、
　前記縁部入力を検出したことに応じて、
　　前記縁部入力がシステムジェスチャ基準を満たすという判定に従って、前記第１アプ
リケーションに依存しない動作を実行することであって、前記システムジェスチャ基準が
強度基準を含み、前記システムジェスチャ基準が、前記接触が前記タッチ感知面に対する
第１の領域内にある間に前記接触の前記強度基準が満たされた場合に満たされる位置基準
を含む、実行することと、
　　前記縁部入力がアプリケーションジェスチャ基準を満たし、かつ、前記システムジェ
スチャ基準を満たさないという判定に従って、前記第１アプリケーションに依存しない前
記動作を実行する代わりに、前記第１アプリケーションにおける対応動作を実行すること
と、を行わせ、
　前記第１アプリケーションに依存しない前記動作は、前記電子デバイスで最近使用され
た複数のアプリケーションの表現を表示することを含み、
　前記複数のアプリケーションの前記表現は、前記複数のアプリケーションが過去に用い
られたときに前記複数のアプリケーションにおいて表示されたコンテンツの表現を含むコ
ンピュータプログラム。
【請求項３】
　前記タッチ感知面および前記ディスプレイがタッチスクリーンディスプレイに統合され
ており、
　前記接触が前記第１アプリケーションのユーザインタフェース要素の位置にある間に前
記縁部入力が検出され、
　前記第１アプリケーションにおける前記対応動作を実行することは、前記第１アプリケ
ーションの前記ユーザインタフェース要素を活性化させることを含む請求項１または２に
記載のコンピュータプログラム。
【請求項４】
　前記複数のアプリケーションの前記表現は前記第１アプリケーションの表現を含む請求
項２に記載のコンピュータプログラム。
【請求項５】
　前記第１アプリケーションの前記表現は、前記縁部入力の検出の前に表示された前記第
１アプリケーションの前記ユーザインタフェースよりも小さい請求項４に記載のコンピュ
ータプログラム。
【請求項６】
　前記複数のアプリケーションの前記表現は、前記複数のアプリケーションに対応するア
プリケーションアイコンを含む請求項２、４、５のいずれか一項に記載のコンピュータプ
ログラム。
【請求項７】
　前記複数のアプリケーションの前記表現は、前記複数のアプリケーションの名称を含む
請求項２、４、５のいずれか一項に記載のコンピュータプログラム。
【請求項８】
　前記電子デバイスによって実行されると、前記電子デバイスに、
　前記縁部入力を検出したことに応じて、前記縁部入力がシステムジェスチャ基準を満た
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すという判定に従って、前記縁部入力が前記システムジェスチャ基準を満たすことを示す
触覚出力を提供することを行わせる命令を含む請求項１から７のいずれか一項に記載のコ
ンピュータプログラム。
【請求項９】
　前記タッチ感知面の前記縁部に近接する前記接触の前記特性強度が第１強度しきい値を
上回り、かつ、前記タッチ感知面の前記縁部に近接する前記接触の前記特性強度が第２強
度しきい値を下回る場合に、前記強度基準が満たされる請求項１から８のいずれか一項に
記載のコンピュータプログラム。
【請求項１０】
　前記第１アプリケーションに依存しない前記動作が、前記電子デバイスのアプリケーシ
ョン間でのナビゲーションのための動作である請求項１から９のいずれか一項に記載のコ
ンピュータプログラム。
【請求項１１】
　前記第１アプリケーションにおける前記対応動作がキー押下動作である請求項１から９
のいずれか一項に記載のコンピュータプログラム。
【請求項１２】
　前記第１アプリケーションにおける前記対応動作がページ切換動作である請求項１から
９のいずれか一項に記載のコンピュータプログラム。
【請求項１３】
　前記第１アプリケーションにおける前記対応動作が、前記第１アプリケーションに関連
付けられた階層内でのナビゲーションのためのものである請求項１から９のいずれか一項
に記載のコンピュータプログラム。
【請求項１４】
　前記第１アプリケーションにおける前記対応動作がプレビュー動作である請求項１から
９のいずれか一項に記載のコンピュータプログラム。
【請求項１５】
　前記第１アプリケーションにおける前記対応動作がメニュー表示動作である請求項１か
ら９のいずれか一項に記載のコンピュータプログラム。
【請求項１６】
　ディスプレイと、タッチ感知面と、前記タッチ感知面との接触の強度を検出するための
１つ以上のセンサと、を備える電子デバイスにおいて、
　第１アプリケーションのユーザインタフェースを前記ディスプレイ上に表示することと
、
　前記タッチ感知面の縁部に近接する接触の特性強度の変化を検出することを含む、縁部
入力を検出することと、
　前記縁部入力を検出したことに応じて、
　　前記縁部入力がシステムジェスチャ基準を満たすという判定に従って、前記第１アプ
リケーションに依存しない動作を実行することであって、前記システムジェスチャ基準が
強度基準を含み、前記システムジェスチャ基準が、前記接触が前記タッチ感知面に対する
第１の領域内にある間に前記接触の前記強度基準が満たされた場合に満たされる位置基準
を含む、実行することと、
　　前記縁部入力がアプリケーションジェスチャ基準を満たし、かつ、前記システムジェ
スチャ基準を満たさないという判定に従って、前記第１アプリケーションに依存しない前
記動作を実行する代わりに、前記第１アプリケーションにおける対応動作を実行すること
と、を含み、
　前記タッチ感知面の前記縁部に近接する前記接触の前記特性強度の前記変化が、前記第
１アプリケーションにおける前記対応動作に対応する位置で検出される方法。
【請求項１７】
　ディスプレイと、タッチ感知面と、前記タッチ感知面との接触の強度を検出するための
１つ以上のセンサと、を備える電子デバイスにおいて、
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　第１アプリケーションのユーザインタフェースを前記ディスプレイ上に表示することと
、
　前記タッチ感知面の縁部に近接する接触の特性強度の変化を検出することを含む、縁部
入力を検出することと、
　前記縁部入力を検出したことに応じて、
　　前記縁部入力がシステムジェスチャ基準を満たすという判定に従って、前記第１アプ
リケーションに依存しない動作を実行することであって、前記システムジェスチャ基準が
強度基準を含み、前記システムジェスチャ基準が、前記接触が前記タッチ感知面に対する
第１の領域内にある間に前記接触の前記強度基準が満たされた場合に満たされる位置基準
を含む、実行することと、
　　前記縁部入力がアプリケーションジェスチャ基準を満たし、かつ、前記システムジェ
スチャ基準を満たさないという判定に従って、前記第１アプリケーションに依存しない前
記動作を実行する代わりに、前記第１アプリケーションにおける対応動作を実行すること
と、を含み、
　前記第１アプリケーションに依存しない前記動作は、前記電子デバイスで最近使用され
た複数のアプリケーションの表現を表示することを含み、
　前記複数のアプリケーションの前記表現は、前記複数のアプリケーションが過去に用い
られたときに前記複数のアプリケーションにおいて表示されたコンテンツの表現を含む方
法。
【請求項１８】
　前記タッチ感知面および前記ディスプレイがタッチスクリーンディスプレイに統合され
ており、
　前記接触が前記第１アプリケーションのユーザインタフェース要素の位置にある間に前
記縁部入力が検出され、
　前記第１アプリケーションにおける前記対応動作を実行することは、前記第１アプリケ
ーションの前記ユーザインタフェース要素を活性化させることを含む請求項１６または１
７に記載の方法。
【請求項１９】
　前記複数のアプリケーションの前記表現は前記第１アプリケーションの表現を含む請求
項１７に記載の方法。
【請求項２０】
　前記第１アプリケーションの前記表現は、前記縁部入力の検出の前に表示された前記第
１アプリケーションの前記ユーザインタフェースよりも小さい請求項１９に記載の方法。
【請求項２１】
　前記複数のアプリケーションの前記表現は、前記複数のアプリケーションに対応するア
プリケーションアイコンを含む請求項１７、１９、２０のいずれか一項に記載の方法。
【請求項２２】
　前記複数のアプリケーションの前記表現は、前記複数のアプリケーションの名称を含む
請求項１７、１９、２０のいずれか一項に記載の方法。
【請求項２３】
　前記縁部入力を検出したことに応じて、前記縁部入力がシステムジェスチャ基準を満た
すという判定に従って、前記縁部入力が前記システムジェスチャ基準を満たすことを示す
触覚出力を提供することを含む請求項１６から２２のいずれか一項に記載の方法。
【請求項２４】
　前記タッチ感知面の前記縁部に近接する前記接触の前記特性強度が第１強度しきい値を
上回り、かつ、前記タッチ感知面の前記縁部に近接する前記接触の前記特性強度が第２強
度しきい値を下回る場合に、前記強度基準が満たされる請求項１６から２３のいずれか一
項に記載の方法。
【請求項２５】
　前記第１アプリケーションに依存しない前記動作が、前記電子デバイスのアプリケーシ
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ョン間でのナビゲーションのための動作である請求項１６から２４のいずれか一項に記載
の方法。
【請求項２６】
　前記第１アプリケーションにおける前記対応動作がキー押下動作である請求項１６から
２４のいずれか一項に記載の方法。
【請求項２７】
　前記第１アプリケーションにおける前記対応動作がページ切換動作である請求項１６か
ら２４のいずれか一項に記載の方法。
【請求項２８】
　前記第１アプリケーションにおける前記対応動作が、前記第１アプリケーションに関連
付けられた階層内でのナビゲーションのためのものである請求項１６から２４のいずれか
一項に記載の方法。
【請求項２９】
　前記第１アプリケーションにおける前記対応動作がプレビュー動作である請求項１６か
ら２４のいずれか一項に記載の方法。
【請求項３０】
　前記第１アプリケーションにおける前記対応動作がメニュー表示動作である請求項１６
から２４のいずれか一項に記載の方法。
【請求項３１】
　ディスプレイと
　タッチ感知面と、
　前記タッチ感知面との接触の強度を検出するための１つ以上のセンサと、
　１つ以上のプロセッサと、
　メモリと、
　１つ以上のプログラムと、を備え、
　前記１つ以上のプログラムが、前記メモリ内に記憶され、前記１つ以上のプロセッサに
よって実行されるように構成され、前記１つ以上のプログラムが、
　第１アプリケーションのユーザインタフェースを前記ディスプレイ上に表示することと
、
　前記タッチ感知面の縁部に近接する接触の特性強度の変化を検出することを含む、縁部
入力を検出することと、
　前記縁部入力を検出したことに応じて、
　　前記縁部入力がシステムジェスチャ基準を満たすという判定に従って、前記第１アプ
リケーションに依存しない動作を実行することであって、前記システムジェスチャ基準が
強度基準を含み、前記システムジェスチャ基準が、前記接触が前記タッチ感知面に対する
第１の領域内にある間に前記接触の前記強度基準が満たされた場合に満たされる位置基準
を含む、実行することと、
　　前記縁部入力がアプリケーションジェスチャ基準を満たし、かつ、前記システムジェ
スチャ基準を満たさないという判定に従って、前記第１アプリケーションに依存しない前
記動作を実行する代わりに、前記第１アプリケーションにおける対応動作を実行すること
と、のための命令を含み、
　前記タッチ感知面の前記縁部に近接する前記接触の前記特性強度の前記変化が、前記第
１アプリケーションにおける前記対応動作に対応する位置で検出される電子デバイス。
【請求項３２】
　ディスプレイと
　タッチ感知面と、
　前記タッチ感知面との接触の強度を検出するための１つ以上のセンサと、
　１つ以上のプロセッサと、
　メモリと、
　１つ以上のプログラムと、を備える電子デバイスであって、
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　前記１つ以上のプログラムが、前記メモリ内に記憶され、前記１つ以上のプロセッサに
よって実行されるように構成され、前記１つ以上のプログラムが、
　第１アプリケーションのユーザインタフェースを前記ディスプレイ上に表示することと
、
　前記タッチ感知面の縁部に近接する接触の特性強度の変化を検出することを含む、縁部
入力を検出することと、
　前記縁部入力を検出したことに応じて、
　　前記縁部入力がシステムジェスチャ基準を満たすという判定に従って、前記第１アプ
リケーションに依存しない動作を実行することであって、前記システムジェスチャ基準が
強度基準を含み、前記システムジェスチャ基準が、前記接触が前記タッチ感知面に対する
第１の領域内にある間に前記接触の前記強度基準が満たされた場合に満たされる位置基準
を含む、実行することと、
　　前記縁部入力がアプリケーションジェスチャ基準を満たし、かつ、前記システムジェ
スチャ基準を満たさないという判定に従って、前記第１アプリケーションに依存しない前
記動作を実行する代わりに、前記第１アプリケーションにおける対応動作を実行すること
と、のための命令を含み、
　前記第１アプリケーションに依存しない前記動作は、前記電子デバイスで最近使用され
た複数のアプリケーションの表現を表示することを含み、
　前記複数のアプリケーションの前記表現は、前記複数のアプリケーションが過去に用い
られたときに前記複数のアプリケーションにおいて表示されたコンテンツの表現を含む電
子デバイス。
【請求項３３】
　前記タッチ感知面および前記ディスプレイがタッチスクリーンディスプレイに統合され
ており、
　前記接触が前記第１アプリケーションのユーザインタフェース要素の位置にある間に前
記縁部入力が検出され、
　前記第１アプリケーションにおける前記対応動作を実行することは、前記第１アプリケ
ーションの前記ユーザインタフェース要素を活性化させることを含む請求項３１または３
２に記載の電子デバイス。
【請求項３４】
　前記複数のアプリケーションの前記表現は前記第１アプリケーションの表現を含む請求
項３２に記載の電子デバイス。
【請求項３５】
　前記第１アプリケーションの前記表現は、前記縁部入力の検出の前に表示された前記第
１アプリケーションの前記ユーザインタフェースよりも小さい請求項３４に記載の電子デ
バイス。
【請求項３６】
　前記複数のアプリケーションの前記表現は、前記複数のアプリケーションに対応するア
プリケーションアイコンを含む請求項３２、３４、３５のいずれか一項に記載の電子デバ
イス。
【請求項３７】
　前記複数のアプリケーションの前記表現は、前記複数のアプリケーションの名称を含む
請求項３２、３４、３５のいずれか一項に記載の電子デバイス。
【請求項３８】
　前記縁部入力を検出したことに応じて、前記縁部入力がシステムジェスチャ基準を満た
すという判定に従って、前記縁部入力が前記システムジェスチャ基準を満たすことを示す
触覚出力を提供することのための命令を含む請求項３１から３７のいずれか一項に記載の
電子デバイス。
【請求項３９】
　前記タッチ感知面の前記縁部に近接する前記接触の前記特性強度が第１強度しきい値を
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上回り、かつ、前記タッチ感知面の前記縁部に近接する前記接触の前記特性強度が第２強
度しきい値を下回る場合に、前記強度基準が満たされる請求項３１から３８のいずれか一
項に記載の電子デバイス。
【請求項４０】
　前記第１アプリケーションに依存しない前記動作が、前記電子デバイスのアプリケーシ
ョン間でのナビゲーションのための動作である請求項３１から３９のいずれか一項に記載
の電子デバイス。
【請求項４１】
　前記第１アプリケーションにおける前記対応動作がキー押下動作である請求項３１から
３９のいずれか一項に記載の電子デバイス。
【請求項４２】
　前記第１アプリケーションにおける前記対応動作がページ切換動作である請求項３１か
ら３９のいずれか一項に記載の電子デバイス。
【請求項４３】
　前記第１アプリケーションにおける前記対応動作が、前記第１アプリケーションに関連
付けられた階層内でのナビゲーションのためのものである請求項３１から３９のいずれか
一項に記載の電子デバイス。
【請求項４４】
　前記第１アプリケーションにおける前記対応動作がプレビュー動作である請求項３１か
ら３９のいずれか一項に記載の電子デバイス。
【請求項４５】
　前記第１アプリケーションにおける前記対応動作がメニュー表示動作である請求項３１
から３９のいずれか一項に記載の電子デバイス。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本出願は、全般的に、タッチ感知面を備える電子デバイスに関し、その電子デバイスに
は、ユーザインタフェース間をナビゲートするための入力を検出するタッチ感知面を備え
る電子デバイスを含むが、これに限定されない。
【背景技術】
【０００２】
　コンピュータ及び他の電子計算デバイス用の入力デバイスとしてのタッチ感知面の使用
は、近年では、著しく増大している。例示的なタッチ感知面としては、タッチパッド及び
タッチスクリーンディスプレイが挙げられる。そのような面は、関連するユーザインタフ
ェースと関連しないユーザインタフェースとの間（例えば、異なるアプリケーションのた
めのユーザインタフェース間、及び／又は単一のアプリケーション内のユーザインタフェ
ースの階層内）をナビゲートするために広く使用されている。
【０００３】
　例示的なユーザインタフェース階層としては、以下のことのために使用される関連する
ユーザインタフェースの群が挙げられる：ファイル及びアプリケーションを整理すること
、デジタル画像、編集可能な文書（例えば、ワードプロセッシング、スプレッドシート、
及びプレゼンテーションの文書）、及び／若しくは編集不可能な文書（例えば、保護ファ
イル及び／又は．ｐｄｆ文書）を記憶並びに／又は表示すること、ビデオ及び／若しくは
音楽を記録並びに／又は再生すること、テキストベースの通信（例えば、電子メール、テ
キスト送信、ツイート、及びソーシャルネットワーキング）、音声通信及び／又はビデオ
通信（例えば、通話、及びビデオ会議）、並びにウェブブラウジング。ユーザは、いくつ
かの状況において、ファイル管理プログラム（例えば、カリフォルニア州クパチーノのＡ
ｐｐｌｅ　Ｉｎｃ．製のＦｉｎｄｅｒ）、画像管理アプリケーション（例えば、カリフォ
ルニア州クパチーノのＡｐｐｌｅ　Ｉｎｃ．製のＰｈｏｔｏｓ、デジタルコンテンツ（例
えば、ビデオ及び音楽）管理アプリケーション（例えば、カリフォルニア州クパチーノの



(8) JP 6317017 B2 2018.4.25

10

20

30

40

50

Ａｐｐｌｅ　Ｉｎｃ．製のｉＴｕｎｅｓ）、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（例えば、カリフォルニア州クパチーノのＡｐｐｌｅ　Ｉｎｃ．製のＫ
ｅｙｎｏｔｅ）、ワードプロセッシングアプリケーション（例えば、カリフォルニア州ク
パチーノのＡｐｐｌｅ　Ｉｎｃ．製のＰａｇｅｓ）、又はスプレッドシートアプリケーシ
ョン（例えば、カリフォルニア州クパチーノのＡｐｐｌｅ　Ｉｎｃ．製のＮｕｍｂｅｒｓ
）内又は間で、このようなユーザインタフェースナビゲーションを実行する必要がある。
【０００４】
　しかし、これらのナビゲーションを実行するため及びユーザインタフェース階層内の関
連するユーザインタフェース間の遷移をアニメーションするための方法は、煩雑で非効率
的である。加えて、これらの方法は必要以上に時間がかかり、それによってエネルギーを
浪費する。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。
【０００５】
　加えて、異なるユーザインタフェース間の唐突な遷移は、ユーザにとって気を散らせ神
経にさわることがあり、デバイスを使用する際の効率及びユーザの楽しみを低下させる。
【発明の概要】
【０００６】
　したがって、ユーザインタフェース間をナビゲートするための、より速く、より効率的
な方法及びインタフェースを備える電子デバイスが必要とされている。そのような方法及
びインタフェースは、ユーザインタフェース間をナビゲートするための従来の方法を、任
意選択的に補完する又は置き換える。そのような方法及びインタフェースは、ユーザから
の入力の数、範囲、及び／又は種類を軽減し、より効率的なヒューマンマシンインタフェ
ースを作り出す。バッテリ動作デバイスの場合、かかる方法及びインタフェースにより、
節電し、バッテリの充電の間の時間を増やす。
【０００７】
　タッチ感知面を備える電子デバイス用のユーザインタフェースに関連付けられた、上記
の欠陥及び他の問題点は、開示されるデバイスによって低減されるか、又は取り除かれる
。いくつかの実施形態では、このデバイスは、デスクトップコンピュータである。いくつ
かの実施形態では、このデバイスは、ポータブル（例えば、ノートブックコンピュータ、
タブレットコンピュータ、又はハンドヘルドデバイス）である。いくつかの実施形態では
、このデバイスは、パーソナル電子デバイス（例えば、携帯時計などの装着型電子デバイ
ス）である。いくつかの実施形態では、このデバイスは、タッチパッドを有する。いくつ
かの実施形態では、このデバイスは、タッチ感知ディスプレイ（「タッチスクリーン」又
は「タッチスクリーンディスプレイ」としても知られる）を有する。いくつかの実施形態
では、このデバイスは、グラフィカルユーザインタフェース（ＧＵＩ）、１つ以上のプロ
セッサ、メモリ、及び複数の機能を実行するためにメモリに記憶された１つ以上のモジュ
ール、プログラム、又は命令セットを有する。いくつかの実施形態では、ユーザは主にタ
ッチ感知面上でのスタイラス及び／又は指（finger）の接触並びにジェスチャを介してＧ
ＵＩと対話する。いくつかの実施形態では、機能は、画像編集、描画、プレゼンティング
、ワードプロセッシング、スプレッドシートの作成、ゲームプレイ、電話をかけること、
ビデオ会議、電子メール送信、インスタントメッセージング、トレーニングサポート、デ
ジタル写真撮影、デジタルビデオ撮影、ウェブブラウジング、デジタル音楽の再生、メモ
作成、及び／又はデジタルビデオの再生を任意選択的に、含む。これらの機能を実行する
ための実行可能命令は、非一時的コンピュータ可読記憶媒体又は１つ以上のプロセッサに
よって実行されるように構成された他のコンピュータプログラム製品に、任意選択的に、
含まれる。
【０００８】
　いくつかの実施形態によれば、方法は、ディスプレイ及びタッチ感知面を備えた電子デ
バイスにおいて実行される。この方法は、複数のユーザインタフェース表現をスタック内
にディスプレイ上に表示することを含む。少なくとも第１のユーザインタフェース表現及
びスタック内の第１のユーザインタフェース表現の上方に配置された第２のユーザインタ
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フェース表現は、ディスプレイ上で見える。第２のユーザインタフェース表現は、第１の
ユーザインタフェース表現から第１の方向にオフセットしている。第２のユーザインタフ
ェース表現は、第１のユーザインタフェース表現を部分的に露出させる。この方法は、デ
ィスプレイ上の第１のユーザインタフェース表現の位置に対応するタッチ感知面上の位置
での第１の接触による第１のドラッグジェスチャを検出することを更に含み、第１の接触
は、ディスプレイ上の第１の方向に対応する方向にタッチ感知面にわたって移動する。こ
の方法はまた、第１の接触がディスプレイ上の第１のユーザインタフェース表現の位置に
対応するタッチ感知面上の位置にあり、ディスプレイ上の第１の方向に対応する方向にタ
ッチ感知面にわたって移動している間に、第１のユーザインタフェース表現を、ディスプ
レイ上の第１の方向にタッチ感知面上の第１の接触の速さに応じた第１の速さで移動させ
ることと、第１のユーザインタフェース表現の上方に配置された第２のユーザインタフェ
ース表現を、第１の方向に第１の速さより速い第２の速さで移動させることとを含む。
【０００９】
　いくつかの実施形態によれば、ディスプレイ、タッチ感知面、及びタッチ感知面との接
触の強度を検出するための１つ以上のセンサを備える、電子デバイスで、方法が実行され
る。この方法は、ディスプレイ上に第１のユーザインタフェースを表示することを含む。
この方法は、第１のユーザインタフェースをディスプレイ上に表示している間に、タッチ
感知面上の第１の接触による入力を検出することを更に含む。この方法はまた、第１の接
触による入力を検出する間に、第１のユーザインタフェース表現及び少なくとも第２のユ
ーザインタフェース表現をディスプレイ上に表示することを含む。この方法はまた、第１
のユーザインタフェース表現及び少なくとも第２のユーザインタフェース表現をディスプ
レイ上に表示している間に、第１の接触による入力の終了を検出することと、第１の接触
による入力の終了を検出したことに応じて、第１の接触が入力の間に所定の強度閾値を下
回る特性強度を有し、第１の接触が入力の間にディスプレイ上の既定の方向に対応する方
向にタッチ感知面にわたって移動したという判定に従って、第２のユーザインタフェース
表現に対応する第２のユーザインタフェースを表示することと、第１の接触が入力の間に
所定の強度閾値を下回る特性強度を有し、第１の接触が入力の間にディスプレイ上の既定
の方向に対応する方向にタッチ感知面にわたって移動しなかったという判定に従って、第
１のユーザインタフェースを再表示することとを含む。
【００１０】
　いくつかの実施形態によれば、ディスプレイ、タッチ感知面、及びタッチ感知面との接
触の強度を検出するための１つ以上のセンサを備える、電子デバイスで、方法が実行され
る。この方法は、ディスプレイ上に第１のユーザインタフェースを表示することを含む。
この方法は、第１のユーザインタフェースをディスプレイに表示している間に、第１の接
触の強度が増大する期間を含む第１の接触による入力をタッチ感知面上で検出することを
更に含む。この方法はまた、第１の接触の強度が増大する期間を含む第１の接触による入
力を検出したことに応じて、第１のユーザインタフェースに対する第１のユーザインタフ
ェース表現及び第２のユーザインタフェースに対する第２のユーザインタフェース表現を
ディスプレイ上に表示することを含み、第１のユーザインタフェース表現は、第２のユー
ザインタフェース表現の上方に表示され、第２のユーザインタフェース表現を部分的に露
出させる。この方法はまた、第１のユーザインタフェース表現及び第２のユーザインタフ
ェース表現をディスプレイ上に表示している間に、第１の接触の強度が増大する期間中に
第１の接触の強度が１つ以上の所定の強度基準を満たすことを検出することを含む。この
方法は、第１の接触の強度が１つ以上の所定の強度基準を満たすことを検出したことに応
じて、第１のユーザインタフェース表現及び第２のユーザインタフェース表現のディスプ
レイ上への表示を停止することと、第２のユーザインタフェースをディスプレイ上に表示
することとを更に含む。
【００１１】
　いくつかの実施形態によれば、ディスプレイ、タッチ感知面、及びタッチ感知面との接
触の強度を検出するための１つ以上のセンサを備える、電子デバイスで、方法が実行され
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る。この方法は、複数のユーザインタフェース表現をスタック内にディスプレイ上に表示
することを含む。少なくとも第１のユーザインタフェース表現、第２のユーザインタフェ
ース表現、及び第３のユーザインタフェース表現は、ディスプレイ上で見える。第１のユ
ーザインタフェース表現は、第２のユーザインタフェース表現から第１の方向に側方にオ
フセットしていて、第２のユーザインタフェース表現を部分的に露出させる。第２のユー
ザインタフェース表現は、第３のユーザインタフェース表現から第１の方向に側方にオフ
セットしていて、第３のユーザインタフェース表現を部分的に露出させる。この方法は、
ディスプレイ上の第２のユーザインタフェース表現に対応する位置でのタッチ感知面上の
第１の接触による入力を検出することを更に含む。この方法はまた、ディスプレイ上の第
２のユーザインタフェース表現に対応する位置でのタッチ感知面上の第１の接触の強度の
増大を検出したことに従って、第１のユーザインタフェー現と第２のユーザインタフェー
ス表現との間の側方へのオフセットを増大させることにより、第１のユーザインタフェー
ス表現の背後から露出される第２のユーザインタフェース表現の領域を増大させることを
含む。
【００１２】
　いくつかの実施形態によれば、方法は、ディスプレイ及びタッチ感知面を備えた電子デ
バイスにおいて実行される。この方法は、複数のユーザインタフェース表現をスタック内
にディスプレイ上に表示することを含む。少なくとも第１のユーザインタフェース表現、
第２のユーザインタフェース表現、及び第３のユーザインタフェース表現は、ディスプレ
イ上で見える。第２のユーザインタフェース表現は、第１のユーザインタフェース表現か
ら第１の方向に側方にオフセットしていて、第１のユーザインタフェース表現を部分的に
露出させる。第３のユーザインタフェース表現は、第２のユーザインタフェース表現から
第１の方向に側方にオフセットしていて、第２のユーザインタフェース表現を部分的に露
出させる。この方法は、タッチ感知面にわたって移動する第１の接触によるドラッグジェ
スチャを検出することを更に含み、第１の接触によるドラッグジェスチャの移動は、スタ
ック内のユーザインタフェース表現の１つ以上にわたる移動に対応する。この方法はまた
、ドラッグジェスチャの間に、第１の接触がディスプレイ上の第１のユーザインタフェー
ス表現に対応するタッチ感知面上の位置の上を移動した時に、ディスプレイ上で第２のユ
ーザインタフェース表現の背後から第１のユーザインタフェース表現のより多くを見せる
ことを含む。
【００１３】
　いくつかの実施形態によれば、ディスプレイ、タッチ感知面、及びタッチ感知面との接
触の強度を検出するための１つ以上のセンサを備える、電子デバイスで、方法が実行され
る。この方法は、ディスプレイ上に第１のアプリケーションの第１のユーザインタフェー
スを表示することを含み、第１のユーザインタフェースは、後方ナビゲーションコントロ
ールを含む。この方法は、ディスプレイ上に第１のアプリケーションの第１のユーザイン
タフェースを表示している間に、ディスプレイ上の後方ナビゲーションコントロールに対
応する位置でのタッチ感知面上の第１の接触によるジェスチャを検出することを更に含む
。この方法はまた、後方ナビゲーションコントロールに対応する位置でのタッチ感知面上
の第１の接触によるジェスチャを検出したことに応じて、第１の接触によるジェスチャが
１つ以上の所定の強度基準を満たす第１の接触の強度を有するジェスチャであるという判
定に従って、第１のアプリケーションの第１のユーザインタフェースの表示を、第１のユ
ーザインタフェースの表現及び第２のユーザインタフェースの表現を含む第１のアプリケ
ーションのユーザインタフェースの複数の表現の表示に置き換えることと、第１の接触に
よるジェスチャが１つ以上の所定の強度基準を満たさない第１の接触の強度を有するジェ
スチャであるという判定に従って、第１のアプリケーションの第１のユーザインタフェー
スの表示を第１のアプリケーションの第２のユーザインタフェースの表示に置き換えるこ
ととを含む。
【００１４】
　いくつかの実施形態によれば、ディスプレイ、タッチ感知面、及びタッチ感知面との接
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触の強度を検出するための１つ以上のセンサを備える、電子デバイスで、方法が実行され
る。この方法は、ディスプレイ上に、アプリケーションに対するユーザインタフェースを
表示することと、タッチ感知面の縁部に近接した接触の特性強度の変化を検出することを
含む、縁部入力を検出することと、縁部入力を検出したことに応じて、縁部入力がシステ
ムジェスチャ基準を満たすという判定に従って、アプリケーションに依存しない動作を実
行することとを含み、システムジェスチャ基準は、強度基準を含み、システムジェスチャ
基準は、接触がタッチ感知面に対する第１の領域内にある間に接触に対する強度基準が満
たされた場合に満たされる位置基準を含み、タッチ感知面に対する第１の領域は、接触の
１つ以上の特性に基づき判定される。
【００１５】
　いくつかの実施形態によれば、ディスプレイ、タッチ感知面、及びタッチ感知面との接
触の強度を検出するための１つ以上のセンサを備える、電子デバイスで、方法が実行され
る。この方法は、ディスプレイ上に、第１のアプリケーションの第１のビューを表示する
ことと、第１のビューを表示している間に、タッチ感知面上の第１の接触を検出すること
を含む、第１の入力の第１の部分を検出することと、第１の入力の第１の部分を検出した
ことに応じて、第１の入力の第１の部分がアプリケーション切換基準を満たすという判定
に従って、第１のアプリケーションビュー及び第２のアプリケーションビューを含む複数
のアプリケーションビューの一部分をディスプレイ上に同時に表示することと、複数のア
プリケーションビューの部分を同時に表示している間に、第１の接触のリフトオフを含む
第１の入力の第２の部分を検出することと、第１の接触のリフトオフを含む第１の入力の
第２の部分を検出したことに応じて、第１の入力の第２の部分が、第１の接触のリフトオ
フがタッチ感知面の第１の領域内で検出された場合に満たされる基準を含む第１のビュー
表示基準を満たすという判定に従って、第２のアプリケーションビューの部分の表示を停
止し、ディスプレイ上に第１のアプリケーションビューを表示することと、第１の入力の
第２の部分が、第１の接触のリフトオフがタッチ感知面の第１の領域とは異なるタッチ感
知面の第２の領域内で検出された場合に満たされる基準を含む、マルチビュー表示基準を
満たすという判定に従って、第１の接触のリフトオフを検出した後に、ディスプレイ上の
第１のアプリケーションビューの少なくとも一部分及び第２のアプリケーションビューの
少なくとも一部分の同時表示を維持することとを含む。
【００１６】
　いくつかの実施形態によれば、電子デバイスは、ユーザインタフェースを表示するよう
に構成されたディスプレイユニットと、接触を受けるためのタッチ感知面ユニットと、デ
ィスプレイユニット及びタッチ感知面ユニットに結合された処理ユニットとを含む。処理
ユニットは、ディスプレイユニット上へのスタック内の複数のユーザインタフェース表現
の表示を有効にするように構成される。少なくとも第１のユーザインタフェース表現及び
スタック内の第１のユーザインタフェース表現の上方に配置された第２のユーザインタフ
ェース表現は、ディスプレイユニット上で見える。第２のユーザインタフェース表現は、
第１のユーザインタフェース表現から第１の方向にオフセットしている。第２のユーザイ
ンタフェース表現は、第１のユーザインタフェース表現を部分的に露出させる。処理ユニ
ットは、ディスプレイユニット上の第１のユーザインタフェース表現の位置に対応するタ
ッチ感知面ユニット上の位置での第１の接触による第１のドラッグジェスチャを検出する
ように更に構成され、第１の接触は、ディスプレイユニット上の第１の方向に対応する方
向にタッチ感知面ユニットにわたって移動する。処理ユニットはまた、第１の接触がディ
スプレイユニット上の第１のユーザインタフェース表現の位置に対応するタッチ感知面ユ
ニット上の位置にあり、ディスプレイユニット上の第１の方向に対応する方向にタッチ感
知面ユニットにわたって移動している間に、第１のユーザインタフェース表現を、ディス
プレイユニット上の第１の方向にタッチ感知面ユニット上の第１の接触の速さに応じた第
１の速さで移動させ、第１のユーザインタフェース表現の上方に配置された第２のユーザ
インタフェース表現を、第１の方向に第１の速さより速い第２の速さで移動させる、よう
に構成される。
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【００１７】
　いくつかの実施形態によれば、電子デバイスは、ユーザインタフェースを表示するよう
に構成されたディスプレイユニットと、接触を受けるためのタッチ感知面ユニットと、タ
ッチ感知面ユニットとの接触の強度を検出するための１つ以上のセンサユニットと、ディ
スプレイユニット、タッチ感知面ユニット、及び１つ以上のセンサユニットに結合された
処理ユニットとを含む。処理ユニットは、ディスプレイユニット上への第１のユーザイン
タフェースの表示を有効にするように構成される。処理ユニットは、第１のユーザインタ
フェースをディスプレイユニット上に表示している間に、タッチ感知面ユニット上の第１
の接触による入力を検出するように更に構成される。処理ユニットはまた、第１の接触に
よる入力を検出する間に、ディスプレイユニット上への第１のユーザインタフェース表現
及び少なくとも第２のユーザインタフェース表現の表示を有効にするように構成される。
処理ユニットは、第１のユーザインタフェース表現及び少なくとも第２のユーザインタフ
ェース表現をディスプレイユニット上に表示している間に、第１の接触による入力の終了
を検出するように更に構成される。処理ユニットはまた、第１の接触による入力の終了を
検出したことに応じて、第１の接触が入力の間に所定の強度閾値を下回る特性強度を有し
、第１の接触が入力の間にディスプレイ上の既定の方向に対応する方向にタッチ感知面に
わたって移動したという判定に従って、第２のユーザインタフェース表現に対応する第２
のユーザインタフェースの表示を有効にし、第１の接触が入力の間に所定の強度閾値を下
回る特性強度を有し、第１の接触が入力の間にディスプレイ上の既定の方向に対応する方
向にタッチ感知面にわたって移動しなかったという判定に従って、第１のユーザインタフ
ェースの再表示を有効にするように構成される。
【００１８】
　いくつかの実施形態によれば、電子デバイスは、ユーザインタフェースを表示するよう
に構成されたディスプレイユニットと、接触を受けるためのタッチ感知面ユニットと、タ
ッチ感知面ユニットとの接触の強度を検出するための１つ以上のセンサユニットと、ディ
スプレイユニット、タッチ感知面ユニット、及び１つ以上のセンサユニットに結合された
処理ユニットとを含む。処理ユニットは、ディスプレイユニット上への第１のユーザイン
タフェースの表示を有効にするように構成される。処理ユニットは、第１のユーザインタ
フェースをディスプレイユニット上に表示している間に、第１の接触の強度が増大する期
間を含む第１の接触による入力をタッチ感知面ユニット上で検出するように更に構成され
る。処理ユニットはまた、第１の接触の強度が増大する期間を含む第１の接触による入力
を検出したことに応じて、第１のユーザインタフェースに対する第１のユーザインタフェ
ース表現及び第２のユーザインタフェースに対する第２のユーザインタフェース表現のデ
ィスプレイユニット上への表示を有効にするように構成され、第１のユーザインタフェー
ス表現は、第２のユーザインタフェース表現の上方に表示され、第２のユーザインタフェ
ース表現を部分的に露出させる。処理ユニットは、第１のユーザインタフェース表現及び
第２のユーザインタフェース表現をディスプレイユニット上に表示している間に、第１の
接触の強度が増大する期間中に第１の接触の強度が１つ以上の所定の強度基準を満たすこ
とを検出するように更に構成される。処理ユニットはまた、第１の接触の強度が１つ以上
の所定の強度基準を満たすことを検出したことに応じて、第１のユーザインタフェース表
現及び第２のユーザインタフェース表現のディスプレイユニット上への表示を有効にする
ことを停止し、ディスプレイ上への第２のユーザインタフェースの表示を有効にするよう
に構成される。
【００１９】
　いくつかの実施形態によれば、電子デバイスは、ユーザインタフェースを表示するよう
に構成されたディスプレイユニットと、接触を受けるためのタッチ感知面ユニット、タッ
チ感知面ユニットとの接触の強度を検出するための１つ以上のセンサユニットと、ディス
プレイユニット、タッチ感知面ユニット、及び１つ以上のセンサユニットに結合された処
理ユニットとを含む。処理ユニットは、ディスプレイユニット上へのスタック内の複数の
ユーザインタフェース表現の表示を有効にするように構成される。少なくとも第１のユー
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ザインタフェース表現、第２のユーザインタフェース表現、及び第３のユーザインタフェ
ース表現は、ディスプレイユニット上で見える。第１のユーザインタフェース表現は、第
２のユーザインタフェース表現から第１の方向に側方にオフセットしていて、第２のユー
ザインタフェース表現を部分的に露出させる。第２のユーザインタフェース表現は、第３
のユーザインタフェース表現から第１の方向に側方にオフセットしていて、第３のユーザ
インタフェース表現を部分的に露出させる。処理ユニットは、ディスプレイユニット上の
第２のユーザインタフェース表現に対応する位置でのタッチ感知面ユニット上の第１の接
触による入力を検出するように更に構成される。処理ユニットはまた、ディスプレイユニ
ット上の第２のユーザインタフェース表現に対応する位置でのタッチ感知面ユニット上の
第１の接触の強度の増大を検出したことに従って、第１のユーザインタフェース表現と第
２のユーザインタフェース表現との間の側方へのオフセットを増大させることにより、第
１のユーザインタフェース表現の背後から露出される第２のユーザインタフェース表現の
領域を増大させるように構成される。
【００２０】
　いくつかの実施形態によれば、電子デバイスは、ユーザインタフェースを表示するよう
に構成されたディスプレイユニット、接触を受けるためのタッチ感知面ユニット、タッチ
感知面ユニットとの接触の強度を検出するための１つ以上のセンサユニット、並びにディ
スプレイユニット、タッチ感知面ユニット、及び１つ以上のセンサユニットに結合された
処理ユニットを含む。処理ユニットは、ディスプレイユニット上へのスタック内の複数の
ユーザインタフェース表現の表示を有効にするように構成される。少なくとも第１のユー
ザインタフェース表現、第２のユーザインタフェース表現、及び第３のユーザインタフェ
ース表現は、ディスプレイユニット上で見える。第２のユーザインタフェース表現は、第
１のユーザインタフェース表現から第１の方向に側方にオフセットしていて、第１のユー
ザインタフェース表現を部分的に露出させる。第３のユーザインタフェース表現は、第２
のユーザインタフェース表現から第１の方向に側方にオフセットしていて、第２のユーザ
インタフェース表現を部分的に露出させる。処理ユニットは、タッチ感知面ユニットにわ
たって移動する第１の接触によるドラッグジェスチャを検出するように更に構成され、第
１の接触によるドラッグジェスチャの移動は、スタック内のユーザインタフェース表現の
１つ以上にわたる移動に対応する。処理ユニットはまた、ドラッグジェスチャの間に、第
１の接触がディスプレイユニット上の第１のユーザインタフェース表現に対応するタッチ
感知面ユニット上の位置の上を移動した時に、ディスプレイユニット上で第２のユーザイ
ンタフェース表現の背後から第１のユーザインタフェース表現をより多く見せるように構
成される。
【００２１】
　いくつかの実施形態によれば、電子デバイスは、ユーザインタフェースを表示するよう
に構成されたディスプレイユニットと、接触を受けるためのタッチ感知面ユニットと、タ
ッチ感知面ユニットとの接触の強度を検出するための１つ以上のセンサユニットと、ディ
スプレイユニット、タッチ感知面ユニット、及び１つ以上のセンサユニットに結合された
処理ユニットとを含む。処理ユニットは、ディスプレイユニット上への第１のアプリケー
ションの第１のユーザインタフェースの表示を有効にするように構成され、第１のユーザ
インタフェースは、後方ナビゲーションコントロールを含む。処理ユニットは、第１のア
プリケーションの第１のユーザインタフェースをディスプレイユニット上に表示している
間に、ディスプレイユニット上の後方ナビゲーションコントロールに対応する位置でのタ
ッチ感知面ユニット上の第１の接触によるジェスチャを検出するように更に構成される。
処理ユニットはまた、後方ナビゲーションコントロールに対応する位置でのタッチ感知面
ユニット上の第１の接触によるジェスチャを検出したことに応じて、第１の接触によるジ
ェスチャが１つ以上の所定の強度基準を満たす第１の接触の強度を有するジェスチャであ
るという判定に従って、第１のアプリケーションの第１のユーザインタフェースの表示を
、第１のユーザインタフェースの表現及び第２のユーザインタフェースの表現を含む第１
のアプリケーションのユーザインタフェースの複数の表現の表示に置き換え、第１の接触
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によるジェスチャが１つ以上の所定の強度基準を満たさない第１の接触の強度を有するジ
ェスチャであるという判定に従って、第１のアプリケーションの第１のユーザインタフェ
ースの表示を第１のアプリケーションの第２のユーザインタフェースの表示に置き換える
ように構成される。
【００２２】
　いくつかの実施形態によれば、電子デバイスは、ディスプレイ、タッチ感知面、タッチ
感知面との接触の強度を検出するための任意選択の１つ以上のセンサ、１つ以上のプロセ
ッサ、メモリ、及び１つ以上のプログラムを含み、１つ以上のプログラムはメモリ内に記
憶され、１つ以上のプロセッサによって実行されるように構成されており、１つ以上のプ
ログラムは、本明細書に記載のいずれかの方法の動作を実行するため、又は実行させるた
めの命令を含む。いくつかの実施形態によれば、コンピュータ可読記憶媒体は、その内部
に命令を記憶しており、その命令は、ディスプレイ、タッチ感知面、及びタッチ感知面と
の接触の強度を検出するための任意選択の１つ以上のセンサを備える電子デバイスによっ
て実行されると、本明細書に記載のいずれかの方法の動作を、そのデバイスに実行させる
、又は実行をさせる。いくつかの実施形態によれば、ディスプレイ、タッチ感知面、タッ
チ感知面との接触の強度を検出するための任意選択の１つ以上のセンサ、メモリ、及びメ
モリ内に記憶された１つ以上のプログラムを実行するための１つ以上のプロセッサを有す
る電子デバイス上のグラフィカルユーザインタフェースは、本明細書に記載のいずれかの
方法において表示される要素のうちの１つ以上を含み、それらの要素は、本明細書に記載
のいずれかの方法において説明されるように、入力に応じて更新される。いくつかの実施
形態によれば、電子デバイスは、ディスプレイ、タッチ感知面、及びタッチ感知面との接
触の強度を検出するための任意選択の１つ以上のセンサ、並びに本明細書に記載のいずれ
かの方法の動作を実行する又は実行させるための手段、を含む。いくつかの実施形態によ
れば、ディスプレイ、タッチ感知面、及びタッチ感知面との接触の強度を検出するための
任意選択の１つ以上のセンサを備える電子デバイス内で使用するための情報処理装置が、
本明細書に記載のいずれかの方法の動作を実行する又は実行させるための手段を含む。
【００２３】
　いくつかの実施形態では、電子デバイスは、コンテンツ項目を表示するように構成され
たディスプレイユニット、ユーザ入力を受けるように構成されたタッチ感知面ユニット、
タッチ感知面ユニットとの接触の強度を検出するように構成された１つ以上のセンサユニ
ット、並びにディスプレイユニット、タッチ感知面ユニット、及び１つ以上のセンサユニ
ットに結合された処理ユニット、を含む。処理ユニットは、ディスプレイ上に、アプリケ
ーションに対するユーザインタフェースの表示を有効にし、タッチ感知面の縁部に近接し
た接触の特性強度の変化を検出することを含む、縁部入力を検出することを行い、縁部入
力を検出したことに応じて、縁部入力がシステムジェスチャ基準を満たすという判定に従
って、アプリケーションに依存しない動作を実行するように構成され、システムジェスチ
ャ基準は、強度基準を含み、システムジェスチャ基準は、接触がタッチ感知面に対する第
１の領域内にある間に接触に対する強度基準が満たされた場合に満たされる位置基準を含
み、タッチ感知面に対する第１の領域は、接触の１つ以上の特性に基づき判定される。
【００２４】
　いくつかの実施形態では、電子デバイスは、コンテンツ項目を表示するように構成され
たディスプレイユニットと、ユーザ入力を受けるように構成されたタッチ感知面ユニット
と、タッチ感知面ユニットとの接触の強度を検出するように構成された１つ以上のセンサ
ユニットと、ディスプレイユニット、タッチ感知面ユニット、及び１つ以上のセンサユニ
ットに結合された処理ユニットと、を含む。処理ユニットは、ディスプレイ上に、第１の
アプリケーションの第１のビューの表示を有効にし、第１のビューの表示を有効にしてい
る間に、タッチ感知面上の第１の接触を検出することを含む、第１の入力の第１の部分を
検出することを行い、第１の入力の第１の部分を検出したことに応じて、第１の入力の第
１の部分がアプリケーション切換基準を満たすという判定に従って、ディスプレイ上に、
第１のアプリケーションビュー及び第２のアプリケーションビューを含む複数のアプリケ
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ーションビューの部分の同時表示を有効にし、複数のアプリケーションビューの部分の同
時表示を有効にしている間に、第１の接触のリフトオフを含む第１の入力の第２の部分を
検出し、第１の接触のリフトオフを含む第１の入力の第２の部分を検出したことに応じて
、第１の入力の第２の部分が、第１の接触のリフトオフがタッチ感知面の第１の領域内で
検出された場合に満たされる基準を含む第１のビュー表示基準を満たすという判定に従っ
て、第２のアプリケーションビューの一部分の表示を有効にすることを停止し、ディスプ
レイ上に第１のアプリケーションビューの表示を有効にし、第１の入力の第２の部分が、
第１の接触のリフトオフがタッチ感知面の第１の領域とは異なるタッチ感知面の第２の領
域内で検出された場合に満たされる基準を含む、マルチビュー表示基準を満たすという判
定に従って、第１の接触のリフトオフを検出した後、ディスプレイ上の第１のアプリケー
ションビューの少なくとも一部分及び第２のアプリケーションビューの少なくとも一部分
の同時表示を維持するように構成される。
【００２５】
　それゆえ、ディスプレイ、タッチ感知面、及びタッチ感知面との接触の強度を検出する
ための任意選択の１つ以上のセンサを備える、電子デバイスには、ユーザインタフェース
間をナビゲートするための、より速く、より効率的な方法及びインタフェースが提供され
、それにより、有効性、効率、及びそのようなデバイスに対するユーザ満足度が向上する
。そのような方法及びインタフェースは、ユーザインタフェース間をナビゲートするため
の従来の方法を、補完するか、又は置き換えることができる。
【図面の簡単な説明】
【００２６】
　説明される様々な実施形態のより良好な理解のために、以下の図面と併せて、以下の「
実施形態の説明」を参照されたく、類似の参照番号は、それらの図の全体を通じて対応す
る部分を指す。
【００２７】
【図１Ａ】いくつかの実施形態による、タッチ感知ディスプレイを備えたポータブル多機
能デバイスを示すブロック図である。
【００２８】
【図１Ｂ】いくつかの実施形態による、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。
【００２９】
【図２】いくつかの実施形態による、タッチスクリーンを備えたポータブル多機能デバイ
スを示す。
【００３０】
【図３】いくつかの実施形態による、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。
【００３１】
【図４Ａ】いくつかの実施形態による、ポータブル多機能デバイスにおけるアプリケーシ
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。
【００３２】
【図４Ｂ】いくつかの実施形態による、ディスプレイとは別個のタッチ感知面を備えた多
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。
【００３３】
【図４Ｃ】いくつかの実施形態による、例示的な動的強度閾値を示す。
【図４Ｄ】いくつかの実施形態による、例示的な動的強度閾値を示す。
【図４Ｅ】いくつかの実施形態による、例示的な動的強度閾値を示す。
【００３４】
【図５Ａ】いくつかの実施形態による、ユーザインタフェース選択モードでユーザインタ
フェース表現間をナビゲートするための、例示的なユーザインタフェースを示す。
【図５Ｂ】いくつかの実施形態による、ユーザインタフェース選択モードでユーザインタ
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フェース表現間をナビゲートするための、例示的なユーザインタフェースを示す。
【図５Ｃ】いくつかの実施形態による、ユーザインタフェース選択モードでユーザインタ
フェース表現間をナビゲートするための、例示的なユーザインタフェースを示す。
【図５Ｄ】いくつかの実施形態による、ユーザインタフェース選択モードでユーザインタ
フェース表現間をナビゲートするための、例示的なユーザインタフェースを示す。
【図５Ｅ】いくつかの実施形態による、ユーザインタフェース選択モードでユーザインタ
フェース表現間をナビゲートするための、例示的なユーザインタフェースを示す。
【図５Ｆ】いくつかの実施形態による、ユーザインタフェース選択モードでユーザインタ
フェース表現間をナビゲートするための、例示的なユーザインタフェースを示す。
【図５Ｇ】いくつかの実施形態による、ユーザインタフェース選択モードでユーザインタ
フェース表現間をナビゲートするための、例示的なユーザインタフェースを示す。
【図５Ｈ】いくつかの実施形態による、ユーザインタフェース選択モードでユーザインタ
フェース表現間をナビゲートするための、例示的なユーザインタフェースを示す。
【図５Ｉ】いくつかの実施形態による、ユーザインタフェース選択モードでユーザインタ
フェース表現間をナビゲートするための、例示的なユーザインタフェースを示す。
【図５Ｊ】いくつかの実施形態による、ユーザインタフェース選択モードでユーザインタ
フェース表現間をナビゲートするための、例示的なユーザインタフェースを示す。
【図５Ｋ】いくつかの実施形態による、ユーザインタフェース選択モードでユーザインタ
フェース表現間をナビゲートするための、例示的なユーザインタフェースを示す。
【図５Ｌ】いくつかの実施形態による、ユーザインタフェース選択モードでユーザインタ
フェース表現間をナビゲートするための、例示的なユーザインタフェースを示す。
【図５Ｍ】いくつかの実施形態による、ユーザインタフェース選択モードでユーザインタ
フェース表現間をナビゲートするための、例示的なユーザインタフェースを示す。
【図５Ｎ】いくつかの実施形態による、ユーザインタフェース選択モードでユーザインタ
フェース表現間をナビゲートするための、例示的なユーザインタフェースを示す。
【図５Ｏ】いくつかの実施形態による、ユーザインタフェース選択モードでユーザインタ
フェース表現間をナビゲートするための、例示的なユーザインタフェースを示す。
【図５Ｐ】いくつかの実施形態による、ユーザインタフェース選択モードでユーザインタ
フェース表現間をナビゲートするための、例示的なユーザインタフェースを示す。
【図５Ｑ】いくつかの実施形態による、ユーザインタフェース選択モードでユーザインタ
フェース表現間をナビゲートするための、例示的なユーザインタフェースを示す。
【図５Ｒ】いくつかの実施形態による、ユーザインタフェース選択モードでユーザインタ
フェース表現間をナビゲートするための、例示的なユーザインタフェースを示す。
【図５Ｓ】いくつかの実施形態による、ユーザインタフェース選択モードでユーザインタ
フェース表現間をナビゲートするための、例示的なユーザインタフェースを示す。
【図５Ｔ】いくつかの実施形態による、ユーザインタフェース選択モードでユーザインタ
フェース表現間をナビゲートするための、例示的なユーザインタフェースを示す。
【図５Ｕ】いくつかの実施形態による、ユーザインタフェース選択モードでユーザインタ
フェース表現間をナビゲートするための、例示的なユーザインタフェースを示す。
【図５Ｖ】いくつかの実施形態による、ユーザインタフェース選択モードでユーザインタ
フェース表現間をナビゲートするための、例示的なユーザインタフェースを示す。
【図５Ｗ】いくつかの実施形態による、ユーザインタフェース選択モードでユーザインタ
フェース表現間をナビゲートするための、例示的なユーザインタフェースを示す。
【図５Ｘ】いくつかの実施形態による、ユーザインタフェース選択モードでユーザインタ
フェース表現間をナビゲートするための、例示的なユーザインタフェースを示す。
【図５Ｙ】いくつかの実施形態による、ユーザインタフェース選択モードでユーザインタ
フェース表現間をナビゲートするための、例示的なユーザインタフェースを示す。
【図５Ｚ】いくつかの実施形態による、ユーザインタフェース選択モードでユーザインタ
フェース表現間をナビゲートするための、例示的なユーザインタフェースを示す。
【図５ＡＡ】いくつかの実施形態による、ユーザインタフェース選択モードでユーザイン
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タフェース表現間をナビゲートするための、例示的なユーザインタフェースを示す。
【図５ＢＢ】いくつかの実施形態による、ユーザインタフェース選択モードでユーザイン
タフェース表現間をナビゲートするための、例示的なユーザインタフェースを示す。
【図５ＣＣ】いくつかの実施形態による、ユーザインタフェース選択モードでユーザイン
タフェース表現間をナビゲートするための、例示的なユーザインタフェースを示す。
【図５ＤＤ】いくつかの実施形態による、ユーザインタフェース選択モードでユーザイン
タフェース表現間をナビゲートするための、例示的なユーザインタフェースを示す。
【図５ＥＥ】いくつかの実施形態による、ユーザインタフェース選択モードでユーザイン
タフェース表現間をナビゲートするための、例示的なユーザインタフェースを示す。
【図５ＦＦ】いくつかの実施形態による、ユーザインタフェース選択モードでユーザイン
タフェース表現間をナビゲートするための、例示的なユーザインタフェースを示す。
【図５ＧＧ】いくつかの実施形態による、ユーザインタフェース選択モードでユーザイン
タフェース表現間をナビゲートするための、例示的なユーザインタフェースを示す。
【図５ＨＨ】いくつかの実施形態による、ユーザインタフェース選択モードでユーザイン
タフェース表現間をナビゲートするための、例示的なユーザインタフェースを示す。
【００３５】
【図６Ａ】いくつかの実施形態による、表示されるユーザインタフェースと以前に表示さ
れたユーザインタフェースとの間をナビゲートするための、例示的なユーザインタフェー
スを示す。
【図６Ｂ】いくつかの実施形態による、表示されるユーザインタフェースと以前に表示さ
れたユーザインタフェースとの間をナビゲートするための、例示的なユーザインタフェー
スを示す。
【図６Ｃ】いくつかの実施形態による、表示されるユーザインタフェースと以前に表示さ
れたユーザインタフェースとの間をナビゲートするための、例示的なユーザインタフェー
スを示す。
【図６Ｄ】いくつかの実施形態による、表示されるユーザインタフェースと以前に表示さ
れたユーザインタフェースとの間をナビゲートするための、例示的なユーザインタフェー
スを示す。
【図６Ｅ】いくつかの実施形態による、表示されるユーザインタフェースと以前に表示さ
れたユーザインタフェースとの間をナビゲートするための、例示的なユーザインタフェー
スを示す。
【図６Ｆ】いくつかの実施形態による、表示されるユーザインタフェースと以前に表示さ
れたユーザインタフェースとの間をナビゲートするための、例示的なユーザインタフェー
スを示す。
【図６Ｇ】いくつかの実施形態による、表示されるユーザインタフェースと以前に表示さ
れたユーザインタフェースとの間をナビゲートするための、例示的なユーザインタフェー
スを示す。
【図６Ｈ】いくつかの実施形態による、表示されるユーザインタフェースと以前に表示さ
れたユーザインタフェースとの間をナビゲートするための、例示的なユーザインタフェー
スを示す。
【図６Ｉ】いくつかの実施形態による、表示されるユーザインタフェースと以前に表示さ
れたユーザインタフェースとの間をナビゲートするための、例示的なユーザインタフェー
スを示す。
【図６Ｊ】いくつかの実施形態による、表示されるユーザインタフェースと以前に表示さ
れたユーザインタフェースとの間をナビゲートするための、例示的なユーザインタフェー
スを示す。
【図６Ｋ】いくつかの実施形態による、表示されるユーザインタフェースと以前に表示さ
れたユーザインタフェースとの間をナビゲートするための、例示的なユーザインタフェー
スを示す。
【図６Ｌ】いくつかの実施形態による、表示されるユーザインタフェースと以前に表示さ
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れたユーザインタフェースとの間をナビゲートするための、例示的なユーザインタフェー
スを示す。
【図６Ｍ】いくつかの実施形態による、表示されるユーザインタフェースと以前に表示さ
れたユーザインタフェースとの間をナビゲートするための、例示的なユーザインタフェー
スを示す。
【図６Ｎ】いくつかの実施形態による、表示されるユーザインタフェースと以前に表示さ
れたユーザインタフェースとの間をナビゲートするための、例示的なユーザインタフェー
スを示す。
【図６Ｏ】いくつかの実施形態による、表示されるユーザインタフェースと以前に表示さ
れたユーザインタフェースとの間をナビゲートするための、例示的なユーザインタフェー
スを示す。
【図６Ｐ】いくつかの実施形態による、表示されるユーザインタフェースと以前に表示さ
れたユーザインタフェースとの間をナビゲートするための、例示的なユーザインタフェー
スを示す。
【図６Ｑ】いくつかの実施形態による、表示されるユーザインタフェースと以前に表示さ
れたユーザインタフェースとの間をナビゲートするための、例示的なユーザインタフェー
スを示す。
【図６Ｒ】いくつかの実施形態による、表示されるユーザインタフェースと以前に表示さ
れたユーザインタフェースとの間をナビゲートするための、例示的なユーザインタフェー
スを示す。
【図６Ｓ】いくつかの実施形態による、表示されるユーザインタフェースと以前に表示さ
れたユーザインタフェースとの間をナビゲートするための、例示的なユーザインタフェー
スを示す。
【図６Ｔ】いくつかの実施形態による、表示されるユーザインタフェースと以前に表示さ
れたユーザインタフェースとの間をナビゲートするための、例示的なユーザインタフェー
スを示す。
【図６Ｕ】いくつかの実施形態による、表示されるユーザインタフェースと以前に表示さ
れたユーザインタフェースとの間をナビゲートするための、例示的なユーザインタフェー
スを示す。
【図６Ｖ】いくつかの実施形態による、表示されるユーザインタフェースと以前に表示さ
れたユーザインタフェースとの間をナビゲートするための、例示的なユーザインタフェー
スを示す。
【００３６】
【図７Ａ】いくつかの実施形態による、表示されるユーザインタフェースと表示されるユ
ーザインタフェースの直前のユーザインタフェースとの間をナビゲートするための、例示
的なユーザインタフェースを示す。
【図７Ｂ】いくつかの実施形態による、表示されるユーザインタフェースと表示されるユ
ーザインタフェースの直前のユーザインタフェースとの間をナビゲートするための、例示
的なユーザインタフェースを示す。
【図７Ｃ】いくつかの実施形態による、表示されるユーザインタフェースと表示されるユ
ーザインタフェースの直前のユーザインタフェースとの間をナビゲートするための、例示
的なユーザインタフェースを示す。
【図７Ｄ】いくつかの実施形態による、表示されるユーザインタフェースと表示されるユ
ーザインタフェースの直前のユーザインタフェースとの間をナビゲートするための、例示
的なユーザインタフェースを示す。
【図７Ｅ】いくつかの実施形態による、表示されるユーザインタフェースと表示されるユ
ーザインタフェースの直前のユーザインタフェースとの間をナビゲートするための、例示
的なユーザインタフェースを示す。
【図７Ｆ】いくつかの実施形態による、表示されるユーザインタフェースと表示されるユ
ーザインタフェースの直前のユーザインタフェースとの間をナビゲートするための、例示
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的なユーザインタフェースを示す。
【図７Ｇ】いくつかの実施形態による、表示されるユーザインタフェースと表示されるユ
ーザインタフェースの直前のユーザインタフェースとの間をナビゲートするための、例示
的なユーザインタフェースを示す。
【図７Ｈ】いくつかの実施形態による、表示されるユーザインタフェースと表示されるユ
ーザインタフェースの直前のユーザインタフェースとの間をナビゲートするための、例示
的なユーザインタフェースを示す。
【図７Ｉ】いくつかの実施形態による、表示されるユーザインタフェースと表示されるユ
ーザインタフェースの直前のユーザインタフェースとの間をナビゲートするための、例示
的なユーザインタフェースを示す。
【図７Ｊ】いくつかの実施形態による、表示されるユーザインタフェースと表示されるユ
ーザインタフェースの直前のユーザインタフェースとの間をナビゲートするための、例示
的なユーザインタフェースを示す。
【図７Ｋ】いくつかの実施形態による、表示されるユーザインタフェースと表示されるユ
ーザインタフェースの直前のユーザインタフェースとの間をナビゲートするための、例示
的なユーザインタフェースを示す。
【図７Ｌ】いくつかの実施形態による、表示されるユーザインタフェースと表示されるユ
ーザインタフェースの直前のユーザインタフェースとの間をナビゲートするための、例示
的なユーザインタフェースを示す。
【図７Ｍ】いくつかの実施形態による、表示されるユーザインタフェースと表示されるユ
ーザインタフェースの直前のユーザインタフェースとの間をナビゲートするための、例示
的なユーザインタフェースを示す。
【図７Ｎ】いくつかの実施形態による、表示されるユーザインタフェースと表示されるユ
ーザインタフェースの直前のユーザインタフェースとの間をナビゲートするための、例示
的なユーザインタフェースを示す。
【図７Ｏ】いくつかの実施形態による、表示されるユーザインタフェースと表示されるユ
ーザインタフェースの直前のユーザインタフェースとの間をナビゲートするための、例示
的なユーザインタフェースを示す。
【００３７】
【図８Ａ】いくつかの実施形態による、ユーザインタフェース選択モードでユーザインタ
フェース表現間をナビゲートするための、例示的なユーザインタフェースを示す。
【図８Ｂ】いくつかの実施形態による、ユーザインタフェース選択モードでユーザインタ
フェース表現間をナビゲートするための、例示的なユーザインタフェースを示す。
【図８Ｃ】いくつかの実施形態による、ユーザインタフェース選択モードでユーザインタ
フェース表現間をナビゲートするための、例示的なユーザインタフェースを示す。
【図８Ｄ】いくつかの実施形態による、ユーザインタフェース選択モードでユーザインタ
フェース表現間をナビゲートするための、例示的なユーザインタフェースを示す。
【図８Ｅ】いくつかの実施形態による、ユーザインタフェース選択モードでユーザインタ
フェース表現間をナビゲートするための、例示的なユーザインタフェースを示す。
【図８Ｆ】いくつかの実施形態による、ユーザインタフェース選択モードでユーザインタ
フェース表現間をナビゲートするための、例示的なユーザインタフェースを示す。
【図８Ｇ】いくつかの実施形態による、ユーザインタフェース選択モードでユーザインタ
フェース表現間をナビゲートするための、例示的なユーザインタフェースを示す。
【図８Ｈ】いくつかの実施形態による、ユーザインタフェース選択モードでユーザインタ
フェース表現間をナビゲートするための、例示的なユーザインタフェースを示す。
【図８Ｉ】いくつかの実施形態による、ユーザインタフェース選択モードでユーザインタ
フェース表現間をナビゲートするための、例示的なユーザインタフェースを示す。
【図８Ｊ】いくつかの実施形態による、ユーザインタフェース選択モードでユーザインタ
フェース表現間をナビゲートするための、例示的なユーザインタフェースを示す。
【図８Ｋ】いくつかの実施形態による、ユーザインタフェース選択モードでユーザインタ
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フェース表現間をナビゲートするための、例示的なユーザインタフェースを示す。
【図８Ｌ】いくつかの実施形態による、ユーザインタフェース選択モードでユーザインタ
フェース表現間をナビゲートするための、例示的なユーザインタフェースを示す。
【図８Ｍ】いくつかの実施形態による、ユーザインタフェース選択モードでユーザインタ
フェース表現間をナビゲートするための、例示的なユーザインタフェースを示す。
【図８Ｎ】いくつかの実施形態による、ユーザインタフェース選択モードでユーザインタ
フェース表現間をナビゲートするための、例示的なユーザインタフェースを示す。
【図８Ｏ】いくつかの実施形態による、ユーザインタフェース選択モードでユーザインタ
フェース表現間をナビゲートするための、例示的なユーザインタフェースを示す。
【図８Ｐ】いくつかの実施形態による、ユーザインタフェース選択モードでユーザインタ
フェース表現間をナビゲートするための、例示的なユーザインタフェースを示す。
【図８Ｑ】いくつかの実施形態による、ユーザインタフェース選択モードでユーザインタ
フェース表現間をナビゲートするための、例示的なユーザインタフェースを示す。
【図８Ｒ】いくつかの実施形態による、ユーザインタフェース選択モードでユーザインタ
フェース表現間をナビゲートするための、例示的なユーザインタフェースを示す。
【００３８】
【図９Ａ】いくつかの実施形態による、ユーザインタフェース選択モードでユーザインタ
フェース表現間をナビゲートするための、例示的なユーザインタフェースを示す。
【図９Ｂ】いくつかの実施形態による、ユーザインタフェース選択モードでユーザインタ
フェース表現間をナビゲートするための、例示的なユーザインタフェースを示す。
【図９Ｃ】いくつかの実施形態による、ユーザインタフェース選択モードでユーザインタ
フェース表現間をナビゲートするための、例示的なユーザインタフェースを示す。
【図９Ｄ】いくつかの実施形態による、ユーザインタフェース選択モードでユーザインタ
フェース表現間をナビゲートするための、例示的なユーザインタフェースを示す。
【図９Ｅ】いくつかの実施形態による、ユーザインタフェース選択モードでユーザインタ
フェース表現間をナビゲートするための、例示的なユーザインタフェースを示す。
【図９Ｆ】いくつかの実施形態による、ユーザインタフェース選択モードでユーザインタ
フェース表現間をナビゲートするための、例示的なユーザインタフェースを示す。
【図９Ｇ】いくつかの実施形態による、ユーザインタフェース選択モードでユーザインタ
フェース表現間をナビゲートするための、例示的なユーザインタフェースを示す。
【図９Ｈ】いくつかの実施形態による、ユーザインタフェース選択モードでユーザインタ
フェース表現間をナビゲートするための、例示的なユーザインタフェースを示す。
【００３９】
【図１０Ａ】いくつかの実施形態による、ユーザインタフェース選択モードでユーザイン
タフェース表現間をナビゲートする方法を示す、流れ図である。
【図１０Ｂ】いくつかの実施形態による、ユーザインタフェース選択モードでユーザイン
タフェース表現間をナビゲートする方法を示す、流れ図である。
【図１０Ｃ】いくつかの実施形態による、ユーザインタフェース選択モードでユーザイン
タフェース表現間をナビゲートする方法を示す、流れ図である。
【図１０Ｄ】いくつかの実施形態による、ユーザインタフェース選択モードでユーザイン
タフェース表現間をナビゲートする方法を示す、流れ図である。
【図１０Ｅ】いくつかの実施形態による、ユーザインタフェース選択モードでユーザイン
タフェース表現間をナビゲートする方法を示す、流れ図である。
【図１０Ｆ】いくつかの実施形態による、ユーザインタフェース選択モードでユーザイン
タフェース表現間をナビゲートする方法を示す、流れ図である。
【図１０Ｇ】いくつかの実施形態による、ユーザインタフェース選択モードでユーザイン
タフェース表現間をナビゲートする方法を示す、流れ図である。
【図１０Ｈ】いくつかの実施形態による、ユーザインタフェース選択モードでユーザイン
タフェース表現間をナビゲートする方法を示す、流れ図である。
【００４０】
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【図１１Ａ】いくつかの実施形態による、表示されるユーザインタフェースと以前に表示
されたユーザインタフェースとの間をナビゲートする方法を示す、流れ図である。
【図１１Ｂ】いくつかの実施形態による、表示されるユーザインタフェースと以前に表示
されたユーザインタフェースとの間をナビゲートする方法を示す、流れ図である。
【図１１Ｃ】いくつかの実施形態による、表示されるユーザインタフェースと以前に表示
されたユーザインタフェースとの間をナビゲートする方法を示す、流れ図である。
【図１１Ｄ】いくつかの実施形態による、表示されるユーザインタフェースと以前に表示
されたユーザインタフェースとの間をナビゲートする方法を示す、流れ図である。
【図１１Ｅ】いくつかの実施形態による、表示されるユーザインタフェースと以前に表示
されたユーザインタフェースとの間をナビゲートする方法を示す、流れ図である。
【００４１】
【図１２Ａ】いくつかの実施形態による、表示されるユーザインタフェースと表示される
ユーザインタフェースの直前のユーザインタフェースとの間をナビゲートする方法を示す
、流れ図である。
【図１２Ｂ】いくつかの実施形態による、表示されるユーザインタフェースと表示される
ユーザインタフェースの直前のユーザインタフェースとの間をナビゲートする方法を示す
、流れ図である。
【図１２Ｃ】いくつかの実施形態による、表示されるユーザインタフェースと表示される
ユーザインタフェースの直前のユーザインタフェースとの間をナビゲートする方法を示す
、流れ図である。
【図１２Ｄ】いくつかの実施形態による、表示されるユーザインタフェースと表示される
ユーザインタフェースの直前のユーザインタフェースとの間をナビゲートする方法を示す
、流れ図である。
【図１２Ｅ】いくつかの実施形態による、表示されるユーザインタフェースと表示される
ユーザインタフェースの直前のユーザインタフェースとの間をナビゲートする方法を示す
、流れ図である。
【００４２】
【図１３Ａ】いくつかの実施形態による、ユーザインタフェース選択モードでユーザイン
タフェース表現間をナビゲートする方法を示す、流れ図である。
【図１３Ｂ】いくつかの実施形態による、ユーザインタフェース選択モードでユーザイン
タフェース表現間をナビゲートする方法を示す、流れ図である。
【図１３Ｃ】いくつかの実施形態による、ユーザインタフェース選択モードでユーザイン
タフェース表現間をナビゲートする方法を示す、流れ図である。
【図１３Ｄ】いくつかの実施形態による、ユーザインタフェース選択モードでユーザイン
タフェース表現間をナビゲートする方法を示す、流れ図である。
【００４３】
【図１４Ａ】いくつかの実施形態による、ユーザインタフェース選択モードでユーザイン
タフェース表現間をナビゲートする方法を示す、流れ図である。
【図１４Ｂ】いくつかの実施形態による、ユーザインタフェース選択モードでユーザイン
タフェース表現間をナビゲートする方法を示す、流れ図である。
【図１４Ｃ】いくつかの実施形態による、ユーザインタフェース選択モードでユーザイン
タフェース表現間をナビゲートする方法を示す、流れ図である。
【００４４】
【図１５】いくつかの実施形態による、アプリケーションに対するユーザインタフェース
の階層内のユーザインタフェース間をナビゲートする方法を示す、流れ図である。
【００４５】
【図１６】いくつかの実施形態による、電子デバイスの機能ブロック図である。
【図１７】いくつかの実施形態による、電子デバイスの機能ブロック図である。
【図１８】いくつかの実施形態による、電子デバイスの機能ブロック図である。
【図１９】いくつかの実施形態による、電子デバイスの機能ブロック図である。
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【図２０】いくつかの実施形態による、電子デバイスの機能ブロック図である。
【図２１】いくつかの実施形態による、電子デバイスの機能ブロック図である。
【００４６】
【図２２Ａ】いくつかの実施形態による、ユーザインタフェース選択モードを起動するた
め、及びアプリケーション内のユーザインタフェース間をナビゲートするための、例示的
なユーザインタフェースを示す。
【図２２Ｂ】いくつかの実施形態による、ユーザインタフェース選択モードを起動するた
め、及びアプリケーション内のユーザインタフェース間をナビゲートするための、例示的
なユーザインタフェースを示す。
【図２２Ｃ】いくつかの実施形態による、ユーザインタフェース選択モードを起動するた
め、及びアプリケーション内のユーザインタフェース間をナビゲートするための、例示的
なユーザインタフェースを示す。
【図２２Ｄ】いくつかの実施形態による、ユーザインタフェース選択モードを起動するた
め、及びアプリケーション内のユーザインタフェース間をナビゲートするための、例示的
なユーザインタフェースを示す。
【図２２Ｅ】いくつかの実施形態による、ユーザインタフェース選択モードを起動するた
め、及びアプリケーション内のユーザインタフェース間をナビゲートするための、例示的
なユーザインタフェースを示す。
【図２２Ｆ】いくつかの実施形態による、ユーザインタフェース選択モードを起動するた
め、及びアプリケーション内のユーザインタフェース間をナビゲートするための、例示的
なユーザインタフェースを示す。
【図２２Ｇ】いくつかの実施形態による、ユーザインタフェース選択モードを起動するた
め、及びアプリケーション内のユーザインタフェース間をナビゲートするための、例示的
なユーザインタフェースを示す。
【図２２Ｈ】いくつかの実施形態による、ユーザインタフェース選択モードを起動するた
め、及びアプリケーション内のユーザインタフェース間をナビゲートするための、例示的
なユーザインタフェースを示す。
【図２２Ｉ】いくつかの実施形態による、ユーザインタフェース選択モードを起動するた
め、及びアプリケーション内のユーザインタフェース間をナビゲートするための、例示的
なユーザインタフェースを示す。
【図２２Ｊ】いくつかの実施形態による、ユーザインタフェース選択モードを起動するた
め、及びアプリケーション内のユーザインタフェース間をナビゲートするための、例示的
なユーザインタフェースを示す。
【図２２Ｋ】いくつかの実施形態による、ユーザインタフェース選択モードを起動するた
め、及びアプリケーション内のユーザインタフェース間をナビゲートするための、例示的
なユーザインタフェースを示す。
【図２２Ｌ】いくつかの実施形態による、ユーザインタフェース選択モードを起動するた
め、及びアプリケーション内のユーザインタフェース間をナビゲートするための、例示的
なユーザインタフェースを示す。
【図２２Ｍ】いくつかの実施形態による、ユーザインタフェース選択モードを起動するた
め、及びアプリケーション内のユーザインタフェース間をナビゲートするための、例示的
なユーザインタフェースを示す。
【図２２Ｎ】いくつかの実施形態による、ユーザインタフェース選択モードを起動するた
め、及びアプリケーション内のユーザインタフェース間をナビゲートするための、例示的
なユーザインタフェースを示す。
【図２２Ｏ】いくつかの実施形態による、ユーザインタフェース選択モードを起動するた
め、及びアプリケーション内のユーザインタフェース間をナビゲートするための、例示的
なユーザインタフェースを示す。
【図２２Ｐ】いくつかの実施形態による、ユーザインタフェース選択モードを起動するた
め、及びアプリケーション内のユーザインタフェース間をナビゲートするための、例示的
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なユーザインタフェースを示す。
【図２２Ｑ】いくつかの実施形態による、ユーザインタフェース選択モードを起動するた
め、及びアプリケーション内のユーザインタフェース間をナビゲートするための、例示的
なユーザインタフェースを示す。
【図２２Ｒ】いくつかの実施形態による、ユーザインタフェース選択モードを起動するた
め、及びアプリケーション内のユーザインタフェース間をナビゲートするための、例示的
なユーザインタフェースを示す。
【図２２Ｓ】いくつかの実施形態による、ユーザインタフェース選択モードを起動するた
め、及びアプリケーション内のユーザインタフェース間をナビゲートするための、例示的
なユーザインタフェースを示す。
【図２２Ｔ】いくつかの実施形態による、ユーザインタフェース選択モードを起動するた
め、及びアプリケーション内のユーザインタフェース間をナビゲートするための、例示的
なユーザインタフェースを示す。
【図２２Ｕ】いくつかの実施形態による、ユーザインタフェース選択モードを起動するた
め、及びアプリケーション内のユーザインタフェース間をナビゲートするための、例示的
なユーザインタフェースを示す。
【図２２Ｖ】いくつかの実施形態による、ユーザインタフェース選択モードを起動するた
め、及びアプリケーション内のユーザインタフェース間をナビゲートするための、例示的
なユーザインタフェースを示す。
【図２２Ｗ】いくつかの実施形態による、ユーザインタフェース選択モードを起動するた
め、及びアプリケーション内のユーザインタフェース間をナビゲートするための、例示的
なユーザインタフェースを示す。
【図２２Ｘ】いくつかの実施形態による、ユーザインタフェース選択モードを起動するた
め、及びアプリケーション内のユーザインタフェース間をナビゲートするための、例示的
なユーザインタフェースを示す。
【図２２Ｙ】いくつかの実施形態による、ユーザインタフェース選択モードを起動するた
め、及びアプリケーション内のユーザインタフェース間をナビゲートするための、例示的
なユーザインタフェースを示す。
【図２２Ｚ】いくつかの実施形態による、ユーザインタフェース選択モードを起動するた
め、及びアプリケーション内のユーザインタフェース間をナビゲートするための、例示的
なユーザインタフェースを示す。
【図２２ＡＡ】いくつかの実施形態による、ユーザインタフェース選択モードを起動する
ため、及びアプリケーション内のユーザインタフェース間をナビゲートするための、例示
的なユーザインタフェースを示す。
【図２２ＡＢ】いくつかの実施形態による、ユーザインタフェース選択モードを起動する
ため、及びアプリケーション内のユーザインタフェース間をナビゲートするための、例示
的なユーザインタフェースを示す。
【図２２ＡＣ】いくつかの実施形態による、ユーザインタフェース選択モードを起動する
ため、及びアプリケーション内のユーザインタフェース間をナビゲートするための、例示
的なユーザインタフェースを示す。
【図２２ＡＤ】いくつかの実施形態による、ユーザインタフェース選択モードを起動する
ため、及びアプリケーション内のユーザインタフェース間をナビゲートするための、例示
的なユーザインタフェースを示す。
【図２２ＡＥ】いくつかの実施形態による、ユーザインタフェース選択モードを起動する
ため、及びアプリケーション内のユーザインタフェース間をナビゲートするための、例示
的なユーザインタフェースを示す。
【図２２ＡＦ】いくつかの実施形態による、ユーザインタフェース選択モードを起動する
ため、及びアプリケーション内のユーザインタフェース間をナビゲートするための、例示
的なユーザインタフェースを示す。
【図２２ＡＧ】いくつかの実施形態による、ユーザインタフェース選択モードを起動する
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ため、及びアプリケーション内のユーザインタフェース間をナビゲートするための、例示
的なユーザインタフェースを示す。
【図２２ＡＨ】いくつかの実施形態による、ユーザインタフェース選択モードを起動する
ため、及びアプリケーション内のユーザインタフェース間をナビゲートするための、例示
的なユーザインタフェースを示す。
【図２２ＡＩ】いくつかの実施形態による、ユーザインタフェース選択モードを起動する
ため、及びアプリケーション内のユーザインタフェース間をナビゲートするための、例示
的なユーザインタフェースを示す。
【図２２ＡＪ】いくつかの実施形態による、ユーザインタフェース選択モードを起動する
ため、及びアプリケーション内のユーザインタフェース間をナビゲートするための、例示
的なユーザインタフェースを示す。
【図２２ＡＫ】いくつかの実施形態による、ユーザインタフェース選択モードを起動する
ため、及びアプリケーション内のユーザインタフェース間をナビゲートするための、例示
的なユーザインタフェースを示す。
【図２２ＡＬ】いくつかの実施形態による、ユーザインタフェース選択モードを起動する
ため、及びアプリケーション内のユーザインタフェース間をナビゲートするための、例示
的なユーザインタフェースを示す。
【図２２ＡＭ】いくつかの実施形態による、ユーザインタフェース選択モードを起動する
ため、及びアプリケーション内のユーザインタフェース間をナビゲートするための、例示
的なユーザインタフェースを示す。
【図２２ＡＮ】いくつかの実施形態による、ユーザインタフェース選択モードを起動する
ため、及びアプリケーション内のユーザインタフェース間をナビゲートするための、例示
的なユーザインタフェースを示す。
【図２２ＡＯ】いくつかの実施形態による、ユーザインタフェース選択モードを起動する
ため、及びアプリケーション内のユーザインタフェース間をナビゲートするための、例示
的なユーザインタフェースを示す。
【図２２ＡＰ】いくつかの実施形態による、ユーザインタフェース選択モードを起動する
ため、及びアプリケーション内のユーザインタフェース間をナビゲートするための、例示
的なユーザインタフェースを示す。
【図２２ＡＱ】いくつかの実施形態による、ユーザインタフェース選択モードを起動する
ため、及びアプリケーション内のユーザインタフェース間をナビゲートするための、例示
的なユーザインタフェースを示す。
【図２２ＡＲ】いくつかの実施形態による、ユーザインタフェース選択モードを起動する
ため、及びアプリケーション内のユーザインタフェース間をナビゲートするための、例示
的なユーザインタフェースを示す。
【図２２ＡＳ】いくつかの実施形態による、ユーザインタフェース選択モードを起動する
ため、及びアプリケーション内のユーザインタフェース間をナビゲートするための、例示
的なユーザインタフェースを示す。
【図２２ＡＴ】いくつかの実施形態による、ユーザインタフェース選択モードを起動する
ため、及びアプリケーション内のユーザインタフェース間をナビゲートするための、例示
的なユーザインタフェースを示す。
【図２２ＡＵ】いくつかの実施形態による、ユーザインタフェース選択モードを起動する
ため、及びアプリケーション内のユーザインタフェース間をナビゲートするための、例示
的なユーザインタフェースを示す。
【図２２ＡＶ】いくつかの実施形態による、ユーザインタフェース選択モードを起動する
ため、及びアプリケーション内のユーザインタフェース間をナビゲートするための、例示
的なユーザインタフェースを示す。
【図２２ＡＷ】いくつかの実施形態による、ユーザインタフェース選択モードを起動する
ため、及びアプリケーション内のユーザインタフェース間をナビゲートするための、例示
的なユーザインタフェースを示す。
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【図２２ＡＸ】いくつかの実施形態による、ユーザインタフェース選択モードを起動する
ため、及びアプリケーション内のユーザインタフェース間をナビゲートするための、例示
的なユーザインタフェースを示す。
【図２２ＡＹ】いくつかの実施形態による、ユーザインタフェース選択モードを起動する
ため、及びアプリケーション内のユーザインタフェース間をナビゲートするための、例示
的なユーザインタフェースを示す。
【図２２ＡＺ】いくつかの実施形態による、ユーザインタフェース選択モードを起動する
ため、及びアプリケーション内のユーザインタフェース間をナビゲートするための、例示
的なユーザインタフェースを示す。
【図２２ＢＡ】いくつかの実施形態による、ユーザインタフェース選択モードを起動する
ため、及びアプリケーション内のユーザインタフェース間をナビゲートするための、例示
的なユーザインタフェースを示す。
【００４７】
【図２３Ａ】いくつかの実施形態による、ユーザインタフェース選択モードを起動するた
め、及びアプリケーション内のユーザインタフェース間をナビゲートするための、例示的
なユーザインタフェースを示す。
【図２３Ｂ】いくつかの実施形態による、ユーザインタフェース選択モードを起動するた
め、及びアプリケーション内のユーザインタフェース間をナビゲートするための、例示的
なユーザインタフェースを示す。
【図２３Ｃ】いくつかの実施形態による、ユーザインタフェース選択モードを起動するた
め、及びアプリケーション内のユーザインタフェース間をナビゲートするための、例示的
なユーザインタフェースを示す。
【図２３Ｄ】いくつかの実施形態による、ユーザインタフェース選択モードを起動するた
め、及びアプリケーション内のユーザインタフェース間をナビゲートするための、例示的
なユーザインタフェースを示す。
【図２３Ｅ】いくつかの実施形態による、ユーザインタフェース選択モードを起動するた
め、及びアプリケーション内のユーザインタフェース間をナビゲートするための、例示的
なユーザインタフェースを示す。
【図２３Ｆ】いくつかの実施形態による、ユーザインタフェース選択モードを起動するた
め、及びアプリケーション内のユーザインタフェース間をナビゲートするための、例示的
なユーザインタフェースを示す。
【図２３Ｇ】いくつかの実施形態による、ユーザインタフェース選択モードを起動するた
め、及びアプリケーション内のユーザインタフェース間をナビゲートするための、例示的
なユーザインタフェースを示す。
【図２３Ｈ】いくつかの実施形態による、ユーザインタフェース選択モードを起動するた
め、及びアプリケーション内のユーザインタフェース間をナビゲートするための、例示的
なユーザインタフェースを示す。
【図２３Ｉ】いくつかの実施形態による、ユーザインタフェース選択モードを起動するた
め、及びアプリケーション内のユーザインタフェース間をナビゲートするための、例示的
なユーザインタフェースを示す。
【図２３Ｊ】いくつかの実施形態による、ユーザインタフェース選択モードを起動するた
め、及びアプリケーション内のユーザインタフェース間をナビゲートするための、例示的
なユーザインタフェースを示す。
【図２３Ｋ】いくつかの実施形態による、ユーザインタフェース選択モードを起動するた
め、及びアプリケーション内のユーザインタフェース間をナビゲートするための、例示的
なユーザインタフェースを示す。
【図２３Ｌ】いくつかの実施形態による、ユーザインタフェース選択モードを起動するた
め、及びアプリケーション内のユーザインタフェース間をナビゲートするための、例示的
なユーザインタフェースを示す。
【図２３Ｍ】いくつかの実施形態による、ユーザインタフェース選択モードを起動するた
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め、及びアプリケーション内のユーザインタフェース間をナビゲートするための、例示的
なユーザインタフェースを示す。
【図２３Ｎ】いくつかの実施形態による、ユーザインタフェース選択モードを起動するた
め、及びアプリケーション内のユーザインタフェース間をナビゲートするための、例示的
なユーザインタフェースを示す。
【図２３Ｏ】いくつかの実施形態による、ユーザインタフェース選択モードを起動するた
め、及びアプリケーション内のユーザインタフェース間をナビゲートするための、例示的
なユーザインタフェースを示す。
【図２３Ｐ】いくつかの実施形態による、ユーザインタフェース選択モードを起動するた
め、及びアプリケーション内のユーザインタフェース間をナビゲートするための、例示的
なユーザインタフェースを示す。
【図２３Ｑ】いくつかの実施形態による、ユーザインタフェース選択モードを起動するた
め、及びアプリケーション内のユーザインタフェース間をナビゲートするための、例示的
なユーザインタフェースを示す。
【図２３Ｒ】いくつかの実施形態による、ユーザインタフェース選択モードを起動するた
め、及びアプリケーション内のユーザインタフェース間をナビゲートするための、例示的
なユーザインタフェースを示す。
【図２３Ｓ】いくつかの実施形態による、ユーザインタフェース選択モードを起動するた
め、及びアプリケーション内のユーザインタフェース間をナビゲートするための、例示的
なユーザインタフェースを示す。
【図２３Ｔ】いくつかの実施形態による、ユーザインタフェース選択モードを起動するた
め、及びアプリケーション内のユーザインタフェース間をナビゲートするための、例示的
なユーザインタフェースを示す。
【００４８】
【図２４Ａ】いくつかの実施形態による、ユーザインタフェース選択モードを起動する、
及びアプリケーション内のユーザインタフェース間をナビゲートするための方法を示す、
流れ図である。
【図２４Ｂ】いくつかの実施形態による、ユーザインタフェース選択モードを起動する、
及びアプリケーション内のユーザインタフェース間をナビゲートするための方法を示す、
流れ図である。
【図２４Ｃ】いくつかの実施形態による、ユーザインタフェース選択モードを起動する、
及びアプリケーション内のユーザインタフェース間をナビゲートするための方法を示す、
流れ図である。
【図２４Ｄ】いくつかの実施形態による、ユーザインタフェース選択モードを起動する、
及びアプリケーション内のユーザインタフェース間をナビゲートするための方法を示す、
流れ図である。
【図２４Ｅ】いくつかの実施形態による、ユーザインタフェース選択モードを起動する、
及びアプリケーション内のユーザインタフェース間をナビゲートするための方法を示す、
流れ図である。
【図２４Ｆ】いくつかの実施形態による、ユーザインタフェース選択モードを起動する、
及びアプリケーション内のユーザインタフェース間をナビゲートするための方法を示す、
流れ図である。
【００４９】
【図２５Ａ】いくつかの実施形態による、ユーザインタフェース選択モードを起動する、
及びアプリケーション内のユーザインタフェース間をナビゲートするための方法を示す、
流れ図である。
【図２５Ｂ】いくつかの実施形態による、ユーザインタフェース選択モードを起動する、
及びアプリケーション内のユーザインタフェース間をナビゲートするための方法を示す、
流れ図である。
【図２５Ｃ】いくつかの実施形態による、ユーザインタフェース選択モードを起動する、
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及びアプリケーション内のユーザインタフェース間をナビゲートするための方法を示す、
流れ図である。
【図２５Ｄ】いくつかの実施形態による、ユーザインタフェース選択モードを起動する、
及びアプリケーション内のユーザインタフェース間をナビゲートするための方法を示す、
流れ図である。
【図２５Ｅ】いくつかの実施形態による、ユーザインタフェース選択モードを起動する、
及びアプリケーション内のユーザインタフェース間をナビゲートするための方法を示す、
流れ図である。
【図２５Ｆ】いくつかの実施形態による、ユーザインタフェース選択モードを起動する、
及びアプリケーション内のユーザインタフェース間をナビゲートするための方法を示す、
流れ図である。
【図２５Ｇ】いくつかの実施形態による、ユーザインタフェース選択モードを起動する、
及びアプリケーション内のユーザインタフェース間をナビゲートするための方法を示す、
流れ図である。
【図２５Ｈ】いくつかの実施形態による、ユーザインタフェース選択モードを起動する、
及びアプリケーション内のユーザインタフェース間をナビゲートするための方法を示す、
流れ図である。
【００５０】
【図２６】いくつかの実施形態による、電子デバイスの機能ブロック図である。
【図２７】いくつかの実施形態による、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】
【００５１】
　多くの電子デバイスは、複数の異なるアプリケーションに対するグラフィカルユーザイ
ンタフェースを有する。ユーザは、通常、複数の異なるアプリケーションに連続してアク
セスする必要がある。同じアプリケーションを一日に何回も開いたり閉じたりすることは
時間がかかり労力を要するため、このやり方で作業している場合、アプリケーションをア
クティブ状態（例えば、開かれた）に維持することがより効率的である。しかし、複数の
アプリケーションが電子デバイス上で同時に開かれている場合、所望のアプリケーション
の表示を識別してアクティブ化するために開かれたアプリケーションを通してナビゲート
することは、同様に困難であることがある。同様に、多数の項目（例えば、ファイル、電
子メール、以前に表示されたウェブページなど）を有する階層を通してナビゲートするこ
とは煩雑である。本開示は、アクティブなアプリケーションの表現及び複雑な階層を通し
てナビゲートするための、効率的で直感的なデバイス、方法、及びユーザインタフェース
を提供することにより、この処理を改善する。いくつかの実施形態では、より少なくより
小さなユーザ入力により多数の項目を通してナビゲートする方法を提供することにより、
この改善は達成される。いくつかの実施形態では、ユーザが選択するために、複数のユー
ザ入力をすること、又はタッチ感知面から接触を離すことさえ必要としない、接触の強度
の感知差に基づく発見的方法を組み込むことにより、この改善は達成される。
【００５２】
　以下の図１Ａ～図１Ｂ、図２、及び図３は、例示的なデバイスの説明を提供する。図４
Ａ～図４Ｂ、図５Ａ～図５ＨＨ、図６Ａ～図６Ｖ、図７Ａ～図７Ｏ、図８Ａ～図８Ｒ、図
９Ａ～図９Ｈ、図２２Ａ～図２２ＢＡ、及び図２３Ａ～図２３Ｔは、ユーザインタフェー
ス間をナビゲートするための例示的なユーザインタフェースを示す。図１０Ａ～図１０Ｈ
、図１１Ａ～図１１Ｅ、図１２Ａ～図１２Ｅ、図１３Ａ～図１３Ｄ、図１４Ａ～図１４Ｃ
、図１５、図２４Ａ～図２４Ｆ、及び図２５Ａ～２５Ｈは、ユーザインタフェース表現間
をナビゲートする方法の流れ図である。図５Ａ～図５ＨＨ、図６Ａ～図６Ｖ、図７Ａ～図
７Ｏ、図８Ａ～図８Ｒ、図９Ａ～図９Ｈ、図２２Ａ～図２２ＢＡ、及び図２３Ａ～図２３
Ｔでのユーザインタフェースは、図１０Ａ～図１０Ｈ、図１１Ａ～図１１Ｅ、図１２Ａ～
図１２Ｅ、図１３Ａ～図１３Ｄ、図１４Ａ～図１４Ｃ、図１５、図２４Ａ～図２４Ｆ、及
び図２５Ａ～図２５Ｈでのプロセスを示すために使用される。



(28) JP 6317017 B2 2018.4.25

10

20

30

40

50

　例示的なデバイス
【００５３】
　ここで、添付図面に実施例が示される実施形態を、詳細に参照する。以下の詳細な説明
では、説明されている様々な実施形態の完全な理解を提供するために数多くの具体的な詳
細が記載されている。しかしながら、説明されている様々な実施形態は、これらの具体的
な詳細を伴わずとも実践し得ることが、当業者には明らかであろう。他の例においては、
周知の方法、手続き、構成要素、回路、及びネットワークは、実施形態の態様を不必要に
不明瞭なものとしないよう、詳細には説明されていない。
【００５４】
　本明細書では、第１、第２などの用語は、一部の実施例で、様々な要素を説明するため
に使用されるが、これらの要素は、それらの用語によって限定されるべきではないことも
理解されるであろう。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の接触
は、第２の接触と称することができ、同様に、第２の接触は、第１の接触と称し得る。第
１の接触及び第２の接触は両方接触であるが、文脈がそうでないことを明確に示さない限
り、それらは同じ接触ではない。
【００５５】
　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時に、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）」、「ｉｎ
ｃｌｕｄｉｎｇ（含む）」、「ｃｏｍｐｒｉｓｅｓ（備える）」、及び／又は「ｃｏｍｐ
ｒｉｓｉｎｇ（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。
【００５６】
　本明細書で使用される時、用語「ｉｆ（～の場合には）」は、任意選択的に、文脈に応
じて「ｗｈｅｎ（～の時）」、「ｕｐｏｎ（～すると）」、「ｉｎ　ｒｅｓｐｏｎｓｅ　
ｔｏ　ｄｅｔｅｒｍｉｎｉｎｇ（～という判定したことに応じて）」、又は「ｉｎ　ｒｅ
ｓｐｏｎｓｅ　ｔｏ　ｄｅｔｅｃｔｉｎｇ（～の検出したことに応じて）」を意味するも
のと解釈される。同様に、語句「ｉｆ　ｉｔ　ｉｓ　ｄｅｔｅｒｍｉｎｅｄ（～と判定さ
れる場合には）」又は「ｉｆ　（ａ　ｓｔａｔｅｄ　ｃｏｎｄｉｔｉｏｎ　ｏｒ　ｅｖｅ
ｎｔ）　ｉｓ　ｄｅｔｅｃｔｅｄ（（記述される条件又はイベント）が検出される場合に
は）」は、任意選択的に、文脈に応じて「ｕｐｏｎ　ｄｅｔｅｒｍｉｎｉｎｇ（～と判定
されると）」、又は「ｉｎ　ｒｅｓｐｏｎｓｅ　ｔｏ　ｄｅｔｅｒｍｉｎｉｎｇ（～との
判定したことに応じて）」、又は「ｕｐｏｎ　ｄｅｔｅｃｔｉｎｇ（ｔｈｅ　ｓｔａｔｅ
ｄ　ｃｏｎｄｉｔｉｏｎ　ｏｒ　ｅｖｅｎｔ）（（記述される条件又はイベント）が検出
されると）」、又は「ｉｎ　ｒｅｓｐｏｎｓｅ　ｔｏ　ｄｅｔｅｃｔｉｎｇ（ｔｈｅ　ｓ
ｔａｔｅｄ　ｃｏｎｄｉｔｉｏｎ　ｏｒ　ｅｖｅｎｔ）（（記述される条件又はイベント
）の検出したことに応じて）」を意味するものと解釈される。
【００５７】
　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
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
形態は、限定を伴わずに、Ｃａｌｉｆｏｒｎｉａ州ＣｕｐｅｒｔｉｎｏのＡｐｐｌｅ　Ｉ
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ｎｃ．のｉＰｈｏｎｅ（登録商標）、ｉＰｏｄ　Ｔｏｕｃｈ（登録商標）、及びｉＰａｄ
（登録商標）デバイスを含む。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他のポー
タブル電子デバイスも、任意選択的に、使用できる。また、いくつかの実施形態では、こ
の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。
【００５８】
　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、この電子デバイスが、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。
【００５９】
　そのデバイスは、一般的に、メモ作成アプリケーション、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、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、ビデオ会議アプリケ
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、デジタル音楽再生アプリケーション、及び／又はデジタルビデオ再生アプリ
ケーションのうちの１つ以上など、様々なアプリケーションをサポートする。
【００６０】
　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。
【００６１】
　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よる、タッチ感知ディスプレイシステム１１２を備
えた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
システム１１２は、便宜上「タッチスクリーン」と呼ばれる場合があり、単にタッチ感知
ディスプレイと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１１３、入出力（Ｉ／Ｏ）サブシス
テム１０６、他の入力又は制御デバイス１１６、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１００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３
５５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。
【００６２】
　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



(30) JP 6317017 B2 2018.4.25

10

20

30

40

50

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、
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
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。
【００６３】
　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又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に示す様々な構成要素は、１つ以上の信号処理
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、ファームウ
ェア、又はそれらの組み合わせで実装される。
【００６４】
　メモリ１０２は、任意選択的に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、フラッシュメモリデバイス、又は他の不揮発性
半導体メモリデバイスなどの、不揮発性メモリも含む。ＣＰＵ（単数又は複数）１２０及
び周辺機器インタフェース１１８などの、デバイス１００の他の構成要素によるメモリ１
０２へのアクセスは、メモリコントローラ１２２により、任意選択的に、制御される。
【００６５】
　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、
ＣＰＵ（単数又は複数）１２０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。
【００６６】
　いくつかの実施形態では、周辺機器インタフェース１１８、ＣＰＵ（単数又は複数）１
２０、及びメモリコントローラ１２２は、任意選択的に、チップ１０４などの単一チップ
上に実装される。いくつかの他の実施形態において、これらは、個別のチップ上に、任意
選択的に、実装される。
【００６７】
　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
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）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
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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、無線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。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）、拡張データＧＳＭ環境（ＥＤＧ
Ｅ）、高速ダウンリンクパケット接続（ＨＳＤＰＡ）、高速アップリンクパケット接続（
ＨＳＵＰＡ）、Ｅｖｏｌｕｔｉｏｎ，Ｄａｔａ－Ｏｎｌｙ（ＥＶ－ＤＯ）、ＨＳＰＡ、Ｈ
ＳＰＡ＋、２重セルＨＳＰＡ（ＤＣ－ＨＳＰＤＡ）、ロングタームエボリューション（Ｌ
ＴＥ）、近距離無線通信（ＮＦＣ）、広帯域符号分割多元接続（Ｗ－ＣＤＭＡ）、符号分
割多元接続（ＣＤＭＡ）、時分割多元接続（ＴＤＭＡ）、Ｂｌｕｅｔｏｏｔｈ（登録商標
）、Ｗｉｒｅｌｅｓｓ　Ｆｉｄｅｌｉｔｙ（Ｗｉ－Ｆｉ）（登録商標）（例えば、ＩＥＥ
Ｅ　８０２．１１ａ、ＩＥＥＥ　８０２．１１ａｃ、ＩＥＥＥ　８０２．１１ａｘ、ＩＥ
ＥＥ　８０２．１１ｂ、ＩＥＥＥ　８０２．１１ｇ、及び／又はＩＥＥＥ　８０２．１１
ｎ）、ボイスオーバーインターネットプロトコル（ＶｏＩＰ）、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）
及び／又はポストオフィスプロトコル（ＰＯＰ））、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）、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）、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））、及び／又はショート
メッセージサービス（ＳＭＳ）、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。
【００６８】
　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。オーディオ回路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。オーディオ回路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。オーディオ回路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。音声データは、周辺機器
インタフェース１１８によって任意選択的に、メモリ１０２及び／若しくはＲＦ回路１０
８から取り込まれ、並びに／又はメモリ１０２及び／若しくはＲＦ回路１０８へ送出され
る。いくつかの実施形態において、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。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
、マイクロホン）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。
【００６９】
　Ｉ／Ｏサブシステム１０６は、周辺機器インタフェース１１８に、タッチ感知ディスプ
レイシステム１１２及び他の入力又は制御デバイス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１６１、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、任意選択的に含む。１つ以上の入力コントローラ１６０は、他の入力又は制御デバイ
ス１１６から／へ電気信号を受信／送信する。他の入力又は制御デバイス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
施形態において、入力コントローラ（単数又は複数）１６０は、キーボード、赤外線ポー
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ト、ＵＳＢポート、スタイラス、及び／又はマウスなどのポインタデバイスのうちのいず
れかに、任意選択的に連結される（又は、いずれにも連結されない）。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２０６）を、任意選択的に含む。
【００７０】
　タッチ感知ディスプレイシステム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、タッチ感
知ディスプレイシステム１１２から／へ電気信号を受信及び／又は送信する。タッチ感知
ディスプレイシステム１１２は、ユーザに視覚出力を表示する。視覚出力は、グラフィッ
ク、テキスト、アイコン、ビデオ、及びこれらの任意の組み合わせ（総称して「グラフィ
ック」と称する）を、任意選択的に含む。いくつかの実施形態において、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する。本明細書で使用される時、
用語「アフォーダンス」は、ユーザ対話グラフィカルユーザインタフェースオブジェクト
（例えば、グラフィカルユーザインタフェースオブジェクトに向けられた入力に応答する
ように構成された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。ユーザ対話
グラフィカルユーザインタフェースオブジェクトの例としては、ボタン、スライダ、アイ
コン、選択可能なメニュー項目、スイッチ、ハイパーリンク、又は他のユーザインタフェ
ースコントローラが挙げられるがこれらに限定されない。
【００７１】
　タッチ感知ディスプレイシステム１１２は、触覚及び／若しくは触知の接触に基づくユ
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している。
タッチ感知ディスプレイシステム１１２及びディスプレイコントローラ１５６（メモリ１
０２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、タッチ感知ディスプレ
イシステム１１２上で接触（及び任意の接触の移動又は中断）を検出し、検出された接触
をタッチ感知ディスプレイシステム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）との双方向
作用に変換する。ある例示的な実施形態では、タッチ感知ディスプレイシステム１１２と
ユーザとの間の接触点は、ユーザの指又はスタイラスに対応する。
【００７２】
　タッチ感知ディスプレイシステム１１２は、任意選択的に、ＬＣＤ（液晶ディスプレイ
）技術、ＬＰＤ（発光ポリマーディスプレイ）技術、又はＬＥＤ（発光ダイオード）技術
を使用するが、他の実施形態では、他のディスプレイ技術が使用される。タッチ感知ディ
スプレイシステム１１２及びディスプレイコントローラ１５６は、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、タッチ感知ディスプレイシステム１１
２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が、
これらに限定されない、現在公知の若しくは後日に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、接触及びその任意の移動又は中断を、任意選択的に検出する。
ある例示的な実施形態では、Ｃａｌｉｆｏｒｎｉａ州ＣｕｐｅｒｔｉｎｏのＡｐｐｌｅＩ
ｎｃ．からのｉＰｈｏｎｅ（登録商標）、ｉＰｏｄ　Ｔｏｕｃｈ（登録商標）、及びｉＰ
ａｄ（登録商標）などにおいて見られるような、投影型相互キャパシタンス検知技術が使
用されている。
【００７３】
　タッチ感知ディスプレイシステム１１２は、任意選択的に、１００ｄｐｉを超える映像
解像度を有する。いくつかの実施形態では、タッチスクリーンの映像解像度は、４００ｄ
ｐｉを超える（例えば、５００ｄｐｉ、８００ｄｐｉ、又はそれより大きい）。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器を使用して、タッチ感知ディスプレ
イシステム１１２と、任意選択的に接触する。いくつかの実施形態では、ユーザインタフ
ェースは、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
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る。いくつかの実施形態において、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。
【００７４】
　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非アクティブ化させるためのタッチパッド（図示せず）を、任意選択
的に含む。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、任意選
択的に、タッチ感知ディスプレイシステム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たタッチ感知面の延長である。
【００７５】
　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、任意選択的に、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））、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、電力状態標識（例えば、発光ダイオード（ＬＥＤ））、並びにポータブルデ
バイス内での電力の生成、管理、及び分配に関連付けられた任意の他の構成要素を含む。
【００７６】
　デバイス１００はまた、１つ以上の光センサ１６４をも、任意選択的に含む。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（単数又は複数）１６４は、電荷結合デバイス（ＣＣＤ）又は相補的金属酸
化物半導体（ＣＭＯＳ）フォトトランジスタを、任意選択的に含む。光センサ（単数又は
複数）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称する
）と併用して、光センサ（単数又は複数）１６４は、静止画像及び／又はビデオを、任意
選択的にキャプチャする。いくつかの実施形態では、タッチスクリーンが静止画像及び／
又はビデオ取得のためのビューファインダとして有効化されるように、光センサは、デバ
イスの前面のタッチ感知ディスプレイシステム１１２の反対側である、デバイス１００の
背面に配置されている。いくつかの実施形態では、ユーザの画像を得る（例えば、自撮り
のため、ユーザがタッチスクリーン上で他のビデオ会議参加者を見ている間にビデオ会議
のため、など）ように、別の光センサがデバイスの前面に配置される。
【００７７】
　デバイス１００はまた、１つ以上の接触強度センサ１６５も任意選択的に含む。図１Ａ
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（単数又は複数）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
定するために使用するセンサ）を、任意選択的に含む。接触強度センサ（単数又は複数）
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システム１１２の反対側である、デバイス
１００の背面に配置されている。
【００７８】
　デバイス１００は、１つ以上の近接センサ１６６も、任意選択的に含む。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。あるいは、近接セン
サ１６６は、Ｉ／Ｏサブシステム１０６内の入力コントローラ１６０に連結される。いく
つかの実施形態では、多機能デバイスがユーザの耳の近くに配置されている場合（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、タッチ感知ディスプレイシステ
ム１１２をオフにして無効にする。
【００７９】
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　デバイス１００はまた、１つ以上の触知出力生成器１６７も任意選択的に含む。図１Ａ
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（単数又は複数）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生成構成
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る電気機械デバイスを、任意選択的に含む。触知出力生成器（単数
又は複数）１６７は、触覚フィードバックモジュール１３３から触覚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１００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では、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感知ディスプレイシステム１１
２の反対側である、デバイス１００の背面に配置されている。
【００８０】
　デバイス１００はまた、１つ以上の加速度計１６８も任意選択的に含む。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。あるいは、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、任意選択的に、結合
される。いくつかの実施形態では、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１００は、加速度計（単数又は複数）１６８に加えて、
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、磁気計（図示せず）並びにＧＰＳ（若しくはＧＬＯＮＡＳＳ又は他
のグローバルナビゲーションシステム）受信機（図示せず）を、任意選択的に含む。
【００８１】
　いくつかの実施形態では、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／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）１
３２、触覚フィードバックモジュール（又は命令セット）１３３、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（ＧＰＳ）モジュール（又は命令セッ
ト）１３５、及びアプリケーション（又は命令セット）１３６を含む。更に、いくつかの
実施形態では、図１Ａ及び図３に示すように、メモリ１０２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
情報がタッチ感知ディスプレイシステム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他の入力又は制御デバイス１１６から得られる情報
を含む、センサ状態、並びに、デバイスの位置及び／又は姿勢に関する、位置及び／又は
姿勢情報。
【００８２】
　オペレーティングシステム１２６（例えば、ｉＯＳ、Ｄａｒｗｉｎ（登録商標）、ＲＴ
ＸＣ（登録商標）、ＬＩＮＵＸ（登録商標）、ＵＮＩＸ（登録商標）、ＯＳ　Ｘ（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。
【００８３】
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　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、カリフォルニア州Ｃｕ
ｐｅｒｔｉｎｏのＡｐｐｌｅ　Ｉｎｃ．のｉＰｈｏｎｅ（登録商標）、ｉＰｏｄ　Ｔｏｕ
ｃｈ（登録商標）、及びｉＰａｄ（登録商標）デバイスの一部内で使用される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。いくつかの実施形態では、外部ポートは、カリフォルニア州
ＣｕｐｅｒｔｉｎｏのＡｐｐｌｅ　Ｉｎｃ．のｉＰｈｏｎｅ（登録商標）、ｉＰｏｄ　Ｔ
ｏｕｃｈ（登録商標）、及びｉＰａｄ（登録商標）デバイスの一部内で使用されるＬｉｇ
ｈｔｎｉｎｇ（登録商標）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Ｌｉｇｈｔｎｉｎｇ（登録商標）コネクタである。
【００８４】
　接触／動きモジュール１３０は、（ディスプレイコントローラ１５６と関連して）タッ
チ感知ディスプレイシステム１１２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１
３０は、接触が発生したかどうかの判定（例えば、フィンガダウンイベントの検出）、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用物）の判
定、接触の移動及びタッチ感知面にわたる移動の追跡（例えば、１つ以上のフィンガドラ
ッグイベントの検出）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、フ
ィンガアップイベント又は接触の中断の検出）の判定などの、接触（例えば、指による又
はスタイラスによる）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つの指の接触又はスタイラスの接触）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では、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。
【００８５】
　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。他の実施例として、タッチ
感知面でのフィンガスワイプジェスチャの検出は、フィンガダウンイベントを検出し、続
いて１つ以上のフィンガドラッグイベントを検出し、その後、フィンガアップ（リフトオ
フ）イベントを検出することを含む。同様に、タップ、スワイプ、ドラッグ、及び他のジ
ェスチャは、スタイラスに対して、スタイラスに対する特定の接触パターンを検出するこ
とにより、任意選択的に検出される。
【００８６】
　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め
た、タッチ感知ディスプレイシステム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
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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。
【００８７】
　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。
【００８８】
　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（単数又
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
を含む。
【００８９】
　テキスト入力モジュール１３４は、任意選択的に、グラフィックモジュール１３２の構
成要素であり、様々なアプリケーション（例えば、連絡先１３７、電子メール１４０、Ｉ
Ｍ１４１、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。
【００９０】
　ＧＰＳモジュール１３５は、デバイスの位置を判定し、この情報を様々なアプリケーシ
ョンで使用するために提供する（例えば、ロケーションベースダイアル発呼で使用するた
めに電話１３８へ、ピクチャ／ビデオのメタデータとしてカメラ１４３へ、並びに天気ウ
ィジェット、地方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）。
【００９１】
　アプリケーション１３６は、任意選択的に以下のモジュール（又は、命令のセット）、
又はそれらの部分集合若しくは上位集合を含む。
　●連絡先モジュール１３７（アドレス帳又は連絡先リストと呼ばれることもある）、
　●電話モジュール１３８、
　●ビデオ会議モジュール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）モジュール１４１、
　●トレーニングサポートモジュール１４２、
　●静止画像及び／又はビデオ用のカメラモジュール１４３、
　●画像管理モジュール１４４、
　●ブラウザモジュール１４７、
　●カレンダーモジュール１４８、
　●任意選択的に、天気ウィジェット１４９－１、株価ウィジェット１４９－２、計算機
ウィジェット１４９－３、アラーム時計ウィジェット１４９－４、辞書ウィジェット１４
９－５、及びユーザによって得られた他のウィジェット、並びにユーザ作成ウィジェット
１４９－６のうちの１つ以上を含む、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を作成するためのウィジェット作成モジュール１
５０、
　●検索モジュール１５１、
　●任意選択的にビデオ再生モジュール及び音楽再生モジュールから構成される、ビデオ
及び音楽再生モジュール１５２、
　●メモモジュール１５３、
　●地図モジュール１５４、及び／又は
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　●オンラインビデオモジュール１５５。
【００９２】
　任意選択的にメモリ１０２内に記憶される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。
【００９３】
　タッチ感知ディスプレイシステム１１２、ディスプレイコントローラ１５６、接触モジ
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と併
せて、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に記憶される）アドレス帳又は連絡
先リストを管理する実行可能命令を含み、その実行可能命令には、アドレス帳に名前（単
数又は複数）を加えること、アドレス帳から名前（単数又は複数）を削除すること、電話
番号（単数又は複数）、メールアドレス（単数又は複数）、住所（単数又は複数）、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、電話番号及び／又はメールアドレスを提供して、電話１３８、ビデオ会議１３
９、電子メール１４０、若しくはＩＭ１４１による通信を開始させる及び／又は容易にす
ること、などが含まれる。
【００９４】
　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
ッチ感知ディスプレイシステム１１２、ディスプレイコントローラ１５６、接触モジュー
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と併せて
、電話モジュール１３８は、電話番号に対応する一連の文字を入力し、アドレス帳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、会話を実行し、会話が完了した際に接続を切るか又は電話を切る、
実行可能命令を含む。上述のように、無線通信は、複数の通信規格、プロトコル、及び技
術のうちのいずれかを、任意選択的に使用する。
【００９５】
　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
ッチ感知ディスプレイシステム１１２、ディスプレイコントローラ１５６、光センサ（単
数又は複数）１６４、光センサコントローラ１５８、接触モジュール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、連絡先リスト１３７、及び電話モ
ジュール１３８と併せて、ビデオ会議モジュール１３９は、ユーザの指示に従って、ユー
ザと１人以上の他の参加者との間のビデオ会議を開始し、実行し、終了する、実行可能命
令を含む。
【００９６】
　ＲＦ回路１０８、タッチ感知ディスプレイシステム１１２、ディスプレイコントローラ
１５６、接触モジュール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と併せて、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、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を添付した電子メールを作成して送信する
ことが非常に簡単になる。
【００９７】
　ＲＦ回路１０８、タッチ感知ディスプレイシステム１１２、ディスプレイコントローラ
１５６、接触モジュール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と併せて、インスタントメッセージモジュール１４１は、インスタントメッ
セージに対応する文字列を入力し、入力済みの文字を修正し、それぞれのインスタントメ
ッセージを送信し（例えば、電話ベースのインスタントメッセージのためのショートメッ
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
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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のためのＸＭＰＰ
、ＳＩＭＰＬＥ、Ａｐｐｌｅ　Ｐｕｓｈ　Ｎｏｔｉｆｉｃａｔｉｏｎ　Ｓｅｒｖｉｃｅ　
（ＡＰＮｓ）、若しくはＩＭＰＳを使用して）、インスタントメッセージを受信し、受信
したインスタントメッセージを表示する、実行可能命令を含む。いくつかの実施形態では
、送信及び／又は受信された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）でサポートされるように、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／又は他の添付を、任意選択的に、含む。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、Ｓ
ＭＳ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、ＡＰＮｓ、又はＩＭＰＳを使用して送信されるメ
ッセージ）の両方を示す。
【００９８】
　ＲＦ回路１０８、タッチ感知ディスプレイシステム１１２、ディスプレイコントローラ
１５６、接触モジュール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、地図モジュール１５４、及び音楽再生モジュール１
４６と併せて、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
／又はカロリー消費目標を有する）トレーニングを生成する、（スポーツデバイス及びス
マートウォッチ内の）トレーニングセンサと通信する、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使用されるセンサを較正する、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、実行可能命令を含む。
【００９９】
　タッチ感知ディスプレイシステム１１２、ディスプレイコントローラ１５６、光センサ
（単数又は複数）１６４、光センサコントローラ１５８、接触モジュール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と併せて、カメラモジュール１
４３は、静止画像又はビデオ（ビデオストリームを含む）をキャプチャしてメモリ１０２
にそれらを記憶し、静止画像又はビデオの特徴を変更し、及び／又はメモリ１０２から静
止画像若しくはビデオを削除する、実行可能命令を含む。
【０１００】
　タッチ感知ディスプレイシステム１１２、ディスプレイコントローラ１５６、接触モジ
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、及びカ
メラモジュール１４３と併せて、画像管理モジュール１４４は、静止画像及び／又はビデ
オを配置し、修正し（例えば、編集し）、又は別の方法で操作し、ラベルを付け、削除し
、提示し（例えば、デジタルスライドショー又はアルバム内で）、並びに記憶する、実行
可能命令を含む。
【０１０１】
　ＲＦ回路１０８、タッチ感知ディスプレイシステム１１２、ディスプレイシステムコン
トローラ１５６、接触モジュール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と併せて、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実行
可能命令を含む。
【０１０２】
　ＲＦ回路１０８、タッチ感知ディスプレイシステム１１２、ディスプレイシステムコン
トローラ１５６、接触モジュール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、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と併せて、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、すべきことのリストなど
）を作成し、表示し、変更し、記憶する実行可能命令を含む。
【０１０３】
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　ＲＦ回路１０８、タッチ感知ディスプレイシステム１１２、ディスプレイシステムコン
トローラ１５６、接触モジュール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と併せて、ウィジェットモジュール１
４９は、ユーザによって任意選択的にダウンロードされ、使用されるミニアプリケーショ
ン（例えば、天気ウィジェット１４９－１、株価ウィジェット１４９－２、計算機ウィジ
ェット１４９－３、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ファイルを含む。いくつかの実施形態では、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ＪａｖａＳｃｒｉｐｔ（
登録商標）ファイル（例えば、Ｙａｈｏｏ！（登録商標）ウィジェット）を含む。
【０１０４】
　ＲＦ回路１０８、タッチ感知ディスプレイシステム１１２、ディスプレイシステムコン
トローラ１５６、接触モジュール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と併せて、ウィジェット作成モジュー
ル１５０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）、実行可能命令を含む。
【０１０５】
　タッチ感知ディスプレイシステム１１２、ディスプレイシステムコントローラ１５６、
接触モジュール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と併せて、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）を満たす、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、実行可能命令を含む。
【０１０６】
　タッチ感知ディスプレイシステム１１２、ディスプレイシステムコントローラ１５６、
接触モジュール１３０、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と併せて、ビデオ及び音楽再
生モジュール１５２は、ユーザが、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及び他のサウンドファイルをダウンロード及び再生する
ことを可能にする実行可能命令、及び（例えば、タッチ感知ディスプレイシステム１１２
上、又は無線で若しくは外部ポート１２４を介して接続された外部のディスプレイ上で）
ビデオを表示、提示又は他の方法によって再生する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。
【０１０７】
　タッチ感知ディスプレイシステム１１２、ディスプレイコントローラ１５６、接触モジ
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と併
せて、メモモジュール１５３は、ユーザの指示に従って、メモ、すべきことのリストなど
を作成及び管理する、実行可能命令を含む。
【０１０８】
　ＲＦ回路１０８、タッチ感知ディスプレイシステム１１２、ディスプレイシステムコン
トローラ１５６、接触モジュール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と併せて、
地図モジュール１５４は、ユーザの指示に従って、地図及び地図に関連付けられたデータ
（例えば、運転方向、特定の場所若しくはその付近の店舗及び他の対象地点についてのデ
ータ、並びに場所に基づく他のデータ）を受信し、表示し、修正し、記憶する、実行可能
命令を含む。
【０１０９】
　タッチ感知ディスプレイシステム１１２、ディスプレイシステムコントローラ１５６、
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接触モジュール１３０、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と併せて、オンラインビデオモジュール
１５５は、ユーザがＨ．２６４などの１つ以上のファイル形式のオンラインビデオにアク
セスし、ブラウズし、受信し（例えば、ストリーミング及び／又はダウンロードにより）
、再生し（例えば、タッチスクリーン１１２上で又は無線で若しくは外部ポート１２４を
介して接続された外部のディスプレイ上で）、特定のオンラインビデオへのリンクを含む
電子メールを送信し、別の方法で管理できる、実行可能命令を含む。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
ジングモジュール１４１が、特定のオンライン映像へのリンクを送信するために用いられ
る。
【０１１０】
　上記で識別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つ又はそれ以上の
上記の機能を実行するための実行可能命令セット及び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（すなわち、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、したがって、これらのモジュールの様々な
サブセットは、様々な実施形態において、任意選択的に、組み合わせ、又は再配置される
。いくつかの実施形態では、メモリ１０２は、上述の識別されたモジュール及びデータ構
造のサブセットを、任意選択的に記憶する。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、任意選択的に記憶する。
【０１１１】
　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入力制御機器としてタッチスクリーン及び／又はタ
ッチパッドを使用することにより、デバイス１００上の物理的な入力制御機器（プッシュ
ボタン、ダイアルなど）の数を、任意選択的に、減らす。
【０１１２】
　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。かかる実施形態において、「メニュ
ーボタン」はタッチパッドを使って実装される。いくつかの他の実施形態では、メニュー
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制御
デバイスである。
【０１１３】
　図１Ｂは、いくつかの実施形態による、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内）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）及びそれ
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１３６、１３７～
１５５、及び３８０～３９０のいずれか）を含む。
【０１１４】
　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
プリケーションがアクティブ又は実行中の時、タッチ感知ディスプレイシステム１１２上
に表示される現在のアプリケーションビュー（１つ以上）を示す、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、
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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１９１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。
【０１１５】
　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
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。
【０１１６】
　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システム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又は近接センサ１６６、加速
度計（単数又は複数）１６８、及び／若しくは（オーディオ回路１１０を介して）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１１
８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システム１
１２又はタッチ感知面からの情報を含む。
【０１１７】
　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／又は所定時間より長い入力を受け付けること
）がある場合にのみイベント情報を送出する。
【０１１８】
　いくつかの実施形態では、イベントソータ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。
【０１１９】
　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システム１１２が１つ
以上のビューを表示する場合、１つ以上のビュー内のどこにおいて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。
【０１２０】
　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、
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、任意
選択的に、対応する。例えば、タッチが検出される最低レベルのビューは、任意選択的に
、ヒットビューと呼ばれ、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、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
、任意選択的に、判定される。
【０１２１】
　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
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、最初のサブイベント（即ち、イベント又は潜在的なイベントを形成するサブイベン



(42) JP 6317017 B2 2018.4.25

10

20

30

40

50

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によって識別されると、ヒットビューは、典型
的には、それがヒットビューとして識別された、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。
【０１２２】
　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
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。
【０１２３】
　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
、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
のイベント受信部モジュール１８２により取得されるイベント情報をイベント待ち行列内
に記憶する。
【０１２４】
　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
他の実施形態では、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／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。
【０１２５】
　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
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１７６、オブジェクトアップデータ１７７、ＧＵＩアップ
データ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１７９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１９２を
更新するために、データアップデータ１７６、オブジェクトアップデータ１７７、又はＧ
ＵＩアップデータ１７８を、任意選択的に、利用若しくは呼び出す。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１９
０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１７６、オブジェク
トアップデータ１７７、及びＧＵＩアップデータ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。
【０１２６】
　各イベント認識部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）を受け取って、そのイベント情報からイベントを特定する。イベント認
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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
形態において、イベント認識部１８０は更に、メタデータ１８３及びイベント配布命令１
８８（任意選択的に、サブイベント配布命令を含む）の少なくともサブセットを含む。
【０１２７】
　イベント受信部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
ブイベントが、タッチの動きに関わる時、イベント情報は、サブイベントの速さ及び方向
を、任意選択的に、更に含む。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。
【０１２８】
　イベントコンパレーター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断又は更新する。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（
１８７－１）、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
。別の実施形態において、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
いてのタッチ（又は接触）、タッチ感知ディスプレイシステム１１２にわたるタッチの移
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。
【０１２９】
　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
ディスプレイシステム１１２上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
知ディスプレイシステム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実行する。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。
【０１３０】
　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
情報の送付を遅延させる、遅延作用も含む。
【０１３１】
　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断した場合、それぞれのイベント認識部１８０は、イベ
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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。
【０１３２】
　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
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１８３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。
【０１３３】
　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
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。
【０１３４】
　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信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
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。
【０１３５】
　いくつかの実施形態において、データアップデータ１７６は、アプリケーション１３６
－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１７６は、連
絡先モジュール１３７で使用される電話番号を更新する、又はビデオ再生モジュール１４
５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１７７は、新たなユーザインタフェース
オブジェクトを作成する、又はユーザインタフェースオブジェクトの位置を更新する。Ｇ
ＵＩアップデータ１７８は、ＧＵＩを更新する。例えば、ＧＵＩアップデータ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ック
モジュール１３２に送信する。
【０１３６】
　いくつかの実施形態では、イベントハンドラ（単数又は複数）１９０は、データアップ
データ１７６、オブジェクトアップデータ１７７、及びＧＵＩアップデータ１７８を含む
、又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１７６、オブジェクトアップデータ１７７、及びＧＵＩアップデータ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１９１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。
【０１３７】
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　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に任意選択的に合わせた
マウスの移動及びマウスボタンの押下、タッチパッド上でのタップ、ドラッグ、スクロー
ルなどの接触移動、ペンスタイラス入力、デバイスの移動、口頭指示、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。
【０１３８】
　図２は、いくつかの実施形態による、タッチスクリーン（例えば、図１Ａのタッチ感知
ディスプレイシステム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において、ジェスチャは、１回以上のタ
ップ、１回以上のスワイプ（左から右へ、右から左へ、上方向へ、及び／又は下方向へ）
、及び／又はデバイス１００と接触した指のローリング（右から左へ、左から右へ、上方
向へ、及び／又は下方向へ）を、任意選択的に、含む。いくつかの実施形態又は状況にお
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。
【０１３９】
　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
ボタンも任意選択的に含む。前述のように、メニューボタン２０４は、デバイス１００上
で、任意選択的に、実行され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１
３６へナビゲートするために、任意選択的に、使用される。あるいは、いくつかの実施形
態では、メニューボタンは、タッチスクリーンディスプレイ上に表示されたＧＵＩ内のソ
フトキーとして実装される。
【０１４０】
　いくつかの実施形態では、デバイス１００は、タッチスクリーンディスプレイ、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（単数又は複数）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１２４を含む。プッシュボタン２０６は、ボタンを押下して、既定の時間間隔にわた
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、既定の時間間隔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。いくつかの実施形態では、デバイス１００は
また、マイクロフォン１１３を通して、一部の機能をアクティブ化し、又は非アクティブ
化するための口頭入力を受け付ける。また、デバイス１００は、タッチ感知ディスプレイ
システム１１２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、及び
／又はデバイス１００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１６７を、任意選択的に、含む。
【０１４１】
　図３は、いくつかの実施形態による、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
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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、及び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（又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１６７と同様の）触知出力生成器３５７、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／又は図１Ａ
を参照して上述された接触強度センサ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、ＤＤＲ　ＲＡＭ、又は他のランダムアクセ
ス半導体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、光ディスク記憶デバイス、フラッシュメモリデ
バイス、又は他の不揮発性半導体記憶デバイスなどの、不揮発性メモリを含む。メモリ３
７０は、ＣＰＵ（単数又は複数）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
タ構造に類似の、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
存在しない追加のプログラム、モジュール、及びデータ構造を任意選択的に記憶する。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、ポータブル多機能デバイス１００（図１）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。
【０１４２】
　上記で特定された図３の要素のそれぞれは、任意選択的に、前述のメモリデバイスのう
ちの１つ以上に記憶される。上記で識別されたモジュールのそれぞれは、上述した機能を
実行するための命令セットに対応する。上述の識別されたモジュール又はプログラム（す
なわち、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
実施される必要はなく、したがって、様々な実施形態において、これらのモジュールの様
々なサブセットを、任意選択的に、組み合わされるか、又は別の方法で再配置される。い
くつかの実施形態において、メモリ３７０は、上述の識別されたモジュール及びデータ構
造のサブセットを、任意選択的に記憶する。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、任意選択的に記憶する。
【０１４３】
　ここで、ポータブル多機能デバイス１００上に任意選択的に実装される、ユーザインタ
フェース（「ＵＩ」）の実施形態に注意を向ける。
【０１４４】
　図４Ａは、いくつかの実施形態による、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に関する、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、任意選択的に実装される。いくつかの実施形態では
、ユーザインタフェース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。
　●セルラー及びＷｉ－Ｆｉ信号などの無線通信（単数又は複数）のための信号強度標識
（単数又は複数）４０２、
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　●時刻４０４、
　●Ｂｌｕｅｔｏｏｔｈ標識４０５、
　●バッテリ状態標識４０６、
　●下記などの、頻繁に使用されるアプリケーション用のアイコンを含むトレイ４０８、
　　○不在着信又は音声メールメッセージの数の標識４１４を任意選択的に含む、「電話
」とラベル付けされる、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標識４１０を任意選択的に含む、「メール」とラベル付けさ
れる、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」とラベル付けされる、ブラウザモジュール１４７用のアイコン４２０
、並びに
　　○「ｉＰｏｄ」とラベル付けされる、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再生モジュール１５２用のアイコン４２２、
　●下記などの、その他のアプリケーション用のアイコン、
　　○「メッセージ」とラベル付けされる、ＩＭモジュール１４１用のアイコン４２４、
　　○「カレンダー」とラベル付けされる、カレンダーモジュール１４８用のアイコン４
２６、
　　○「写真」とラベル付けされる、画像管理モジュール１４４用のアイコン４２８、
　　○「カメラ」とラベル付けされる、カメラモジュール１４３用のアイコン４３０、
　　○「オンラインビデオ」とラベル付けされる、オンラインビデオモジュール１５５用
のアイコン４３２、
　　○「株価」とラベル付けされる、株価ウィジェット１４９－２用のアイコン４３４、
　　○「地図」とラベル付けされる、地図モジュール１５４用のアイコン４３６、
　　○「天気」とラベル付けされる、天気ウィジェット１４９－１用のアイコン４３８、
　　○「時計」とラベル付けされる、アラーム時計ウィジェット１４９－４用のアイコン
４４０、
　　○「トレーニングサポート」とラベル付けされる、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」とラベル付けされる、メモモジュール１５３用のアイコン４４４、並びに
　　○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、設定アプリケーション若しくはモジュール用のアイコン４４６。
【０１４５】
　図４Ａに示されているアイコンのラベルは、単に例示的であることが理解されよう。例
えば、いくつかの実施形態では、ビデオ及び音楽再生モジュール１５２用のアイコン４２
２は、「音楽」又は「音楽プレーヤ」とラベル付けされる。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。
【０１４６】
　図４Ｂは、ディスプレイ４５０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）を備えたデバイス（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。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３００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を含む。
【０１４７】
　図４Ｂは、ディスプレイ４５０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）を備えたデバイス（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。以下の実施例の多くは、タッチスクリーンディス
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プレイ１１２上の入力（タッチ感知面及びディスプレイが組み合わさっている場合）を参
照しながら説明されるが、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４５３）に対応する主軸（例えば、図４Ｂの４５２）を有する。こ
れらの実施形態では、デバイスは、ディスプレイ上のそれぞれの位置に対応する位置（例
えば、図４Ｂにおいて、４６０は４６８と対応し、４６２は４７０と対応する）でのタッ
チ感知面４５１との接触（例えば、図４Ｂ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個別のものである時、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４６２
、及びそれらの移動）は、多機能デバイスのディスプレイ（例えば、図４Ｂの４５０）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。
【０１４８】
　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など）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に、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
用いられることが理解されよう。
【０１４９】
　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
ョンマーカを含む実施形態では、カーソルは、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
た時に、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、ウインドウ、ス
ライダ、又は他のユーザインタフェース要素）の上にある時、「フォーカスセレクタ」と
して機能し、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双方向作用を
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）を含むいくつかの実施形態では、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」の役割を果たすため、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の特定のユーザイン
タフェース要素（例えば、ボタン、ウインドウ、スライダ、又は他のユーザインタフェー
ス要素）の位置で検出されると、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。いくつかの実施形態では、（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。これらの実施形態では、フ
ォーカスセレクタは、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、ユーザが双方向作
用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）双
方向作用を伝達するように、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
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、タッチスクリーンディスプレイ上の接触）である。例えば、押圧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。
【０１５０】
　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
う用語は、タッチ感知面上の接触（例えば、指接触又はスタイラスの接触）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。いくつかの実施形態では、複数の力センサの力測定値を組み合わせて（例えば、
加重平均又は合計）、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縁部を
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。いくつかの実施形態では、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）。いくつかの実施形態では、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容易には不可能であり得る、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。
【０１５１】
　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
、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、いくつかの実施形態では、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「強度」パラメータの
システムレベルのクリックの後すぐに複数の強度閾値を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。
【０１５２】
　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
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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
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の強度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つ以上の強度閾値
との間の比較が、第１の動作又は第２の動作のいずれを実行するかを判定するために使用
されるのではなく、１つ以上の動作を実行するかどうか（例えば、それぞれのオプション
を実行するのか、又はそれぞれの動作の実行を省略するのか）を判定するために使用され
る。
【０１５３】
　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（例えば、ドラッグジェスチャ）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。
【０１５４】
　本明細書に記載のユーザインタフェースの図（例えば、図５Ａ～図５ＨＨ、図６Ａ～図
６Ｖ、図７Ａ～図７Ｏ、図８Ａ～図８Ｒ、図９Ａ～図９Ｈ、図２２Ａ～図２３ＢＡ）は、
１つ以上の強度閾値（例えば、接触検出強度閾値ＩＴ０、ヒント強度閾値ＩＴＨ、軽い押
圧強度閾値ＩＴＬ、深い押圧強度閾値ＩＴＤ（例えば、少なくとも初めはＩＬより高い強
度閾値）、及び／又は１つ以上の他の強度閾値（例えば、ＩＬより低い強度閾値ＩＨ））
に対するタッチ感知面上の現在の接触の強度を示す、様々な強度の図表を任意選択的に含
む。この強度の図表は、典型的には、表示されるユーザインタフェースの一部ではないが
、それらの図の解釈に役立てるために提供される。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ＩＴ０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。
【０１５５】
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　いくつかの実施形態では、デバイスにより検出された入力に対するデバイスの応答は、
入力の間の接触強度に基づく基準に依存する。例えば、一部の「軽い押圧」入力に対して
、入力の間の第１の強度閾値を上回る接触の強度は、第１の応答をトリガーする。いくつ
かの実施形態では、デバイスにより検出された入力に対するデバイスの応答は、入力の間
の接触強度及び時間に基づく基準の両方を含む基準に依存する。例えば、一部の「深い押
圧」入力に対して、入力の間の、軽い押圧に対する第１の強度閾値より大きい、第２の強
度閾値を上回る接触の強度は、第１の強度閾値を満たすことと第２の強度閾値を満たすこ
ととの間で遅延時間が経過した場合にのみ、第２の応答をトリガーする。この遅延時間は
、典型的には持続時間が２００ｍｓ未満（例えば、第２の強度閾値の大きさに依存し、第
２の強度閾値が増大するほど遅延時間が増大し、４０ｍｓ、１００ｍｓ、又は１２０ｍｓ
）である。この遅延時間は、偶発的な深い押圧入力を回避するのに役立つ。別の実施例と
して、一部の「深い押圧」入力に対して、第１の強度閾値が満たされた時間の後に発生す
る低減した感度の時間期間がある。低減した感度の時間期間の間、第２の強度閾値は増大
する。第２の強度閾値の、この一時的な増大もまた、偶発的な深い押圧入力を回避するの
に役立つ。他の深い押圧入力に対して、深い押圧入力の検出に対する応答は、時間に基づ
く基準に依存しない。
【０１５６】
　いくつかの実施形態では、入力強度閾値及び／又は対応する出力の１つ以上は、ユーザ
設定、接触の動き、入力タイミング、実行しているアプリケーション、強度が加わる速度
、同時入力の数、ユーザ履歴、環境要因（例えば、環境ノイズ）、フォーカスセレクタの
位置などの、１つ以上の要因に基づき変化する。例示的な要因は、米国特許出願第１４／
３９９，６０６号及び第１４／６２４，２９６号に記載されており、参照によりその全体
が本明細書に組み込まれる。
【０１５７】
　例えば、図４Ｃは、経時的なタッチ入力４７６の強度に一部基づき経時的に変化する、
動的強度閾値４８０を示す。動的強度閾値４８０は、タッチ入力４７６が最初に検出され
た時から既定の遅延時間ｐ１後に経時的に減少する第１の構成要素４７４、及び経時的に
タッチ入力４７６の強度の後を追う第２の構成要素４７８の、２つの構成要素の合計であ
る。第１の構成要素４７４の初期の高い強度閾値は、「深い押圧」の応答の偶発的なトリ
ガーを低減しながら、タッチ入力４７６が充分な強度を提供する場合、即時の「深い押圧
」の応答を可能にする。第２の構成要素４７８は、タッチ入力のゆるやかな強度変動によ
り、「深い押圧」の応答の意図しないトリガーを低減する。いくつかの実施形態では、タ
ッチ入力４７６が動的強度閾値４８０を満足する（例えば、図４Ｃの点４８１で）場合、
「深い押圧」の応答はトリガーされる。
【０１５８】
　図４Ｄは、別の動的強度閾値４８６（例えば、強度閾値ＩＤ）を示す。図４Ｄはまた、
第１の強度閾値ＩＨ及び第２の強度閾値ＩＬの、２つの他の強度閾値も示す。図４Ｄで、
タッチ入力４８４は時間ｐ２の前に第１の強度閾値ＩＨ及び第２の強度閾値ＩＬを満足す
るが、遅延時間ｐ２が時刻４８２で経過するまで応答は提供されない。また図４Ｄで、動
的強度閾値４８６は、時刻４８２（第２の強度閾値ＩＬに関連付けられた応答がトリガー
された時）から既定の遅延時間ｐ１が経過した後に減少が時刻４８８で始まり、経時的に
減少する。この種の動的強度閾値は、第１の強度閾値ＩＨ又は第２の強度閾値ＩＬなどの
、より低い強度閾値に関連付けられた応答のトリガーの直後又は同時の、動的強度閾値Ｉ

Ｄに関連付けられた応答の偶発的なトリガーを低減する。
【０１５９】
　図４Ｅは、更に別の動的強度閾値４９２（例えば、強度閾値ＩＤ）を示す。図４Ｅで、
強度閾値ＩＬに関連付けられた応答は、タッチ入力４９０が最初に検出された時から遅延
時間ｐ２が経過した後にトリガーされる。同時に、動的強度閾値４９２は、タッチ入力４
９０が最初に検出された時から既定の遅延時間ｐ１が経過した後に減少する。そのため、
タッチ入力４９０を解除することなくタッチ入力４９０の強度の増大が後に続く、強度閾
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値ＩＬに関連付けられた応答のトリガーの後のタッチ入力４９０の強度の減少は、タッチ
入力４９０の強度が別の強度閾値、例えば、強度閾値ＩＬを下回る場合でも、強度閾値Ｉ

Ｄに関連付けられた応答を（例えば、時刻４９４で）トリガーすることができる。
【０１６０】
　軽い押圧強度閾値ＩＴＬを下回る強度から、軽い押圧強度閾値ＩＴＬと深い押圧強度閾
値ＩＴＤ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ＩＴＤを下回る強度から、深い押圧強度閾値ＩＴＤ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ＩＴ０を下回る強度から、接触検出強度閾値ＩＴ０と軽い押圧強度閾値ＩＴＬ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ＩＴ０を上回る強度から、接触検出強度閾値ＩＴ０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、ＩＴ０はゼロである。いくつかの実施形態では、ＩＴ０は
ゼロよりも大きい。いくつかの図では、影付きの円又は楕円が、タッチ感知面上の接触の
強度を表すために使用される。いくつかの図では、影なしの円又は楕円は、それぞれの接
触の強度を指定することなく、タッチ感知面上のそれぞれの接触を表すために使用される
。
【０１６１】
　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を検出したことに応じて、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を検出したことに応じて実行され、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）
の強度の増大を検出すること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を検出したことに応
じて、実行される（例えば、それぞれの動作は、それぞれの押圧入力の「ダウンストロー
ク」で実行される）。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
を検出したことに応じて、実行される（例えば、それぞれの動作は、それぞれの押圧入力
の「アップストローク」で実行される）。
【０１６２】
　いくつかの実施形態では、デバイスは、「ジッタ」と呼ばれる場合がある偶発的入力を
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
関連性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
ぞれの接触の強度の減少を検出したことに応じて、実行される（例えば、それぞれの動作
は、それぞれの押圧入力の「アップストローク」で実行される）。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）
を検出したことに応じて、実行される。
【０１６３】
　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、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を検出したことに
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
強度の減少を検出したことに応じて、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、接触の強度の減少を検出したことに応じて、任意選択的に実行される
。上述のように、いくつかの実施形態では、これらの応答のトリガーはまた、時間に基づ
く基準が満たされること（例えば、第１の強度閾値が満たされたことと第２の強度閾値が
満たされたこととの間で遅延時間が経過した）による。
　ユーザインタフェース及び関連プロセス
【０１６４】
　ディスプレイ、タッチ感知面、及びタッチ感知面との接触の強度を検出するための１つ
以上のセンサを備えた、ポータブル多機能デバイス１００又はデバイス３００などの電子
デバイス上に実装することができる、ユーザインタフェース（「ＵＩ」）及び関連プロセ
スの実施形態にここで注意を向ける。
【０１６５】
　図５Ａ～図５ＨＨは、いくつかの実施形態による、ユーザインタフェース間をナビゲー
トするための、例示的なユーザインタフェースを示す。これらの図中のユーザインタフェ
ースは、図１０Ａ～図１０Ｈ、図１１Ａ～図１１Ｅ、図１２Ａ～図１２Ｅ、図１３Ａ～図
１３Ｄ、図１４Ａ～図１４Ｃ、図１５、図２４Ａ～図２４Ｆ、及び図２５Ａ～図２５Ｈで
のプロセスを含む、以下で説明されるプロセスを例示するために使用される。説明の便宜
上、実施形態の一部は、タッチ感知ディスプレイシステム１１２を備えたデバイス上で実
行される動作を参照して説明する。そのような実施形態では、フォーカスセレクタは、任
意選択的に、それぞれの指若しくはスタイラスの接触、指若しくはスタイラスの接触に対
応する代表的な点（例えば、それぞれの接触の重心又はそれぞれの接触に関連した点）、
又は、タッチ感知ディスプレイシステム１１２上で検出された２つ以上の接触の重心であ
る。しかし、類似の動作は、ディスプレイ４５０及び別個のタッチ感知面４５１を備えた
デバイス上で、図に示すユーザインタフェースをフォーカスセレクタと共にディスプレイ
４５０上に表示している間に、タッチ感知面４５１上の接触を検出したことに応じて任意
選択的に実行される。
【０１６６】
　図５Ａ～図５Ｔは、いくつかの実施形態による、ユーザが電子デバイス（例えば、多機
能デバイス１００）上の複数のユーザインタフェース間を効率的にナビゲートすることを
可能にする、ユーザインタフェース選択モードの例示的な実施形態を示す。ユーザインタ
フェース選択モードに対する例示的なユーザインタフェース（例えば、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５０６）は、それぞれ、仮想的なカードの積
み重ね（例えば、「スタック」）として表示された電子デバイスに関連付けられたアプリ
ケーションに対する、複数のユーザインタフェースの表現（例えば、ユーザインタフェー
ス５０２、５０７、５２４、５３６、５４２、及び５５２の表現５０８、５１０、５２６
、５３４、５４０、及び５５２）を含む。タッチスクリーン１１２（例えば、タッチ感知
面）上で検出されたユーザ入力（例えば、接触、スワイプ／ドラッグジェスチャ、フリッ
クジェスチャなど）は、画面上に表示するために選択することができるユーザインタフェ
ース間をナビゲートするために使用される。図５Ａは、電子デバイス上の、ウェブブラウ
ジングアプリケーションに対するグラフィカルユーザインタフェース５０２の表示を示す
。ユーザインタフェース５０２は、情報（例えば、無線通信（単数又は複数）に対する信
号強度標識（単数又は複数）４０２、時刻４０４、Ｂｌｕｅｔｏｏｔｈ標識４０５、及び
バッテリ状態標識４０６）をユーザに提供する状態バー５０４の表示を含む。図５Ｂ～図
５Ｃに示すように、デバイスは、ＩＴＤを下回る強度からＩＴＤを上回る強度への接触の
強度の増大を含む、デバイスのベゼルの左側上の深い押圧５０４（例えば、例示的な所定
の入力）を検出することで、ユーザインタフェース選択モードに入る。
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【０１６７】
　いくつかの実施形態では、システムレベルのジェスチャが、ユーザインタフェース選択
モードをアクティブ化するために使用される。例えば、図５Ｂ及び図５Ｃに示すように、
デバイスのベゼルの左側上の深い押圧が、ユーザインタフェース選択モードをアクティブ
化する。デバイスが、ユーザの親指（thumb）の接触とユーザの指（finger）の接触との
間を区別することができる、代替的な実施形態では、図５ＥＥ及び図５Ｃに示すように、
タッチスクリーン１１２上（例えば、関連付けられたタッチ感知面上のどこでも）の深い
親指の押圧５７０の検出は、ユーザインタフェース選択モードをアクティブ化する（例え
ば、デバイス１００は、ＩＴＤを下回る強度からＩＴＤを上回る強度への接触の強度の増
大を含む親指の押圧を検出したことに応じて、ユーザインタフェース５０２の表示をユー
ザインタフェース５０６の表示に置き換える）。対照的に、図５ＦＦ～図５ＧＧに示すよ
うに、ユーザインタフェース５０２内（例えば、図５ＥＥでデバイス１００が親指の深い
押圧５７０を検出したのと同じ位置）の深い指の押圧５７２を検出したことに応じて、デ
バイスは、深い指の押圧５７２の位置に表示されたオブジェクトに関連付けられたウェブ
コンテンツをプレビューする（例えば、図５ＧＧで、デバイスは、プレビューウィンドウ
５７４を表示する）。それゆえに、いくつかの実施形態では、デバイスは、ユーザインタ
フェース選択モードをアクティブ化することとアプリケーション特定の動作を実行するこ
と（例えば、ウェブコンテンツをプレビューすること）との間で選択する場合、ジェスチ
ャの種類（例えば、深い親指の押圧と深い指の押圧）及びジェスチャの位置（例えば、ベ
ゼルの左側上の深い指の押圧とユーザインタフェース内の深い指の押圧）の両方の間を区
別する。
【０１６８】
　図５Ｃ～図５Ｆは、ユーザインタフェース選択モードに入る直前にタッチスクリーン１
１２上に表示されていたウェブブラウジングユーザインタフェース５０２の表現５０８、
及び少なくともメッセージユーザインタフェース５０６の表現５１０を含む、ユーザイン
タフェース選択モードに対する例示的なユーザインタフェース（例えば、グラフィカルユ
ーザインタフェース５０２）を示す。
【０１６９】
　任意選択のタイトルバー５１２及び５２２は、カード内に表されているユーザインタフ
ェースに関する情報を提供する。例えば、タイトルバー５１２は、カード５０８内に表さ
れたウェブブラウジングアプリケーションのユーザインタフェース５０２に関連付けられ
た、名前「Ｓａｆａｒｉ」５１４及びアイコン５１６を含む。同様に、タイトルバー５２
２は、カード５１０内に表されたメッセージアプリケーションのユーザインタフェース５
０６に関連付けられた、名前「Ｍｅｓｓａｇｅｓ」５２０及びアイコン５１８を含む。い
くつかの実施形態では、タイトル領域（例えば、タイトルバー）は、ユーザインタフェー
ス表現カードの一部ではない。いくつかの実施形態では、タイトルバーは、ユーザインタ
フェース表現カードから分離しているように図示されない。いくつかの実施形態では、タ
イトル情報（例えば、アプリケーションに対応するタイトルバー、アプリケーション名、
及び／又はアイコン）は、ユーザインタフェース表現カードの上又は下に浮いているよう
に表示される。いくつかの実施形態では、ユーザインタフェース選択モードは、タイトル
情報の表示を含まない。
【０１７０】
　図５Ｃ～図５Ｅは、ユーザがテーブル上に広げられている一組のカードを見下ろしてい
るかのように実質的な深さなしに（例えば、実質的に二次元表現で）、ユーザインタフェ
ース表現を表示するユーザインタフェース選択モードに対する、例示的なユーザインタフ
ェースを示す。図示されるように、複数のカードが、ディスプレイの左手側上のカードの
スタックの上部から右に直線に広げられたかのように見られる。しかし、いくつかの実施
形態では、カードは、ディスプレイの右手側上のカードのスタックの上部から左に広げら
れる、及び／又は斜めに若しくは非線形な経路に沿って（例えば、曲線状の若しくは不規
則に見える経路に沿って）広げられる。
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【０１７１】
　図５Ｃは、ユーザインタフェース選択モードに入る直前に表示されたユーザインタフェ
ースに対するカードが、ユーザインタフェース選択のスタック内の最上部のカードとして
表示された実施形態を示す。例えば、ユーザインタフェース５０２は、メッセージカード
５１０（例えば、メッセージユーザインタフェース５０７の表現５１０）の上に表示され
たウェブブラウジングカード５０８（例えば、ウェブブラウジングユーザインタフェース
５０２の表現５０８）を示す。
【０１７２】
　図５Ｄは、ユーザインタフェース選択モードに入る直前に表示されたユーザインタフェ
ースに対するカードが、ユーザインタフェース選択のスタック内の更に後方に表示された
実施形態を示す。例えば、ユーザインタフェース５０２は、メッセージカード５１０（例
えば、メッセージユーザインタフェース５０７の表現５１０）の下に表示されたウェブブ
ラウジングカード５０８（例えば、ウェブブラウジングユーザインタフェース５０２の表
現５０８）を示す。
【０１７３】
　図５Ｅは、スタックが２枚より多いカードを含む実施形態を示す。例えば、ユーザイン
タフェース５０２は、メッセージカード５１０の上に表示されたウェブブラウジングカー
ド５０８を示し、メッセージカードは、代わって写真カード５２６（例えば、画像管理ア
プリケーションに対するユーザインタフェース５２４の表現５２６）の上に表示される。
スタックの最上部のカードは、互いに対してスタック内の更に後方のカードより広げられ
ていて、スタックの最上部のカードを更に後方のカードより多く見せる。例えば、ウェブ
ブラウジングカード５０８は、メッセージカード５１０が写真カード５２６に対して広げ
られているより、メッセージカード５１０に対してより遠くに右に広げられている。ゆえ
に、メッセージカード５１０は、タッチスクリーン１１２上で写真カード５２６より多く
見せられており、メッセージアイコン５１８の全体及び写真アイコン５２８の一部分のみ
の表示により立証される。スタック内にある追加のカードは、カード５２８（例えば、部
分的に表示された最も下のカード）の下に表示された１つ以上の縁部５０３として示され
ている。
【０１７４】
　図５Ｆは、ユーザがテーブル上に置いたカードの一組からディスプレイの平面に対して
実質的に直交する仮想ｚ軸に沿って連続的に浮揚しているカードを見下ろしているかのよ
うに実質的な深さで（例えば、三次元表現で）、ユーザインタフェース表現カードを表示
する、ユーザインタフェース選択モードに対する例示的なユーザインタフェースを示す。
カードは、カードがスタックの底部から更に離れて広がるに従い、より大きくなり、カー
ドが実質的にユーザに向かって移動している外観を与える。例えば、ウェブブラウジング
カード５０８は、スタックの底部から更に離れているため、タッチスクリーン１１２上で
メッセージカード５１０より大きいように表示される。図示されるように、複数のカード
は、直線又はわずかに曲線状の経路に沿って（例えば、仮想ｚ軸に沿って）ディスプレイ
の左手側上のカードのスタックから右に移動しているかのように見られる。しかし、いく
つかの実施形態では、カードは、ディスプレイの右手側上のカードのスタックから上へ左
に移動する、及び／又は斜めに若しくは非線形な経路に沿って（例えば、曲線状の若しく
は不規則に見える経路に沿って）移動する。
【０１７５】
　図５Ｇ～図５Ｋは、スタックの実質的二次元表現での、ユーザ入力（例えば、複数のユ
ーザインタフェース表現間のナビゲーション）に応じたディスプレイ上のユーザインタフ
ェース表現カードの移動を示す。図５Ｇに示すように、デバイス１００は、右に広がるユ
ーザインタフェースカード５０８、５１０、及び５２６のスタックを表示する。デバイス
１００は、メッセージカード５１０を表示しているタッチスクリーン１１２の位置から始
まる、接触５３０及び移動５３２を含むドラッグジェスチャ（例えば、ユーザ入力）を検
出する（例えば、ユーザはメッセージカード５１０にタッチしてドラッグする）。
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【０１７６】
　図５Ｇの位置５３０－ａから図５Ｈの位置５３０－ｂに、続いて図５Ｉの位置５３０－
ｃへの接触５３０の移動５３２を検出したことに応じて、デバイスは、ユーザインタフェ
ースカードを右に（例えば、ドラッグジェスチャの方向に）更に広げる。図５Ｇ～図５Ｉ
に示すように、メッセージカード５１０は、接触が実際にテーブル上のカードを押し下げ
て移動させているかのように、図５Ｇの位置５１０－ａから図５Ｈの位置５１０－ｂに、
続いて図５Ｉの位置５１０－ｃへと接触５３０と同じ速さで画面にわたって横方向に移動
する（例えば、接触により直接操作される）。これは、タッチスクリーン１１２（例えば
、タッチ感知面）上の接触５３０の位置に対するカード５１０の固定された表示を維持す
ることにより図示される。例えば、メッセージユーザインタフェース５０７の表現内の言
葉「Ｗｉｌｌ」は、図５Ｇ～図５Ｉで接触の真下のままである。
【０１７７】
　図５Ｇ～図５Ｉに示すように、接触により直接操作されているカードの上に表示された
カードは、接触より速く移動する。例えば、ウェブブラウジングカード５０８は、接触５
３０より速く移動し、それゆえメッセージカード５１０より速く移動し、図５Ｇの位置５
０８－ａから図５Ｈの位置５０８－ｂに、最終的に図５Ｉで画面から外れて（例えば、タ
ッチスクリーン１１２の右端の右へ）移動する。カード間の速さの差の結果として、メッ
セージカード５１０は、接触５３０が右に移動すると、ウェブブラウジングカード５０８
の下から、より多く見せられる。例えば、図５Ｇの位置５３０－ａから図５Ｈの位置５３
０－ｂに接触５３０が移動することの結果として、ユーザインタフェース５０７の表現内
の会話は、より多く見せられる（これはまた、図５Ｇでウェブブラウジングカード５０８
により覆われた後の、図５Ｈのカード５１０の上のタイトル領域５２２内の名前「Ｍｅｓ
ｓａｇｅｓ」５２０の外観により示される）。
【０１７８】
　図５Ｇ～図５Ｉに示すように、接触により直接操作されているカードの下に表示された
カードは、接触より速く移動する。例えば、写真カード５０２６は、接触５３０より遅く
移動し、ゆえにメッセージカード５１０より遅く移動する。カード間の速さの差の結果と
して、写真カード５２６は、接触５３０が右に移動するにつれて、メッセージカード５１
０の下から、より多く見せられる。例えば、図５Ｇの位置５３０－ａから図５Ｈの位置５
３０－ｂへ接触５３０が移動することの結果として、ユーザインタフェース５２４の表現
内の写真は、より多く見せられる（これはまた、図５Ｈ及び図５Ｇのカード５２６の上の
タイトル領域内の名前「Ｐｈｏｔｏ」５３２が徐々に見えてくることにより示される）。
【０１７９】
　図５Ｈはまた、写真カードが図５Ｇの位置５２６－ａ（例えば、そこでは、写真カード
はスタック内の全ての隠れたカードの最上部にあるように表示される）から図５Ｈの位置
５２６－ｂに移動すると、写真カード５２６の下から以前に隠れていた音楽カード５３４
（例えば、音楽管理／再生アプリケーションに対するユーザインタフェース５３６の表現
５３４）を見せることを示す。この移動は、ユーザに写真カード５２６がカードの一組の
最上部から滑って外れていく効果を与え、次のカード（例えば、音楽カード５３４）の一
部を見せる。
【０１８０】
　図５Ｊは、位置５３０－ｃでの接触５３０のリフトオフを示す。図５Ｇ～図５Ｊに示す
ように、ディスプレイにわたる表現カードの移動は、接触５３０の移動５３２が図５Ｉで
停止し、図５Ｊで接触５３０のリフトオフが検出されると、停止する。これは、図５Ｊで
、メッセージカード５１０の表示を、接触５３０の移動５３２が図５Ｉの位置５３０－ｃ
で停止した後にメッセージカードが表示された位置５１０－ｃで維持することにより示さ
れる。
【０１８１】
　一連の図５Ｇ、図５Ｈ、図５Ｊ、及び図５Ｋは、移動５３２を停止する前の接触５３０
のリフトオフを示す。図５Ｋに示すように、表現カード５１０、５２６、及び５３４は、
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タッチスクリーン１１２にわたって移動を継続する（例えば、勢いを減少しながら）。こ
れは、例えば、メッセージカード５１０の、図５Ｊの位置５１０－ｃ（このとき接触５３
０のリフトオフが検出される）から図５Ｋの位置５１０－ｄへの位置の変化により示され
る。いくつかの実施形態では、ディスプレイにわたって移動する表現カードの継続する勢
いは、フリックジェスチャに応じて生じる（例えば、カードが、模擬的慣性で移動し模擬
的摩擦で減速し、接触をリフトオフしたときの速度、又は接触をリフトオフする直前の接
触の速度などの、タッチ感知面からの接触のリフトオフに対応する既定の時点の接触の速
度に基づく初速度を有する、ＵＩ表現カードの慣性スクロール）。
【０１８２】
　図５Ｋはまた、以前に隠れていた音楽カード５３４が図５Ｊの位置５３４－ｃから図５
Ｋの位置５３４－ｄに移動すると、電話カード５４０（例えば、電話アプリケーションに
対するユーザインタフェース５４２の表現５４０）を見せることを示す。ゆえに、いくつ
かの実施形態では、スタックは、ユーザインタフェース選択モードのナビゲートを継続す
ることにより見せられ得る、１枚より多い隠れたカードを含む。
【０１８３】
　ドラッグジェスチャに応じたカードの移動は、図５Ｇ～図５Ｋで直線に沿って示される
が、いくつかの実施形態では、カードの移動は、既定の軸の斜め又は類似の斜めのユーザ
入力に応じた経路とすることができる。いくつかの実施形態では、カードの経路は、既定
の経路に沿って固定され、既定の経路に直交する移動のベクトル成分（例えば、タッチ感
知面の左手上側から右手下側への接触の移動の下向きの成分）は、カードの表示を画面に
わたって移動する時に、無視される。いくつかの実施形態では、既定の移動経路に直交す
る移動のベクトル成分は、画面にわたる１つ以上のカードの移動に反映される（例えば、
接触により直接操作されているカードを、スタックの経路から引き上げる若しくは引き下
げることができる、又はスタックの経路全体、例えば全てのカード、を変更することがで
きる）。
【０１８４】
　いくつかの実施形態では、既定の移動経路に直交する移動のベクトル成分は、移動が既
定の移動経路と閾値角度を下回る角度をなす場合には無視され、移動が既定の移動経路と
閾値角度を上回る角度をなす場合には考慮される。例えば、１つ以上の表現カードの移動
は、ユーザの移動の中の望まないずれを考慮するように、ユーザ入力の移動が既定の移動
経路に閾値角度（例えば、１５度）未満斜めである場合、安定化される。しかし、ユーザ
が明らかに上向きのジェスチャ（例えば、既定の移動経路に角度８０度斜めの）をする場
合、１つ以上の表現カードは、移動の直交ベクトル成分に対応して、ディスプレイ上で上
又は下に移動される（例えば、ユーザが残りのカードを通してナビゲートを継続しながら
、カードをスタックから除去できるように）。
【０１８５】
　図５Ｌ～図５Ｎは、反対方向への移動を含むユーザ入力に応じた、反対方向への表現カ
ードの移動を示す。図５Ｌは、図５Ｉ～図５Ｊの接触５３０のリフトオフの後の、ユーザ
インタフェース選択モードに対するユーザインタフェース５０６の表示を示す（例えば、
慣性スクロールなしの）。デバイスは、メッセージカード５１０を表示しているタッチス
クリーン１１２上の位置で始まる、接触５４６及び移動５４８を含む第２のドラッグジェ
スチャ（例えば、ユーザ入力）を検出する（例えば、ユーザはメッセージカード５１０を
タッチしてスタックの底部に向かって戻すようにドラッグする）。
【０１８６】
　図５Ｌの位置５４６－ｃから図５Ｍの位置５４６－ｄに、続いて図５Ｎの位置５Ｎへの
接触５４６の移動５４８を検出したことに応じて、デバイスは、ＵＩ表現カード５３４、
５２６、５１０、及び５０８をスタックの底部に向かって引き戻す。メッセージカード５
１０は、カードが接触５４６に対応する位置に表示されたため、図５Ｌの位置５１０－ｃ
から図５Ｈの位置５１０－ｅに、続いて図５Ｉの位置５１０－ｆへと接触５４８と同じ速
さで画面にわたって横方向に移動する（例えば、接触により直接操作される）。これは、
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タッチスクリーン１１２上の接触５４６の位置に対するカード５１０の固定された表示を
維持することにより図示される。例えば、メッセージユーザインタフェース５０７の表現
内の言葉「Ｄｏ」は、図５Ｌ～図５Ｎで接触のすぐ左上のままである。
【０１８７】
　図５Ｍ～図５Ｎに示すように、ウェブブラウジングカード５０８は、メッセージカード
５１０の上に表示されるため、接触５４６より速く移動する。メッセージカード５１０は
、接触５４６と同じ速さで移動するため、ウェブブラウジングカード５０８はまた、メッ
セージカード５１０より速く移動する。結果として、ウェブブラウジングカード５０８は
、メッセージカード５０８に追いつき始めて、メッセージカードを覆う。例えば、ウェブ
ブラウジングカード５０８は、図５Ｍでメッセージカード５１０の縁部を覆うだけである
。ウェブブラウジングカード５０８は、ディスプレイ上の左への接触５４６の継続する移
動５４８と共にメッセージカード５１０の上を滑り始めて、図５Ｎでメッセージカード５
１０の半分を覆う。
【０１８８】
　図５Ｍ～図５Ｎに示すように、写真カード５２６は、メッセージカード５１０の上に表
示されるため、接触５４６より遅く移動する。メッセージカード５１０は、接触５４６と
同じ速さで移動するため、写真カード５２６はまた、メッセージカード５１０より遅く移
動する。結果として、メッセージカード５１０は、写真カード５４６に追いつき始めて、
写真カードを覆う。例えば、写真カード５２６に関連付けられたアプリケーション名「Ｐ
ｈｏｔｏ」５３２は、図５Ｌで完全に露出される。メッセージカード５１０は、ディスプ
レイ上の左への接触５４６の継続する移動５４８と共に、写真カード５２６の上に更に徐
々に滑り、接触５４６が図５Ｎの位置５４６－ｆに到達するとアプリケーション名「Ｐｈ
ｏｔｏ」５３２を完全に覆い隠す。
【０１８９】
　図５Ｏは、タッチスクリーン１１２上の、図５Ｇ～図５Ｉ、及び図５Ｌ～図５Ｎに示す
ような、接触５３０及び５４６の横方向速さに対するユーザインタフェース表現カードの
速さを示す。最上部のパネルに示すように、接触５３０は、移動５３２の勾配に等しい一
定速さでタッチスクリーン１１２にわたって左から右に移動する（例えば、時間に対する
画素の関数として図で表現される）。位置５３０－ｃでの接触５３０のリフトオフの後で
、デバイスは、接触５４６が、移動５４８の勾配に等しい一定速さでタッチ感知スクリー
ン１１２にわたって右から左に戻って移動するのを検出する（例えば、時間に対する画素
の関数として図で表現される）。接触５３０及び５４６がメッセージカード５１０の表示
に対応するタッチスクリーン１１２上の位置で検出されるため、メッセージカード５１０
の速さは、接触の速さに等しい。
【０１９０】
　図５Ｏの中央のパネルは、接触５４６の移動５４８の間の位置「ｅ」の時（例えば、図
５Ｍに示すように）の、速さ曲線５５０に沿ったＵＩ表現カードの相対速さを示す。位置
５１０－ｆの時のメッセージカード５１０の相対横方向速さは、図５Ｏの最上部のパネル
に図で示すように、移動５４８の勾配の絶対値に等しい。ウェブブラウジングカード５０
８が、ユーザインタフェース５０６（例えば、ユーザインタフェース選択モードに対する
例示的なユーザインタフェース）内のメッセージカード５１０の上方の相対Ｚ位置（例え
ば、デバイスのディスプレイの平面に実質的に直交する仮想Ｚ軸に沿った）にあったため
、速さ曲線５５０は、ウェブブラウジングカード５０８がメッセージカード５１０より相
対的に速く移動していることを示す。同様に、写真カード５２６が、ユーザインタフェー
ス５０６内のメッセージカード５１０の下方の相対Ｚ位置を有するため、速さ曲線５５０
は、写真カード５２６がメッセージカード５１０より遅く移動していることを示す。
【０１９１】
　表現カード５２６、５１０、及び５０８の絶対横方向速さは、ユーザのジェスチャの実
際の速さに関係する（例えば、タッチ感知面にわたって移動するユーザの接触の横方向成
分）。図５Ｏの中央のパネルに示すように、接触がメッセージカード５１０の表示に対応
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するタッチスクリーン１１２上の位置にあるため、ユーザの接触５４６が、メッセージカ
ード５１０の移動を直接操作している。それゆえ、メッセージカード５１０の速さは、ユ
ーザの接触の速さである。ウェブブラウジングカード５０８の横方向速さは、ユーザの接
触の速さの因子に等しく、例えば、ユーザの接触の速さの係数倍に等しく、この係数は１
より大きい（例えば、ウェブブラウジングカード５０８が、ユーザの接触５４６により直
接操作されているメッセージカード５１０に対してより高いｚ位置を有するため）。写真
カード５２６の横方向速さはまた、ユーザの接触の速さの因子に等しく、例えば、ユーザ
の接触の速さの係数倍に等しく、この係数は１より小さい（例えば、写真カード５２６が
、ユーザの接触５４６により直接操作されているメッセージカード５１０に対してより低
いｚ位置を有するため）。
【０１９２】
　図５Ｏの中央のパネルはまた、いくつかの実施形態にあるように、スタック内のそれぞ
れのカードに適用されるぼかしのレベルが、カードの絶対ｚ位置に関係することを示す。
ゆえに、カードがスタックから広げられる（例えば、右に）と、カードの絶対ｚ位置は増
大し、適用されるボケは減少する。いくつかの実施形態では、デバイスは、カードの絶対
ｚ位置がユーザ入力により操作されると、ぼかしの動的変化を特定のカードに適用する。
【０１９３】
　図５Ｍ～図５Ｎに示すように、最初のジェスチャの反対方向に（例えば、スタックの底
部に向かって戻るように）移動する時、ウェブブラウジングカード５０８は、図５Ｏに示
すように、より速く移動するため、接触５４６に追いつく。ウェブブラウジングカード５
０８は、ウェブブラウジングカード５０８の先縁部（左の縁部）が位置５４６－ｆの接触
５４６の重心に対応するタッチスクリーン上の位置５０８－ｆに表示される時、接触５４
６とメッセージカード５１０との間を移動する。この点で、接触５４６は、メッセージカ
ード５１０ではなくウェブブラウジングカード５０８を直接操作し始める。
【０１９４】
　図５Ｎ及び図５ＨＨに示すように、デバイス１００は、図５Ｎの位置５４６－ｆから図
５ＨＨの位置５４６－ｇへの接触５４６の移動５４８の継続を検出する。これに応じて、
ウェブブラウジングカード５０８は、タッチスクリーン１１２上の接触５４６の位置に対
してカード５０８の固定された表示を維持することにより示されるように、（メッセージ
カード５１０でなくウェブブラウジングカード５０８を今度は直接操作している）接触５
４６と同じ速さでスタックの底部に向かって戻るように画面にわたって横方向に移動を継
続する（例えば、図５Ｎの位置５０８－ｆから図５ＨＨの位置５－ｇに）。
【０１９５】
　図５Ｏの下側のパネルに示すように、ＵＩカード５２６、５１０、及び５０８の速さは
、このハンドオフが起こると減速する。ウェブブラウジングカード５０８は、メッセージ
カード５１０が位置５１０－ｅに表示された時に移動したように（例えば、図５Ｍのよう
に、及び図５Ｏの中央のパネルに示すように）、位置５０８－ｆに表示されると（例えば
、図５Ｎのように）、接触５４６の速さに対応する速さで移動する。同様に、メッセージ
カード５０８は、今度は接触５４６の下のカードの下方のカードであるため、写真カード
５２６が５２６－ｅに表示された時に（例えば、図５Ｍのように）移動したように、位置
５１０－ｆに表示されると（例えば、図５Ｎのように）同じより遅い相対速さで移動する
。最後に、写真カード５２６は、位置５２６－ｆに表示されると（例えば、図５Ｎのよう
に）、位置５２６－ｅに表示された時（例えば、図５Ｍのように）に移動した速さより遅
い速さで移動する。ＵＩカードの移動は、一定の速さで図示されるが、カードの速さは、
ユーザ入力の速さに関係する。ゆえに、電子デバイスは、可変な速さのユーザ入力のジェ
スチャを検出したことに応じて、可変な速さでＵＩカードを移動する。
【０１９６】
　速さ曲線５５５０は、スタック内に表示されるそれぞれのＵＩ表現カードの速さの間の
関係の例示的な表現である。相対ｚ位置（例えば、仮想ｚ軸に沿った）で第２のカード（
例えば、メッセージカード５１０）の上方に表示される第１のカード（例えば、ウェブブ
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ラウジングカード５０８）は、常に第２のカードより速く移動するであろう。いくつかの
実施形態では、速さ曲線５５０は、ＵＩ表現カードの表示内の他の可変な操作の代表的な
ものである。例えば、スタック内のそれぞれのカードに適用されるぼかしのレベル（例え
ば、スタック内で更に下方に表示されるカードは、スタックの最上部付近に表示されるカ
ードよりぼけている）、スタック内のそれぞれのカードのサイズ（例えば、ユーザインタ
フェースがスタックを三次元表現として表示するユーザインタフェース選択モードでは、
スタック内で更に下方に表示されるカードは、スタックの最上部付近に表示されるカード
より小さく見える）、又はスタック内のそれぞれのカードの横方向位置（例えば、ユーザ
インタフェースがスタックを実質的に二次元表現として表示するユーザインタフェース選
択モードでは、スタック内で更に下方に表示されるカードは、スタックの最上部付近に表
示されるカードよりスタックの底部に近く見える）がある。
【０１９７】
　いくつかの実施形態では、速さ曲線５５０上の点の間隔（例えば、ＵＩ表現カードの互
いに対する配置に対応する）は、縦座標値の一定の差を有する（例えば、垂直の差により
表される、２つの点の間のｚ次元の変化は同じである）。図５Ｏに示すように速さ曲線５
５０が凹関数に従う、いくつかの実施形態では、連続する点の間の垂直距離には増大する
差がある（例えば、ｘ方向により大きな変化）。例えば、写真カード５２６及びメッセー
ジカード５１０の相対Ｚ位置の間の差は、メッセージカード５１０及びウェブブラウジン
グカード５０８の相対Ｚ位置の間の差と同じである。しかし、メッセージカード５１０及
びウェブブラウジングカード５０８の横方向速さの間の差は、写真カード５２６及びメッ
セージカード５１０の横方向速さの間の差より大きい。これは、スタック内の更に後方に
表示されるカードが現れてくるのに比較して、スタック上に表示される最上部のカードが
画面から素早く出ていくという、ディスプレイ上の視覚効果を引き起こす。
【０１９８】
　図５Ｐ～図５Ｔは、スタックの実質的三次元表現での、ユーザ入力（例えば、複数のユ
ーザインタフェース表現間のナビゲーション）に応じたディスプレイ上のユーザインタフ
ェース表現カードの移動を示す。図５Ｐに示すように、デバイス１００は、デバイスの背
後に置かれたカードのスタックから広がっていくように見える、ユーザインタフェースカ
ード５０８、５１０、及び５２６のスタックを表示する。ウェブブラウジングカード５０
８は、右にオフセットしており、メッセージカード５１０を部分的に覆い、メッセージカ
ード５１０より大きく表示される（例えば、それがタッチスクリーン１１２の平面に実質
的に直交する仮想ｚ次元でメッセージカード５１０の上方に配置されていることを模擬す
るように）。メッセージカード５１０及び写真カード５２６は、ウェブブラウジングカー
ド５０８に対してますますぼかして表示される（例えば、ディスプレイ内の距離を更に模
擬する）。図５Ｑは、ホーム画面カード５５４の表示を加えて示す（例えば、デバイス上
のホーム画面に対するユーザインタフェース５５２の表現５５４）。
【０１９９】
　図５Ｒに示すように、デバイス１００は、メッセージカード５１０を表示しているタッ
チスクリーン１１２の位置から始まる、接触５５６及び移動５５８を含むフリックジェス
チャ（例えば、ユーザ入力）を検出する（例えば、ユーザはメッセージカード５１０にタ
ッチしてドラッグする）。図５Ｇの位置５５６－ａから図５Ｈの位置５５６－ｂに、続い
て図５Ｉの位置５５６－ｃへの接触５５６の移動５５８を検出したことに応じて、デバイ
スは、カードを仮想ｚ軸に沿ってスタックの底部から離して画面に向かって移動させる。
例えば、メッセージカード５１０は、図５Ｒの位置５１０－ａから図５Ｓの位置５１０－
ｂに移動するにつれて、より大きくなり、右に移動し、図５Ｔの位置５１０－ｃで画面か
ら右に外れて移動するにつれて、より大きくなり続ける。
【０２００】
　図５Ｔは、フリックジェスチャに一致した移動５５８を停止せずに、位置５５６－ｃで
の接触５５６のリフトオフを検出したことを示す。接触５５６と共に移動していたメッセ
ージカード５１０（例えば、同じ速さで、接触５５６により直接操作されていて）は、デ
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ィスプレイ上で模擬的慣性で移動を継続し、タッチスクリーン１１２上の位置５１０－ｃ
で最終的に停止する。
【０２０１】
　図５Ｒ～図５Ｔはまた、カードがスタックの底部から離れるように移動する際にＵＩ表
現カードに適用されるぼかしのレベルの変化を示す。例えば、写真カード５２６は、スタ
ック内に見える底部のカードとして最初に位置５２６－ａに表示された時、適度にぼかさ
れている。写真カード５２６が、図５Ｒの位置５２６－ａから図５Ｓの位置５２６－ｂに
（例えば、図５Ｒの位置５５６－ａから図５Ｓの位置５５６－ｂへの接触５５６の移動５
５８に応じて）、最終的に図５Ｔの位置５５６－ｃに移動するにつれて、写真カードは、
徐々にフォーカスが合ってくる（例えば、よりぼけなくなる）。いくつかの実施形態では
、ＵＩ表現カードに適用されるボケのレベルは、図５Ｏの速さ曲線５５０に示されるよう
なカードのＺ位置に対する横方向速さの関係と同様の関係に従う。
【０２０２】
　図５Ｕ～図５Ｗは、デバイスがユーザインタフェース選択モードにある間にアクティブ
化される過渡的アプリケーションに対するユーザインタフェース表現カードの挿入を示す
。図５Ｕは、ユーザによりナビゲートされているユーザインタフェースカード５０８、５
１０、５２６、及び５３４のスタックを表示する、ユーザインタフェース選択モードに対
するユーザインタフェース５０６を示す。デバイス１００は、次に通話を受信し、これに
応じて、図５Ｖ～図５Ｗに示すように、電話カード５５４（例えば、電話アプリケーショ
ン内の着信に対するユーザインタフェース５５６の表現５５４）を、図５Ｗに示すように
スタック内の位置５５５－ｂに差し込む。図５Ｖ～図５Ｗに示すように、デバイスは、電
話カード５５６のための場所を空けるために、ウェブブラウジングカード５０８及びメッ
セージカード５１０を、スタック内の上方に（例えば、図５Ｖで破線の外形で表された位
置５０８－ｂ及び５１０－ｂから、それぞれ、ディスプレイから外れて、及び図５Ｗの位
置５１０－ｅに）移動する。図５Ｖ～図５Ｗは、電話カード５５５が、図５Ｖで画面内に
入ってきて、図５Ｗでウェブブラウジングカード５０８及びメッセージカード５１０の背
後のスタック内に挿入されるアニメーションを示すが、過渡的アプリケーションのユーザ
インタフェース表現に対する他のアニメーション及び配置が想到される（例えば、新しい
カードがスタックの最上部になる、又は新しいカードのための場所を空けるために、スタ
ック内の更に後方のカードが更に下方に押し下げられる）。
【０２０３】
　図５Ｘ～図５ＡＡは、既定のユーザ入力の検出によるユーザインタフェース表現カード
の除去を示す。図５Ｘは、ユーザによりナビゲートされているユーザインタフェースカー
ド５０８、５１０、５２６、及び５３４のスタックを表示する、ユーザインタフェース選
択モードに対するユーザインタフェース５０６を示す。デバイス１００は、接触５６０及
び移動５６２を含むスワイプジェスチャを検出する。移動５６２は、スタック内のカード
の既定の移動経路に実質的に直交し（例えば、ナビゲートする時はスタック内のカードが
画面にわたって左右に移動するのに対して、このスワイプはタッチスクリーン１１２を上
に移動する）、メッセージカード５１０を表示しているタッチスクリーン１１２の位置か
ら始まる。図５Ｘの位置５６０－ａから図５Ｙの位置５６０－ｂに、続いて図５Ｚの位置
５６０－ｃへの接触５６０の移動５６２を検出したことに応じて、デバイスは、メッセー
ジカード５１０をスタックから持ち上げて画面外に送る（例えば、図５Ｘの位置５１０－
ｂから図５Ｙの位置５１０－ｆに、続いて図５Ｚの位置５１０－ｇへの移動を経由して）
。
【０２０４】
　図５Ｚ～図５ＡＡに示すように、デバイス１００は、メッセージカード５１０が除去さ
れた後、写真カード５２６及び音楽カード５３４をスタック内の上方に移動する。写真カ
ード５２６は、図５Ｚの位置５２６－ｇから図５ＡＡの位置５２６－ｈに移動され、メッ
セージカード５１０の除去により生じたスタック内の隙間を置き換える。同様に、音楽カ
ード５３４は、図５Ｚの位置５３４－ｇから図５ＡＡの位置５３４－ｈに移動され、写真
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カード５２６がスタック内の上方に移動した際に生じたスタック内の隙間を置き換える。
写真カード５２６及び音楽カード５３４に適用されるぼかしのレベルはまた、これらのカ
ードのスタック内の上への移動に従って調整される。例えば、写真カード５２６は、図５
Ｚの位置５２６－ｇに表示される時少しぼけているが、図５ＡＡの位置５２６－ｈに表示
される時はフォーカスが合っている。いくつかの実施形態では、スタックからのユーザイ
ンタフェース表現カードの除去はまた、ユーザインタフェースに関連付けられたアクティ
ブなアプリケーションを閉じる。
【０２０５】
　図５ＢＢ及び図５ＣＣは、ユーザインタフェース表現を選択することによりユーザイン
タフェース選択モードを出ることを示す。図５ＢＢは、ユーザによりナビゲートされてい
るユーザインタフェースカード５０８、５１０、５２６、及び５３４のスタックを表示す
る、ユーザインタフェース選択モードに対するユーザインタフェース５０６を示す。デバ
イス１００は、メッセージカード５１０（例えば、メッセージアプリケーションに対する
ユーザインタフェース５０７の表現５１０）を表示しているタッチスクリーン１１２上の
位置での接触５６４を含むタップジェスチャを検出する。タップジェスチャを検出したこ
とに応じて、図５ＣＣに示すように、デバイスは、ユーザインタフェース５０７に関連付
けられたメッセージアプリケーションをアクティブ化し、タッチスクリーン１１２上の表
示を、ユーザインタフェース選択モードに対するユーザインタフェース５０６からメッセ
ージアプリケーションに対するユーザインタフェース５０７に変更する。
【０２０６】
　図５ＤＤは、第１のカードの上に表示されるユーザインタフェース表現カードがごく近
傍に移動するにつれて、第１のユーザインタフェース表現カードに関連付けられたタイト
ル領域に適用される視覚効果を示す。図５ＤＤは、スタックの実質的二次元表現を含む、
ユーザインタフェース選択モードのユーザインタフェース５０６内で写真カード５２６の
上方に表示されたメッセージカード５１０を示す。写真カード５２６は、ユーザインタフ
ェース５２４に関連付けられた画像管理アプリケーションに対する名前「Ｐｈｏｔｏｓ」
５３２及びアイコン５２６を含むタイトルバー５５８に関連付けられている。メッセージ
カード５１０は、ユーザインタフェース５０７に関連付けられたメッセージアプリケーシ
ョンに関する情報を表示するタイトルバー５２２に関連付けられている。メッセージカー
ド５１０の表示は、写真カード５２６の上方を経時的に徐々に滑る（最上部のパネルの位
置５１０－ａから中間のパネルの位置５１０－ｂ及び５１０－ｃを通り、図５ＤＤの最下
部のパネルの位置５１０－ｄへの移動を経由して）。メッセージのタイトルバー５２２の
縁部が、写真のタイトルバー５５８上の名前「Ｐｈｏｔｏｓ」５３２の表示に近づくにつ
れて（メッセージカード５１０が２番目のパネルの位置５０８－ｂにある時）、デバイス
は、名前「Ｐｈｏｔｏｓ」５３２の過渡的フェーディングを適用する。図５ＤＤの三番目
のパネルは、メッセージのタイトルバー５２２が写真のタイトルバー５５８上の名前の以
前の位置を覆い隠す前に、名前「Ｐｈｏｔｏｓ」５３２の表示が除去されることを示す。
【０２０７】
　同様に、メッセージのタイトルバー５２２の縁部が、写真のタイトルバー５５８上の画
像管理アプリケーションに関連付けられたアイコン５２８の表示に近づくにつれて（メッ
セージカード５１０が、図５ＤＤの最下部のパネルの位置５０８－ｄにある時）、デバイ
スは、メッセージのタイトルバー５２２が写真のタイトルバー５５８上のアイコンの以前
の位置を覆い隠す前にアイコン５２８の表示がディスプレイから除去されるように、アイ
コン５２８の過渡的フェーディングを適用する。例えば、ユーザインタフェース選択モー
ドがスタックの実質的三次元表現を含む、いくつかの実施形態では、関連付けられたタイ
トルバーではなく、第２のユーザインタフェース表現カード（例えば、最上部のカード）
の縁部が、第１のユーザインタフェース表現カード（例えば、底部のカード）に関連付け
られたタイトル情報の表示に接近すると、その表示を除去するアニメーションをトリガー
する。特定の実施形態では、タイトル領域（例えば、タイトルバー）内に表示された情報
に適用されるアニメーションは、図５ＤＤに示すフェーディングではなく、ぼかし、又は
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クリッピングである。いくつかの実施形態では、アイコンは、次のユーザ表現カードが近
づくと、消失するのではなく、積み重なる。
【０２０８】
　図６Ａ～図６Ｖは、いくつかの実施形態による、ユーザインタフェース間をナビゲート
するための、例示的なユーザインタフェースを示す。これらの図中のユーザインタフェー
スは、図１０Ａ～図１０Ｈ、図１１Ａ～図１１Ｅ、図１２Ａ～図１２Ｅ、図１３Ａ～図１
３Ｄ、図１４Ａ～図１４Ｃ、図１５、図２４Ａ～図２４Ｆ、及び図２５Ａ～図２５Ｈでの
プロセスを含む、以下で説明されるプロセスを例示するために使用される。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上の入力（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に示すように、ディスプレイ４５０とは別個のタッチ感知面４５１上
で入力を検出する。
【０２０９】
　図６Ａ～図６Ｖは、ユーザが現在のユーザインタフェースを出ることなく以前に表示さ
れたユーザインタフェースの表現をのぞき見ることを可能にし、ユーザが２つのそれぞれ
のユーザインタフェース間を素早く切り換えることを可能にし、ユーザが電子デバイス（
例えば、多機能デバイス１００）上の異なる種類の階層選択でユーザインタフェース選択
モードに容易に入ることを可能にする、ユーザインタフェース選択モードの例示的な実施
形態を示す。ユーザインタフェース選択モードに対する例示的なユーザインタフェース（
例えば、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５０６）は、仮想
的なカードの積み重ね（例えば、「スタック」）として、又は２つの最も最近に表示され
たユーザインタフェース間の選択として表示された電子デバイスに関連付けられたアプリ
ケーションに対する、複数のユーザインタフェースの表現（例えば、それぞれ、ユーザイ
ンタフェース５０２、５０７、５２４、５３６、５４２、及び５５２の表現５０８、５１
０、５２６、５３４、５４０、及び５５２）を含む。タッチスクリーン１１２（例えば、
タッチ感知面）上で検出されたユーザ入力（例えば、接触、スワイプ／ドラッグジェスチ
ャ、フリックジェスチャなど）が、画面（例えば、タッチスクリーン１１２）上に表示す
るために選択することができるユーザインタフェース間をナビゲートするために使用され
る。
【０２１０】
　図６Ａ～図６Ｇは、第１のユーザインタフェース（例えば、ウェブブラウジングユーザ
インタフェースなどの、デバイス上で開かれたそれぞれのアプリケーションに対する任意
のユーザインタフェース）を表示している電子デバイスを操作しているユーザが、（ｉ）
以前に表示されたユーザインタフェースをのぞき見て、第１のユーザインタフェースに戻
ること、（ｉｉ）以前のアプリケーションに変更すること、（ｉｉｉ）ユーザインタフェ
ース選択モード（例えば、アプリケーション選択モード）に入ること、及び（ｉｖ）タッ
チ感知面（例えば、多機能デバイス１００上のタッチスクリーン１１２）上の共通な接触
から開始される異なるジェスチャでユーザインタフェース選択モード内でユーザインタフ
ェースを通してスクロールすること、の間をナビゲートすることができる、実施形態を示
す。
【０２１１】
　図６Ａ～図６Ｄは、ユーザが以前に表示されたユーザインタフェースの表現を見て（例
えば、「のぞき見る」）、その後、のぞき見る前にデバイス上に表示されていたユーザイ
ンタフェースに自動的に戻る（例えば、デバイス上で開いていたアプリケーションに戻る
）実施形態を示す。図６Ａは、電子デバイス上の、ウェブブラウジングアプリケーション
に対するグラフィカルユーザインタフェース５０２の表示を示す。
【０２１２】
　図６Ｂ～図６Ｃに示すように、デバイスは、所定の閾値を下回る強度（例えば、深い押
圧強度閾値（ＩＴＤ）を下回る、例えば、例示的な所定の入力）の、タッチスクリーン１
１２の左端に隣接する（例えば、ベゼル上の）接触６０２を含むユーザ入力の検出により



(64) JP 6317017 B2 2018.4.25

10

20

30

40

50

、ユーザインタフェースプレビューモードに入る。接触６０２を含む入力を検出している
間に、デバイスは、図６Ｂに示すようにタッチスクリーン１１２上のウェブブラウジング
ユーザインタフェース５０２の表示をユーザインタフェース選択モード５０６の表示に置
き換える。ユーザ選択モード５０６は、タッチスクリーン１１２上に表示された最後の２
つのユーザインタフェースのユーザインタフェース表現、例えば、ウェブブラウジングユ
ーザインタフェース５０２の表現５０８及びメッセージユーザインタフェース５０７の表
現５１０を含む。図６Ｂ及び図６Ｃに示すように、接触６０２の強度は、深い押圧強度閾
値（ＩＴＤ）（例えば、例示的な所定の強度閾値）を下回って維持され、接触は、最初の
検出点で静止している。
【０２１３】
　デバイス１００は、次に、図６Ｄで接触６０２を含むユーザ入力の終了を検出する。接
触６０２の強度が深い押圧強度閾値（ＩＴＤ）を下回って維持されたため、及びユーザ入
力が接触６０２の移動（例えば、タッチスクリーン１１２上の既定の方向の移動）を含ま
なかったため、デバイス１００は、接触６０２の終了（例えば、リフトオフ）の検出によ
り、ユーザインタフェース５０６の表示をユーザインタフェース５０２の表示に置き換え
ることにより、表示をウェブブラウジングユーザインタフェース５０２に戻す。
【０２１４】
　一連の図６Ａ、図６Ｅ～図６Ｇは、ユーザが以前に表示されたユーザインタフェースの
表現を見て（例えば、「のぞき見る」）、のぞき見る前にデバイス上に表示されていたユ
ーザインタフェースに戻すのではなく、以前に表示されたユーザインタフェースの表示を
選択する、代替の実施形態を示す。図６Ａは、電子デバイス上の、ウェブブラウジングア
プリケーションに対するグラフィカルユーザインタフェース５０２の表示を示す。
【０２１５】
　図６Ｅは、デバイスが、所定の閾値を下回る強度（例えば、深い押圧強度閾値（ＩＴＤ

）を下回る、例えば、例示的な所定の入力）の、タッチスクリーン１１２の左端に隣接す
る（例えば、ベゼル上の）接触６０４を含むユーザ入力の検出により、ユーザインタフェ
ースプレビューモードに入ることを示す。接触６０４を含む入力を検出している間に、デ
バイスは、タッチスクリーン１１２上のウェブブラウジングユーザインタフェース５０２
の表示をユーザインタフェース選択モード５０６の表示に置き換える。ユーザ選択モード
５０６は、タッチスクリーン１１２上に表示された最後の２つのユーザインタフェースの
ユーザインタフェース表現、例えば、ウェブブラウジングユーザインタフェース５０２の
表現５０８及びメッセージユーザインタフェース５０７の表現５１０を含む。図５Ｂ及び
図５Ｃに示すように、接触６０４の強度は、深い押圧強度閾値（ＩＴＤ）（例えば、例示
的な所定の強度閾値）を下回って維持される。しかし、電子デバイスは、図６Ｅの位置６
０４－ａから図６Ｆの位置６０４－ｂへの既定の方向（例えば、タッチスクリーン１１２
にわたって横方向）の接触６０４の移動６０６を検出する。
【０２１６】
　デバイス１００は、次に、図６Ｄで接触６０４を含むユーザ入力の終了を検出する。接
触６０４の強度が深い押圧強度閾値（ＩＴＤ）を下回って維持されたため、及びユーザ入
力がタッチスクリーン１１２上の既定の方向（例えば、ディスプレイにわたって横方向に
）の接触６０４の移動を含んだため、デバイス１００は、図６Ｄに示すようなウェブブラ
ウジングユーザインタフェース５０２に戻すのではなく、ユーザインタフェース５０６の
表示をメッセージアプリケーションに対するユーザインタフェース５０７の表示に置き換
える。
【０２１７】
　ゆえに、いくつかの実施形態では、ユーザインタフェースプレビューモードを起動する
ユーザ入力が、特性強度（例えば、所定の閾値を下回る入力の間の最大強度）を有する場
合、ユーザは、ユーザインタフェースプレビューモード（例えば、ユーザが以前に表示さ
れたユーザインタフェースをただのぞき見ている時）に入る直前に表示されていたユーザ
インタフェースの表示に戻ることと、表示を以前に表示されていたユーザインタフェース
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に変更することとの間を、ジェスチャに関連付けられた接触を所定の方向に移動するかし
ない（例えば、接触を静止させたままにすること）かにより区別することができる。
【０２１８】
　一連の図６Ａ、図６Ｈ～図６Ｉは、ユーザが以前に表示されたユーザインタフェースの
表現を見て（例えば、「のぞき見る」）、ユーザがのぞき見る間に表されていた以前に表
示されていたユーザインタフェースのいずれかの表示に戻すのではなく、ユーザインタフ
ェース選択モードに安定的に入ることを選択する、別の代替の実施形態を示す。図６Ａは
、電子デバイス上の、ウェブブラウジングアプリケーションに対するグラフィカルユーザ
インタフェース５０２の表示を示す。
【０２１９】
　図６Ｃ及び図６Ｅに前に示したように、デバイスは、所定の閾値を下回る強度（例えば
、深い押圧強度閾値（ＩＴＤ）を下回る、例えば、例示的な所定の入力）の、タッチスク
リーン１１２の左端に隣接する（例えば、ベゼル上の）接触を含むユーザ入力の検出によ
り、ユーザインタフェースプレビューモードに入る。図６Ｈは、起動する接触（例えば、
図６Ｈの接触６０８）の強度の増大の検出により、デバイスが安定的なユーザインタフェ
ース選択モードに入ることを更に示す。安定的なユーザインタフェース選択モードに入る
ことにより、デバイス１００は、タッチスクリーン１１２上に、相対Ｚ位置に表示された
ユーザインタフェース表現５０８、５１０、及び５２６を含むユーザインタフェース表現
カードのスタックを表示する（例えば、図５Ａ～図５ＨＨに対して説明したように）。
【０２２０】
　デバイス１００は、次に、図６Ｉで接触６０８を含むユーザ入力の終了を検出する。接
触６０８の強度が安定的なユーザインタフェースモードを起動するための所定の強度閾値
（例えば、深い押圧強度閾値（ＩＴＤ））を上回ったため、デバイス１００は、タッチス
クリーン１１２上のユーザインタフェース５０６の表示を置き換えない。いくつかの実施
形態では、図５Ａ～図５ＨＨに対して説明したように、安定的なユーザインタフェース選
択モード内での更なるナビゲーションが実行される。
【０２２１】
　ゆえに、いくつかの実施形態では、ユーザは、更にタッチスクリーン１１２上の表示の
ためにユーザインタフェース選択プレビューモード内で表示された限定された数のユーザ
インタフェースの１つをのぞき見て選択することと、更なるナビゲーション制御を有する
、安定的なユーザインタフェース選択モードに入ることとの間を、ユーザインタフェース
選択プレビューモードを起動するために使用される接触の強度に基づいて区別することが
できる。
【０２２２】
　図６Ｊ～図６Ｌは、ユーザが、ユーザ入力の強度を増大させることにより、ユーザイン
タフェース選択モードの表示を直接操作する実施形態を示す。図６Ｊは、所定の強度閾値
（例えば、深い押圧強度閾値（ＩＴＤ）を上回る強度を有するタッチスクリーン１１２の
左端に隣接した（例えば、ベゼル上の）接触６１０の検出により、ユーザインタフェース
５０６内にユーザインタフェース表現カード（例えば、図５Ａ～図５ＨＨに対して説明し
たような、例えば、互いに相対Ｚ位置に表示されたユーザインタフェース表現５０８、５
１０、及び５２６）のスタックの表示を含む、安定的なユーザインタフェース選択モード
に入ることを示す。
【０２２３】
　図６Ｋ～図６Ｌは、デバイス１００が接触６１０の強度の更なる増大を検出した時、ス
タック内に表示されたユーザインタフェース表現カードが、ユーザによる接触強度の直接
操作に基づき広がる（例えば、ディスプレイの平面に実質的に直交するｚ軸に沿って）こ
とを示す。いくつかの実施形態では、図６Ｋ～図６Ｌに示すように、強度の小さな変化（
例えば、図６Ｋの最上部の目盛りのすぐ下で検出された強度から図６Ｌの最上部の目盛り
のすぐ上で検出された強度に）が、メッセージカード５１０の図６Ｋの位置５１０－ｂか
ら図６Ｌの位置５１０－ｃへの移動を引き起こし、図６Ｌで写真カード５２６及び音楽カ
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ード５３４をより多く見せる。
【０２２４】
　図６Ｍ～図６Ｐは、デバイス１００が、ユーザ入力の特性強度に基づいて、アプリケー
ションユーザインタフェース内で行われたユーザ入力間を区別する実施形態を示す。図６
Ｍは、電子デバイス上の、ウェブブラウジングアプリケーションに対するグラフィカルユ
ーザインタフェース５０２の表示を示す。ユーザインタフェース５０２は、アプリケーシ
ョン内の以前に表示されたユーザインタフェース（例えば、タッチスクリーン１１２上に
表示された以前のウェブページ）にナビゲートするための、アプリケーション特定の「戻
る」ボタンのアイコン６１４を含む。デバイス１００は、「戻る」ボタンのアイコン６１
４の表示に対応するタッチスクリーン１１２上の位置での所定の強度閾値（例えば、深い
押圧強度閾値（ＩＴＤ））を上回る特性強度を有する接触６１２を含む深い押圧を検出す
る。深い押圧を検出したことに応じて、デバイス１００は、図６Ｎで、タッチスクリーン
１１２上のウェブブラウジングユーザインタフェース５０２の表示を、以前に見たウェブ
ブラウジングインタフェース５０２、６１６、及び６２０（例えば、ブラウザ履歴の階層
内の以前に見たウェブページ）のユーザインタフェース表現５０８、６１８、及び６２２
を含むユーザインタフェース選択モードに対するユーザインタフェース５０６に置き換え
る。
【０２２５】
　あるいは、デバイス１００は、図６Ｖで、タッチスクリーン１１２の縁部で始まるスワ
イプジェスチャ（例えば、接触６３０の移動６３２）を検出する。これに応じて、デバイ
ス１００は、アプリケーション特定のユーザインタフェース階層内を後方にナビゲート（
例えば、ウェブブラウジングアプリケーションで見た最後のウェブページに戻ってナビゲ
ート）し、図６Ｖのユーザインタフェース５０２の表示を図６Ｐのユーザインタフェース
６１６に置き換える。いくつかの実施形態では、デバイス１００は、縁部スワイプの検出
により、例えば、ユーザインタフェース５０２が画面から外れる滑りをアニメーションす
る動的アニメーションを加え、ユーザインタフェース５０２の下に積み重ねたかのように
、以前に表示されたユーザインタフェース６１６を徐々に見せる。いくつかの実施形態で
は、アニメーションは、ユーザのスワイプジェスチャの進行により直接操作される。ゆえ
に、図６Ｖ及び図６Ｐは、アプリケーション特定のユーザインタフェース階層内を戻って
ナビゲートするために、縁部スワイプジェスチャ（例えば、接触６３０の移動６３２を含
む）を使用することを示す。
【０２２６】
　図６Ｏはまた、電子デバイス上の、ウェブブラウジングアプリケーションに対するグラ
フィカルユーザインタフェース５０２の表示を示す。ユーザインタフェース５０２は、ア
プリケーション内の以前に表示されたユーザインタフェース（例えば、タッチスクリーン
１１２上に表示された以前のウェブページ）にナビゲートするための、アプリケーション
特定の「戻る」ボタンのアイコン６１４を含む。デバイス１００は、所定の強度閾値（例
えば、深い押圧強度閾値（ＩＴＤ））を下回る特性強度を有する接触６２４を含む、タッ
プジェスチャ（図６Ｍに示すような深い押圧でなく）を検出する。タップジェスチャを検
出したことに応じて、デバイス１００は、図６Ｐに示すように、タッチスクリーン１１２
上のウェブブラウジングユーザインタフェース５０２の表示を、関連付けられたウェブブ
ラウジングアプリケーション内の以前に見たユーザインタフェース（例えば、ウェブブラ
ウジングアプリケーション内で訪問した最後のウェブページ）に対するウェブブラウジン
グユーザインタフェース６１６に置き換える。ゆえに、いくつかの実施形態では、電子デ
バイスは、ユーザ入力の特性強度に基づいてアプリケーション特定のユーザインタフェー
ス入力間を区別した。
【０２２７】
　図６Ｑ～図６Ｓは、図６Ａ、図６Ｅ～図６Ｇに対して説明したようにユーザインタフェ
ースプレビューモードを通して第１のユーザインタフェース及び第２のユーザインタフェ
ースとの間を切り換えた後で、デバイスが第２のアプリケーションに対するユーザインタ
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フェースを表示している間にユーザのジェスチャを繰り返すことにより、ユーザが、第１
のユーザインタフェースに戻して素早く切り換えることができることを示す。
【０２２８】
　図６Ｑは、デバイスにユーザインタフェースの表示をメッセージアプリケーションに対
する第２のユーザインタフェース５０７に変更をさせたユーザのジェスチャのリフトオフ
を検出した後で、デバイスが、所定の閾値を下回る強度（例えば、深い押圧強度閾値（Ｉ
ＴＤ）を下回る、例えば、例示的な所定の入力）の、タッチスクリーン１１２の左端に隣
接する（例えば、ベゼル上の）接触６２６を含む第２のユーザ入力を検出することを示す
。接触６２６を含む入力を検出している間に、デバイスは、タッチスクリーン１１２上の
メッセージユーザインタフェース５０７の表示をユーザインタフェース選択モード５０６
の表示に置き換える。図６Ｒに示すように、ユーザ選択モード５０６は、タッチスクリー
ン１１２上に表示された最後の２つのユーザインタフェースのユーザインタフェース表現
、例えば、ウェブブラウジングユーザインタフェース５０２の表現５０８及びメッセージ
ユーザインタフェース５０７の表現５１０を含む。しかし、メッセージユーザインタフェ
ース５０７が、現在タッチスクリーン１１２上に最も最近表示されたユーザインタフェー
スであるため、ユーザインタフェース５０６内の表現５０８及び５１０の相対的順序は、
図６Ｅ～図６Ｆのユーザインタフェース５０６の表示と比較して、交換されており、ゆえ
に、図６Ｒで、ユーザインタフェース５０７の表現５１０がユーザインタフェース５０２
の表現５０８の上に表示される。
【０２２９】
　図６Ｑ及び図６Ｒに示すように、接触６２６の強度は、深い押圧強度閾値（ＩＴＤ）（
例えば、例示的な所定の強度閾値）を下回って維持される。しかし、電子デバイスは、図
６Ｒの位置６２６－ａからの既定の方向（例えば、タッチスクリーン１１２にわたって横
方向）の接触６２６の移動６２８を検出する。デバイス１００は、次に、図６Ｓで接触６
２６を含むユーザ入力の終了を検出する。接触６２６の強度が深い押圧強度閾値（ＩＴＤ

）を下回って維持されたため、及びユーザ入力がタッチスクリーン１１２上の既定の方向
（例えば、ディスプレイにわたって横方向に）の接触６２６の移動を含んだため、デバイ
ス１００は、図６Ｑに示すようなメッセージユーザインタフェース５０７に戻すのではな
く、ユーザインタフェース５０６の表示をウェブブラウジングアプリケーションに対する
ユーザインタフェース５０２の表示に置き換える。ゆえに、ユーザは、図６Ａでタッチス
クリーン１１２上に表示される第１のユーザインタフェースに切り換えて戻した。
【０２３０】
　図６Ｔ～図６Ｕは、デバイス１００がデバイス１１２上の第１の既定の位置で行われた
ユーザ入力と第２の既定の位置で行われたユーザ入力との間を区別する、実施形態を示す
。図６Ｔは、電子デバイス上の、ウェブブラウジングアプリケーションに対するグラフィ
カルユーザインタフェース５０２の表示を示す。デバイス１００は、タッチスクリーン１
１２の右端に隣接する（例えば、ベゼル上の、第２の既定の位置）での所定の強度閾値（
例えば、深い押圧強度閾値（ＩＴＤ））を上回る特性強度を有する接触６２８を含む深い
押圧を検出する。深い押圧を検出したことに応じて、デバイス１００は、図６Ｕに示すよ
うに、タッチスクリーン１１２上のウェブブラウジングユーザインタフェース５０２の表
示をタッチスクリーン１１２上に以前に表示されたウェブサイトに対するウェブブラウジ
ングユーザインタフェース６１６に置き換える。
【０２３１】
　これは、デバイスを安定的なユーザインタフェース選択モードに入らせた、タッチスク
リーン１１２の左端に隣接する（例えば、ベゼル上の、第１の既定の位置の）図６Ｈの深
い押圧入力の検出とは対照的である。ゆえに、いくつかの実施形態では、起動するジェス
チャが、タッチ感知面上の第１の既定の位置で検出されるか第２の既定の位置で検出され
るかにより、異なる動作が実行される。
【０２３２】
　図７Ａ～図７Ｏは、いくつかの実施形態による、ユーザインタフェース間をナビゲート
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するための、例示的なユーザインタフェースを示す。これらの図中のユーザインタフェー
スは、図１０Ａ～図１０Ｈ、図１１Ａ～図１１Ｅ、図１２Ａ～図１２Ｅ、図１３Ａ～図１
３Ｄ、図１４Ａ～図１４Ｃ、図１５、図２４Ａ～図２４Ｆ、及び図２５Ａ～図２５Ｈでの
プロセスを含む、以下で説明されるプロセスを例示するために使用される。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上の入力（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に示すように、ディスプレイ４５０とは別個のタッチ感知面４５１上
で入力を検出する。
【０２３３】
　図７Ａ～図７Ｏは、いくつかの実施形態による、タッチ感知面（例えば、タッチ感知デ
ィスプレイ又はディスプレイとは別個のタッチ感知式トラックパッド）の既定の領域上の
単一のタッチジェスチャを使用して、以前に表示されたユーザインタフェース間をナビゲ
ートするための例示的な実施形態を示す。いくつかの実施形態では、ユーザは、タッチ感
知面上の１つ以上の既定の領域での強度が変化するタッチジェスチャを使用して、２つの
最も最近見たユーザインタフェース間を切り換える。
【０２３４】
　図７Ａ～図７Ｆは、ユーザがタッチ感知面の既定の領域での第１の特性強度を有するタ
ッチジェスチャを使用して以前に表示されたユーザインタフェースの表現をプレビューし
（例えば、「のぞき見る」）、次に、タッチジェスチャの強度を第２の特性強度に増大す
ることにより、ユーザインタフェースを開く（例えば、アプリケーションを開く）、実施
形態を示す。図７Ａは、電子デバイス上の、ウェブブラウジングアプリケーションに対す
るグラフィカルユーザインタフェース５０２の表示を示す。
【０２３５】
　図７Ｂは、第１の特性強度（例えば、軽い押圧強度閾値（ＩＴＬ）を上回るが、深い押
圧強度閾値（ＩＴＤ）を下回る）を有する、タッチスクリーン１１２の左端に隣接する（
例えば、ベゼル上の、タッチ感知面上の既定の位置での）、接触７０２を含むタッチジェ
スチャの検出を示す。タッチジェスチャを検出したことに応じて、デバイス１００は、ユ
ーザインタフェース選択モードに入り、図７Ｂのタッチスクリーン１１２上のウェブブラ
ウジングユーザインタフェース５０２の表示を図７Ｃのタッチスクリーン１１２上のユー
ザインタフェース選択モードに対するユーザインタフェース５０６の表示に置き換える。
【０２３６】
　図７Ｃは、タッチスクリーン１１２上に以前に表示された２つのユーザインタフェース
の、ウェブブラウジングユーザインタフェース５０２の表現５０８（「ウェブブラウジン
グカード５０８」）及びメッセージユーザインタフェース５０７の表現５１０（「メッセ
ージカード５１０」）を含む、ユーザインタフェース選択モードに対するユーザインタフ
ェース５０６の表示を示す。いくつかの実施形態では、２つの表現は、デバイス上に表示
された最後の２つのユーザインタフェース（例えば、ディスプレイ上で開かれた最後の２
つのアプリケーション）に対するものである。いくつかの実施形態では、２つの表現は、
ユーザインタフェース選択モードが開始された時点でタッチスクリーン１１２上で開いて
いた特定のアプリケーションに対して表示された、最後の２つのユーザインタフェース（
例えば、ウェブブラウザアプリケーション内で表示された最後の２つのウェブページ、又
は電子メール管理アプリケーション内で表示された最後の２つのメッセージ））に対する
ものである。
【０２３７】
　図７Ｃに示すように、ウェブブラウジングカード５０８は、ユーザインタフェース選択
モードのアクティブ化の前にタッチスクリーン１１２上に表示された最後のユーザインタ
フェースを表すため、メッセージカード５１０のＺ方向の上方で（例えば、ディスプレイ
の平面に実質的に直交する仮想軸に沿って配置されて）、かつメッセージカード５１０の
右に横方向に変位されたかのように表示される。デバイス１００はまた、ぼかしのレベル
をメッセージカード５１０に適用する（例えば、その相対又は絶対Ｚ位置に関連付けて）
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。いくつかの実施形態では、ユーザインタフェース選択モードのアクティブ化の前に表示
された最後のユーザインタフェースの表現は、相対Ｚ方向で第２のユーザインタフェース
表現の背後に又は等しく表示される。
【０２３８】
　図７Ｄは、接触７０２の増大した強度（例えば、図７Ｃの軽い押圧強度閾値ＩＴＬをわ
ずかに上回る強度から、図７Ｄの深い押圧強度閾値ＩＴＤをわずかに下回る強度に）の検
出を示す。接触７０２の増大した強度の検出に応じて、メッセージカード５１０は、サイ
ズが拡大し、仮想ｚ次元内でタッチスクリーン１１２の平面に向かって移動する（例えば
、図７Ｃの位置５１０－ａから図７Ｄの位置５１０－ｂに）。メッセージカード５１０は
また、仮想ｚ次元内を上方に移動すると、フォーカスが合い始める（例えば、ぼかしのレ
ベルが低減する）。同時に、ウェブブラウジングカード５０８は、サイズが縮小し、仮想
ｚ次元内で後方に移動する（例えば、図７Ｃの位置５０８－ａから図７Ｄの位置５０８－
ｂに）。いくつかの実施形態では、接触の強度の小さな変化に動的に応じる仕方で、第１
のユーザインタフェース表現及び第２のユーザインタフェース表現の移動を示すために、
アニメーションが表示される。
【０２３９】
　図７Ｅは、接触７０２の更に増大した強度（例えば、深い押圧強度閾値（ＩＴＤ）を上
回る）の検出を示す。接触７０２の強度が第２の特性強度を上回る（例えば、深い押圧強
度閾値（ＩＴＤ）を上回る）ことの検出に応じて、メッセージカード５１０は、仮想ｚ次
元内で上方に移動を継続してウェブブラウジングカード５０８の上に移動し、ウェブブラ
ウジングカード５０８は、仮想ｚ次元内で後方に移動を継続してぼけ始める。
【０２４０】
　いくつかの実施形態では、第２の所定の閾値（例えば、深い押圧強度閾値（ＩＴＤ））
を上回る接触７０２の強度を検出したことに応じて、デバイスは、図７Ｆに示すように、
ユーザインタフェース５０７に関連付けられたメッセージアプリケーションを自動的に開
き（例えば、カード又は関連付けられたアプリケーションが「飛び出す」）、ユーザイン
タフェース選択モードの表示をユーザインタフェース５０７に置き換える。
【０２４１】
　図７Ｇ～図７Ｋは、図７Ａ～図７Ｆに対して説明したように以前に表示されたユーザイ
ンタフェース（例えば、及び関連付けられたアプリケーション）を「のぞき見ること」及
び「飛び出すこと」に対する代替の実施形態を示す。この実施形態では、ユーザインタフ
ェース表現は、仮想ｚ軸に沿うのではなく、実質的に二次元のビューで表示される。
【０２４２】
　図７Ｇは、第１の特性強度（例えば、軽い押圧強度閾値（ＩＴＬ）を上回るが、深い押
圧強度閾値（ＩＴＤ）を下回る）を有する、タッチスクリーン１１２の左端に隣接する（
例えば、ベゼル上の、タッチ感知面上の既定の位置での）、接触７０４を含むタッチジェ
スチャの検出を示す。タッチジェスチャを検出したことに応じて、デバイス１００は、ユ
ーザインタフェース選択モードに入り、図７Ｇのタッチスクリーン１１２上のユーザイン
タフェース選択モードに対するユーザインタフェース５０６を表示する。
【０２４３】
　図７Ｇは、タッチスクリーン１１２上に以前に表示された２つのユーザインタフェース
の、ウェブブラウジングユーザインタフェース５０２の表現５０８（「ウェブブラウジン
グカード５０８」）及びメッセージユーザインタフェース５０７の表現５１０（「メッセ
ージカード５１０」）を含む、ユーザインタフェース選択モードに対するユーザインタフ
ェース５０６の表示を示す。図７Ｇに示すように、メッセージカード５１０は、ユーザイ
ンタフェース選択モードのアクティブ化の前にタッチスクリーン１１２上に表示された最
後のユーザインタフェースを表すため、ウェブブラウジングカード５０８のＺ方向のすぐ
上で、かつウェブブラウジングカード５０８の右に横方向に変位されたかのように表示さ
れる。
【０２４４】
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　図７Ｈは、接触７０４の増大した強度（例えば、図７Ｃの軽い押圧強度閾値ＩＴＬをわ
ずかに上回る強度から、図７Ｄの深い押圧強度閾値ＩＴＤをわずかに下回る強度に）の検
出を示す。接触の増大した強度の検出に応じて、ウェブブラウジングカード５０８は、図
７Ｇの位置５１０－ａから図７Ｈの位置５１０－ｂへの画面の右へのメッセージカード５
１０の移動により、メッセージカード５０８の下から更に見せられる。
【０２４５】
　図７Ｅは、接触７０４の強度の減少の検出を示す。接触７０２の強度が減少することの
検出に応じて、メッセージカード５１０は、ウェブブラウジングカード５０８の上を滑っ
て戻り始める。
【０２４６】
　図７Ｊは、第１の特性強度を下回る（例えば、軽い押圧強度閾値（ＩＴＬ）を下回る）
接触７０４の強度の更なる減少の検出を示す。第１の特性強度を下回り低下したことに応
じて、デバイス５１００は、ユーザインタフェース選択モードを出て、ユーザインタフェ
ース５０６の表示を、ユーザインタフェース選択モードに入る直前に表示されていたメッ
セージアプリケーションに対するユーザインタフェース５０７に置き換える（例えば、接
触７０４がウェブブラウジングカード５０８をメッセージカード５１０の下から「飛び出
させる」のに失敗したため、デバイスは、ユーザインタフェース選択モードを出ると、そ
の最後のアクティブ状態に戻る）。図７Ｋは、結果としてタッチスクリーン１１２上に表
示されたユーザインタフェースが変化しない、接触７０４のリフトオフの検出を更に示す
。
【０２４７】
　対照的に、図は、ユーザがユーザインタフェースをウェブブラウジングユーザインタフ
ェース５０２からメッセージユーザインタフェース５０７に切り換えた後で（例えば、図
５Ａ～図５Ｆで説明したように）、ユーザが、図７Ｌでタッチ感知面上の所定の領域内（
例えば、ベゼルの左側）の接触７０６の検出により、「のぞき見る」及び「飛び出す」プ
ロセスを再開する実施形態を示す。図７Ｍから図７Ｍへの接触７０６の増大する強度を検
出したことに応じて、メッセージカードは、図７Ｍの位置５１０－ｄから図７Ｎの位置５
１０－ｅに移動する。図７Ｏの第２の特性強度（例えば、深い押圧強度閾値（ＩＴＤ））
を上回る接触７０６の強度の更なる増大の検出は、ウェブブラウジングアプリケーション
を元のように開いて飛び出させる（例えば、デバイスは、ユーザインタフェース選択モー
ドに対するユーザインタフェース５０６の表示をウェブブラウジングアプリケーションに
対するユーザインタフェース５０２に置き換える）。ゆえに、ユーザは、初めに表示され
ていたユーザインタフェースに切り換えて戻した。
【０２４８】
　図８Ａ～図８Ｒは、いくつかの実施形態による、ユーザインタフェース間をナビゲート
するための、例示的なユーザインタフェースを示す。これらの図中のユーザインタフェー
スは、図１０Ａ～図１０Ｈ、図１１Ａ～図１１Ｅ、図１２Ａ～図１２Ｅ、図１３Ａ～図１
３Ｄ、図１４Ａ～図１４Ｃ、図１５、図２４Ａ～図２４Ｆ、及び図２５Ａ～図２５Ｈでの
プロセスを含む、以下で説明されるプロセスを例示するために使用される。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上の入力（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に示すように、ディスプレイ４５０とは別個のタッチ感知面４５１上
で入力を検出する。
【０２４９】
　図８Ａ～図８Ｒは、いくつかの実施形態による、タッチ感知面（例えば、タッチ感知デ
ィスプレイ又はディスプレイとは別個のタッチ感知式トラックパッド）上で検出されるユ
ーザ入力により、複数のユーザインタフェース表現の表示からアプリケーション（例えば
、及び関連付けられたユーザインタフェース）を「のぞき見る」及び「飛び出させる」機
能を含む、ユーザインタフェース選択モードで表される複数のユーザインタフェース間を
ナビゲートするための、例示的な実施形態を示す。
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【０２５０】
　図８Ａ～図８Ｄは、ユーザが、高い強度のユーザ入力（例えば、深い押圧）により、デ
バイス上で表示するためにユーザインタフェースを「飛び出させる」（例えば、選択する
）実施形態を示す。図８Ａは、デバイス上に以前に表示されたユーザインタフェースの、
ウェブブラウジングユーザインタフェース５０２の表現５０８（「ウェブブラウジングカ
ード５０８」）、メッセージユーザインタフェース５０７の表現５１０（「メッセージカ
ード５１０」）、及び写真管理ユーザインタフェース５２４の表現５２６（「写真カード
５２６」）を含む、ユーザインタフェース選択モードに対するユーザインタフェース５０
６の表示を示す。ユーザインタフェース表現は、カードのスタック内に表示され、スタッ
クの底部から右に延びる。それぞれのカードは、ｚ層（例えば、タッチスクリーン１１２
の平面に実質的に直交する）内に配列され、その下のカードの右に側方にオフセットして
いて、それぞれのカードの一部分を見せる。
【０２５１】
　デバイス１００は、図５Ａから図５Ａへのメッセージカード５１０の表示に対応する位
置での接触８０２の強度の増大を検出する。これに応じて、メッセージカード５１０の表
示される領域は、ウェブブラウジングカード５０８を更に右に（例えば、図８Ａの位置５
０８－ａから図８Ｂの位置５０８－ｂに）移動することにより、増大する（例えば、ユー
ザは、メッセージカード５１０をのぞき見る）。
【０２５２】
　図８Ｃに示すように、カードの相対的横方向位置の表示は、ユーザの接触に対して検出
された圧力の量に動的に関連している。例えば、図８Ｂから図８Ｃへの接触８０２の圧力
の小さな減少を検出したことに応じて、ウェブブラウジングカード５０８は、メッセージ
カード５１０の上を戻って移動し始める（例えば、ウェブブラウジングカード５０８は、
図８Ｂの位置５０８－ｂから図８Ｃの位置５０８－ｃに移動する）。いくつかの実施形態
では、接触の強度の小さな変化に動的に応じる仕方で、ユーザインタフェース表現の互い
に対する移動を示すために、アニメーションが表示される。
【０２５３】
　デバイス１００は、次に、特性強度（例えば、深い押圧強度閾値（ＩＴＤ））を上回る
接触８０２の圧力の更なる増大を検出する。これに応じて、メッセージカード５１０は、
スタックから「飛び出し」、デバイスは、関連付けられたアプリケーションを開く（例え
ば、ユーザインタフェース選択モードに対するユーザインタフェース５０６の表示をメッ
セージアプリケーションに対するユーザインタフェース５０７の表示に置き換える）。
【０２５４】
　図８Ｅ～図８Ｆは、カードが「飛び出すこと」（例えば、アプリケーション及び対応す
るユーザインタフェースの選択）がアニメーションを含む実施形態を示す。図８Ｅは、特
性強度（例えば、深い押圧強度閾値（ＩＴＤ））を上回る接触８０２の圧力の増大を検出
したことに応じて、メッセージカードが選択される（例えば、「飛び出す」）ことを示す
。これに応じて、デバイス１００は、ユーザインタフェース選択モードに対するユーザイ
ンタフェース５０６の表示からメッセージアプリケーションに対するユーザインタフェー
ス５０７の表示に遷移するアニメーションを表示する。アニメーションは、ウェブブラウ
ジングカード５０８をメッセージカード５１０から完全に外して滑らせる（例えば、ウェ
ブブラウジングカードを更に右に位置５０８－ｄに移動させることにより）ことを含む。
アニメーションはまた、カードがユーザに向かって仮想ｚ次元内で移動している効果を提
供するために、メッセージカード５１０をスタックから持ち上げ、メッセージカード５１
０のサイズを、例えば、ユーザインタフェース５０７の表示がタッチスクリーン１１２の
全体を埋めるまで（例えば、図８Ｅの位置５１０－ｂから図８Ｆの位置５１０－ｃへのメ
ッセージカードの移動により示すように）、徐々に拡大することを含む。
【０２５５】
　図８Ｇ～図８Ｈは、ユーザインタフェース表現カードを「のぞき見ること」に対する代
替の実施形態を示す。図８Ｇは、図８Ａに対して説明したようなユーザインタフェースカ
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ードのスタックの表示（例えば、ウェブブラウジングカード５０８がメッセージカード５
１０の上に、かつ右にオフセットして表示され、メッセージカードが写真カード５２６の
上にかつ右にオフセットして表示される）を示す。図８Ｇはまた、メッセージカード５１
０の表示に対応するタッチスクリーン１１２の位置の接触８０４を示す。
【０２５６】
　図８Ｈは、メッセージカード５１０の上に表示された時に接触８０４の強度の増大を検
出したことに応じて、メッセージカードの領域をより多く見せることを示す。しかし、ウ
ェブブラウジングカード５０８をメッセージカード５１０から外れて右に滑らせることで
はなく、図８Ｈは、カードの一組から取り出されるかのように、メッセージカード５１０
が左に移動される（例えば、メッセージカードは、図８Ｇの位置５１０－ａから図８Ｈの
位置５１０に移動する）ことを示す。ゆえに、図８Ｇ及び図８Ｈは、スタックがスタック
の底部から広がる方向と反対の方向にカードをスタックから出して滑らせることにより、
スタック内のユーザインタフェース表現カードをより多く見せるために接触（例えば、８
０４）の強度を使用することを示す。
【０２５７】
　図８Ｉは、メッセージカード５１０の表示に対応する位置に表示された接触８０４の強
度の増大を検出したことに応じて、ウェブブラウジングカード５０８がメッセージカード
５１０を外れて右に移動し、メッセージカード５１０が一組から左に引き出される、メッ
セージカード５１０を「のぞき見ること」に対する別の代替の実施形態を示す。ゆえに、
図８Ｇ及び図８Ｉは、スタックがスタックの底部から広がる方向と反対の方向にカードを
スタックから出して滑らせること、及び少なくともそれぞれのユーザインタフェース表現
カードの上の方向に表示されたカードをスタックがスタックの底部から広がる方向に更に
滑らせることの両方により、スタック内のそれぞれのユーザインタフェース表現カードを
より多くみせるために、接触（例えば、８０４）の強度を使用することを示す。
【０２５８】
　図８Ｊ～図８Ｒは、アプリケーションを飛び出させて開く前に複数のカードをのぞき見
る、拡張された「のぞき見る」及び「飛び出す」ナビゲーションを示す。図８Ｊは、電子
デバイス上の、ウェブブラウジングアプリケーションに対するグラフィカルユーザインタ
フェース５０２の表示を示す。図８Ｋは、デバイスが、特性強度（例えば、深い押圧強度
閾値（ＩＴＤ）を上回る、例えば、例示的な所定の入力）を有する、タッチスクリーン１
１２の左端に隣接する（例えば、ベゼル上の）接触８０６を含むユーザ入力の検出により
、ユーザインタフェース選択モードに入ることを示す。ユーザインタフェース選択モード
をアクティブ化したことに応じて、図８Ｋに示すように、デバイス１００は、ウェブブラ
ウジングユーザインタフェース５０２の表示をユーザインタフェース選択モードに対する
ユーザインタフェース５０６に置き換える。
【０２５９】
　図８Ｋは、図８Ａに対して説明したようなユーザインタフェースカードのスタックの表
示（例えば、ウェブブラウジングカード５０８がメッセージカード５１０の上に、かつ右
にオフセットして表示され、メッセージカードが写真カード５２６の上にかつ右にオフセ
ットして表示される）を示す。図８Ｋはまた、タッチスクリーン１１２の左端に対応する
位置８０６－ａでの、深い押圧強度閾値（ＩＴＤ）を上回る強度を有する接触８０６を示
す。
【０２６０】
　図８Ｌに示すように、デバイス１００は、深い押圧強度閾値（ＩＴＤ）を下回るユーザ
の接触８０６の強度の減少を検出する。デバイス１００はまた、ディスプレイの左端（例
えば、図８Ｋの位置８０６－ａ）からメッセージカード５１０の表示に対応する位置への
接触８０６の移動８０８を検出する。
【０２６１】
　図８Ｍは、結果としてウェブブラウジングカードをメッセージカード５１０から離して
移動することによりメッセージカード５１０を「のぞき見ること」になる、メッセージカ
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ード５１０の上に表示された時のユーザの接触８０６の強度の増大の検出を示す。
【０２６２】
　図８Ｎは、ユーザの接触８０６の強度の減少の検出を示す。これに応じて、ウェブブラ
ウジングカード５０８は、メッセージカード５１０の上を戻るように移動する。デバイス
はまた、写真カード５２６の表示に対応する、図８Ｎの位置８０６－ｂから図８Ｏの位置
８０６－ｃへの接触８０６の移動８０８の継続を検出する。
【０２６３】
　図８Ｐは、写真カード５２６の上に表示された時の接触５０６の強度の増大の検出、及
びこれに応じて、ウェブブラウジングカード５０８及びメッセージカード５１０を右に移
動することにより写真カード５２６をのぞき見ることを示す。
【０２６４】
　図８Ｑは、写真カード５２６の上に表示された時の既定の閾値強度（例えば、深い押圧
強度閾値（ＩＴＤ））を上回る接触８０６の強度の更なる増大の検出を示す。これに応じ
て、ウェブブラウジングカード５０８及びメッセージカード５１０を写真カード５２６か
ら完全に外れて移動することにより示すように、接触は、写真カード５２６を「飛び出さ
せる」。写真カード５２６は、次に、図８Ｒで電子デバイスが写真管理アプリケーション
に入ると、タッチスクリーン１１２の全体をユーザインタフェース５２４で埋めるように
、拡大する（例えば、動的アニメーションを経由して）。
【０２６５】
　図９Ａ～図９Ｈは、いくつかの実施形態による、ユーザインタフェース間をナビゲート
するための、例示的なユーザインタフェースを示す。これらの図中のユーザインタフェー
スは、図１０Ａ～図１０Ｈ、図１１Ａ～図１１Ｅ、図１２Ａ～図１２Ｅ、図１３Ａ～図１
３Ｄ、図１４Ａ～図１４Ｃ、図１５、図２４Ａ～図２４Ｆ、及び図２５Ａ～図２５Ｈでの
プロセスを含む、以下で説明されるプロセスを例示するために使用される。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上の入力（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に示すように、ディスプレイ４５０とは別個のタッチ感知面４５１上
で入力を検出する。
【０２６６】
　図９Ａは、ユーザインタフェース表現（例えば、ウェブブラウジングユーザインタフェ
ース５０２、メッセージユーザインタフェース５０７、及び画像管理ユーザインタフェー
ス５２４に対するユーザインタフェース表現カード５０８、５１０、及び５２６）のスタ
ックの表示を含む、ユーザインタフェース選択モードに対するユーザインタフェース５０
６の表示を示す。図５Ａ～図５ＨＨに対して説明したように、ユーザインタフェース表現
カードは、スタックの底部から右に広げられ、かつ互いに対してＺ位置に配列されている
（例えば、表現５０８は、表現５１０の右に側方にオフセットしており、Ｚ軸に沿って表
現５１０の上方に配列されている）。
【０２６７】
　デバイス１００は、ユーザインタフェース表現５２６の表示に対応するタッチスクリー
ン１１２上の位置の接触９０２を含む、ユーザ入力を検出する。接触９０２は、既定の強
度閾値を下回る（例えば、深い押圧強度閾値（ＩＴＤ）を下回る）特性強度を有する。写
真カード５２６の表示に対応する位置の接触９０２を検出したことに応じて、デバイス１
００は、メッセージカード５１０及びウェブブラウジングカード５０８を図９Ａの位置５
１０－ａ及び５０８－ａから図９Ｂの位置５１０－ｂ及び５０８－ｂへ右に（写真カード
５２６から離して）移動することにより、写真カード５２６をより多く見せる。デバイス
１００は、次に、写真カード５２６の上からメッセージカード５１０の上へ（例えば、図
９Ｂの位置９０２－ａから図９Ｃの位置９０２－ｂへ）の接触９０２の移動を検出する。
【０２６８】
　図９Ｃ～図９Ｄに示すように、メッセージカード５１０の表示に対応する位置に移動す
る接触９０２に応じて、デバイス１００は、メッセージカード５１０をウェブブラウジン
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グカード５０８の下から出してスタックに向かって戻して（例えば、ディスプレイ１１２
上で左に）図９Ｃの位置５１０－ｂから図９Ｄの位置５１０－ｃに移動することにより、
メッセージカード５１０をより多く見せる。
【０２６９】
　図９Ｅ～図９Ｆは、アプリケーションに関連付けられたユーザインタフェース表現カー
ドの上の位置に表示された接触をリフトオフすることにより、アプリケーションがユーザ
インタフェース選択モードから選択される実施形態を示す。デバイス１００は、メッセー
ジカード５１０の上に位置する時の接触９０２のリフトオフ（例えば、タッチスクリーン
１１２上のカード５１０の表示に対応する位置の接触９０２を含むユーザ入力の終了）を
検出し、メッセージカード５１０に関連付けられたメッセージアプリケーションを選択す
る。これに応じて、デバイス１００は、ユーザインタフェース５０６の表示をユーザイン
タフェース表現カード５１０に対応するユーザインタフェース５０７の表示に置き換える
。例えば、ユーザが接触をリフトオフした時に接触９０２が対応するカードの上にあった
ため、デバイス１００は、ユーザインタフェース５０７に関連付けられたメッセージアプ
リケーションを開く。
【０２７０】
　図９Ｇ～図９Ｈは、深い押圧ジェスチャでアプリケーションを「飛び出させる」ことに
より、アプリケーションがユーザインタフェース選択モードから選択される、代替の実施
形態を示す。図９Ａ～図９Ｄから継続して、デバイス１００は、接触９０２がメッセージ
カード５１０の上に位置する時に、既定の閾値強度（例えば、深い押圧強度閾値（ＩＴＤ

））を上回る接触９０２の強度の増大を検出する。これに応じて、デバイス１００は、ユ
ーザインタフェース５０６の表示をユーザインタフェース表現カード５１０に対応するユ
ーザインタフェース５０７の表示に置き換える。例えば、深い押圧が検出された時に接触
９０２が対応するカードの上にあったため、デバイス１００は、ユーザインタフェース５
０７に関連付けられたメッセージアプリケーションを開く。
【０２７１】
　図２２Ａ～図２２ＢＡは、いくつかの実施形態による、ユーザインタフェース間をナビ
ゲートすることなどの、アプリケーションに依存しない動作（例えば、システム全体のア
クション）を実行するための例示的なユーザインタフェースを示す。いくつかの実施形態
では、これは、タッチスクリーンの縁部から始まる少なくとも２つの種類の入力を区別し
、これに応じて、第１の種類の入力が検出される場合にはシステム全体の動作を、第２の
種類の入力が検出される場合には特定用途のアプリケーションを実行するユーザインタフ
ェースにより達成される。いくつかの実施形態では、２つの種類の入力は、少なくとも入
力のタッチ感知面の縁部への近接度と入力に含まれる接触の特性強度とに基づいて区別さ
れる。
【０２７２】
　これらの図中のユーザインタフェースは、図１０Ａ～図１０Ｈ、図１１Ａ～図１１Ｅ、
図１２Ａ～図１２Ｅ、図１３Ａ～図１３Ｄ、図１４Ａ～図１４Ｃ、図１５、図２４Ａ～図
２４Ｆ、及び図２５Ａ～図２５Ｈでのプロセスを含む、以下で説明されるプロセスを例示
するために使用される。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
イ上の入力（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に示すように、ディスプレイ４
５０とは別個のタッチ感知面４５１上で入力を検出する。
【０２７３】
　図２２Ａ～図２２Ｄは、いくつかの実施形態による、デバイスが、システムジェスチャ
強度基準を満たす２つの入力を検出し、入力のタッチスクリーンの縁部への近接度に基づ
いて、アプリケーション特定のアクションを実行するか、システム全体のアクションを実
行するかを判定する実施形態を示す。図２２Ａは、２つの位置境界２２０２及び２２０４
を有するウェブブラウジングユーザインタフェース５０２を示す。位置境界２２０２は、
ユーザインタフェース選択モードに入ることなどのシステム全体のアクションをアクティ
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ブ化するために、接触が検出されなければならない（例えば、その接触が強度基準も満た
す場合）境界の左のタッチスクリーン１１２の領域（例えば、タッチスクリーンから外れ
て左に伸びる）を画定する。位置境界２２０４は、アクティブなアプリケーション内に表
示された以前のユーザインタフェースにナビゲートすることなどのシステム特定のアクシ
ョンをアクティブ化するために接触が検出されなければならない（例えば、その接触が強
度基準も満たす場合）境界の左のタッチスクリーン１１２のより大きな領域（例えば、タ
ッチスクリーンから外れて左に延びる）を画定する。
【０２７４】
　図２２Ｂで、デバイスは、システム全体のアクションの実行のために必要な閾値強度（
例えば、強度閾値ＩＴＬ）を上回る特性強度を有する接触２２０６を検出する。接触２２
０６はまた、境界２２０２の左で検出されるため、システム全体アクション位置基準も満
たす。ゆえに、接触がアプリケーション特定アクション基準も満たすが、右への接触の移
動を検出したことに応じて、デバイスは、図２２Ｃのウェブブラウジングユーザインタフ
ェース５０２のマルチタスクユーザインタフェース５０６への置き換えにより示すように
、ユーザインタフェース選択モードに入る。
【０２７５】
　図２２Ｄで、デバイスは、システム全体のアクション及びアプリケーション特定のアク
ションの実行のために必要な閾値強度（例えば、強度閾値ＩＴＬ）を上回る特性強度を有
する接触２２１２を検出する。しかし、接触２２１２は、境界２２０２の右で検出される
ため、システム全体アクション位置基準を満たさない。接触２２１２がアプリケーション
特定位置基準を満たすため、右への接触の移動を検出したことに応じて、デバイスは、図
２２Ｅのウェブブラウジングユーザインタフェース５０２のウェブブラウジングユーザイ
ンタフェース６１６への置き換えにより示すように、ウェブブラウジングアプリケーショ
ン内で以前に見たユーザインタフェースにナビゲートする。
【０２７６】
　図２２Ｆ～図２２Ｇは、デバイスが、検出された接触の形状に応じて、システム全体の
アクションを実行するために必要な位置基準を調整する実施形態を示す。図２２Ｆで、デ
バイスは、システム全体のアクションの実行のために必要な閾値強度（例えば、強度閾値
ＩＴＬ）を上回る特性強度を有する接触２２１４を検出する。しかし、接触２２１４は、
境界２２０２の右で検出されるため、既定のシステム全体アクション位置基準を満たさな
い。しかし、典型的な指先の接触と比較して、接触がより幅広く細長い（例えば、これは
ユーザがデバイスの左側に到達するようにユーザの親指を伸ばしていることを示す）ため
、デバイスは、境界２２０４の左で検出された接触が位置基準を満たすように、システム
全体アクション位置基準を調整する。ゆえに、右への接触の移動を検出したことに応じて
、デバイスは、図２２Ｇのウェブブラウジングユーザインタフェース５０２のマルチタス
クユーザインタフェース５０６への置き換えにより示すように、ユーザインタフェース選
択モードに入る。
【０２７７】
　図２２Ｈ～図２２Ｉは、デバイスが、システム全体アクション位置基準を満たすがシス
テム全体アクション強度を満たさない接触を検出する、実施形態を示す。図２２Ｈで、デ
バイスは、システム全体のアクションの実行のための位置の必要条件を満たす接触２２１
８を検出する（例えば、それが境界２２０２の左で検出されたため）。しかし、接触２２
１８は、システム全体アクション基準の実行のために必要な閾値強度（例えば、強度閾値
ＩＴＬ）を下回る特性強度を有する。接触２２１８がアプリケーション特定強度基準を満
たすため、右への接触の移動を検出したことに応じて、デバイスは、図２２Ｉのウェブブ
ラウジングユーザインタフェース５０２のウェブブラウジングユーザインタフェース６１
６への置き換えにより示すように、ウェブブラウジングアプリケーション内で以前に見た
ユーザインタフェースにナビゲートする。
【０２７８】
　図２２Ｊ～図２２Ｎは、システム全体アクション位置基準を画定する境界がタッチスク
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リーン１１２の左端から外れて位置する実施形態を示す。図２２Ｊは、システム全体のア
クション及びアプリケーション特定のアクションを実行するための位置の必要条件の右端
を画定する位置境界２２２２及び２２２４を有する、ウェブブラウジングユーザインタフ
ェース５０２を示す。
【０２７９】
　図２２Ｋで、デバイスは、システム全体のアクションの実行のために必要な閾値強度（
例えば、強度閾値ＩＴＬ）を上回る特性強度を有する接触２２２６を検出する。デバイス
が、接触２２２６を行うために使用されるユーザの指がタッチスクリーン１１２の左に外
れて延びなければならないことを判定するため（例えば、接触の形状とサイズに基づいて
）、図２２Ｋの破線により示すように、デバイスは、タッチスクリーンがより幅広かった
場合に接触がどこに延びていたであろうかを予測する（例えば、仮想的に）。予測された
接触の最も遠い点が位置境界２２２２の左にあるため、接触２２２６は、システム全体ア
クション位置基準をも満たす。ゆえに、右への接触の移動を検出したことに応じて、デバ
イスは、図２２Ｌのウェブブラウジングユーザインタフェース５０２のマルチタスクユー
ザインタフェース５０６への置き換えにより示すように、ユーザインタフェース選択モー
ドに入る。
【０２８０】
　図２２Ｍで、デバイスは、システム全体のアクションの実行のために必要な閾値強度（
例えば、強度閾値ＩＴＬ）を上回る特性強度を有する接触２２３０を検出する。デバイス
は、次に、接触２２３０がタッチスクリーン１１２の縁部を外れて位置していたであろう
場所の最も左の境界を予測する。予測された接触の最も遠い点が位置境界２２２２の右に
あるため、接触２２２６は、システム全体アクション位置基準を満たさない。接触２２３
０がアプリケーション特定位置基準を満たすため、右への接触の移動を検出したことに応
じて、デバイスは、図２２Ｎのウェブブラウジングユーザインタフェース５０２のウェブ
ブラウジングユーザインタフェース６１６への置き換えにより示すように、ウェブブラウ
ジングアプリケーション内で以前に見たユーザインタフェースにナビゲートする。
【０２８１】
　図２２Ｏ～図２２Ｒは、接触がタッチスクリーン１１２の上側又は下側の角部で検出さ
れた場合に、デバイスが、より大きな接触を検出したことに応じて、システム全体アクシ
ョンの位置境界を延ばさない実施形態を示す。ゆえに、図２２Ｐでデバイスが、修正され
た位置基準を満たすであろう、より幅広い接触を検出する場合、図２２Ｒに示すように、
デバイスは、システム全体のアクションでなく、アプリケーション特定のアクションを実
行する。
【０２８２】
　図２２Ｓ～図２２ＡＡは、接触がタッチスクリーン上をより速く移動している場合、デ
バイスがシステム全体アクションの位置境界を修正することによって、ジェスチャを急い
でいるユーザのために更なるバッファを可能にする実施形態を示す。ジェスチャがバッフ
ァ区域２５０内で速さ基準及び強度基準を満たす場合、図２２Ｓ～図２２Ｕに示すように
、デバイスはなお、システム全体のアクションを実行する。ジェスチャが３つの基準すべ
てを同時に満たさない場合、図２２Ｖ～図２２Ｘ、及び図２２Ｙ～図２２ＡＡに示すよう
に、デバイスは、システム全体のアクションを実行しない。
【０２８３】
　図２２ＡＢ～図２２ＡＧは、ジェスチャが方向基準も含む実施形態を示す。ジェスチャ
が方向基準を満たす場合、図２２ＡＢ～図２２ＡＤに示すように、デバイスは、システム
全体のアクションを実行する。ジェスチャが方向基準を満たさない場合、図２２ＡＥ～図
２２ＡＧに示すように、デバイスは、システム全体のアクションを実行しない。
【０２８４】
　図２２ＡＨ～図２２ＡＯは、図２２ＡＨ～図２２ＡＫに示すが図２２ＡＬ～図２２ＡＯ
には示さないように、デバイスが最初に位置境界の外側の入力を検出するが、接触が位置
境界内に移動し、その後に強度基準が満たされる場合、システム全体のアクションがなお
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実行される実施形態を示す。
【０２８５】
　図２２ＡＰ～図２２ＡＳは、入力がバッファ区域２２８６の外側の位置でいつか検出さ
れる場合、デバイスがシステム全体のアクションをロックアウトする実施形態を示す。
【０２８６】
　図２２ＡＴ～図２２ＡＹは、画面上の接触の検出の直後のある時間期間の間、システム
全体アクション強度基準がより高い実施形態を示す。より高い強度の必要条件を達成する
前に接触がアクティブ化区域の外側に移動する場合、図２２ＡＴ～図２２ＡＵに示すよう
に、デバイスは、システム全体のアクションを実行しない。接触が、アクティブ化区域の
外側に移動する前に、より高い強度の必要条件を達成する、又は強度閾値が低下するのを
待つ場合、図２２ＡＷ～図２２ＡＹに示すように、デバイスは、システム全体のアクショ
ンを実行する。
【０２８７】
　図２２ＡＺ～図２２ＢＡは、システム全体アクション強度基準がタッチスクリーンの上
部及び下部付近でより高い実施形態を示す。
【０２８８】
　図２３Ａ～図２３ＡＴは、いくつかの実施形態による、ユーザインタフェース間をナビ
ゲートすることなどの、アプリケーションに依存しない動作（例えば、システム全体のア
クション）を実行するための例示的なユーザインタフェースを示す。いくつかの実施形態
では、これは、アクティブ化基準を満たす接触（例えば、方法２４００及び上記の図２２
Ａ～図２２ＢＡに対して説明したような）がタッチスクリーンにわたってどこまで移動す
るかを識別することにより達成される。
【０２８９】
　これらの図中のユーザインタフェースは、図１０Ａ～図１０Ｈ、図１１Ａ～図１１Ｅ、
図１２Ａ～図１２Ｅ、図１３Ａ～図１３Ｄ、図１４Ａ～図１４Ｃ、図１５、図２４Ａ～図
２４Ｆ、及び図２５Ａ～図２５Ｈでのプロセスを含む、以下で説明されるプロセスを例示
するために使用される。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
イ上の入力（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に示すように、ディスプレイ４
５０とは別個のタッチ感知面４５１上で入力を検出する。
【０２９０】
　図２３Ａは、位置境界２３０２及び２３１２を有するウェブブラウジングユーザインタ
フェース５０２を示す。システム全体アクションアクティブ化基準を満たす接触が境界２
３０２を横切らない場合、図２３Ｂ～図２３Ｄに示すように、デバイスは、入力の終了に
より新しいユーザインタフェースにナビゲートしない。システム全体アクションアクティ
ブ化基準を満たす接触が境界２３０２を横切り、境界２３１２を横切らない場合、図２３
Ｅ～図２３Ｇに示すように、デバイスは、ユーザインタフェース選択モードにナビゲート
する。システム全体アクションアクティブ化基準を満たす接触が境界２３０２及び境界２
３１２を横切る場合、図２３Ｉ～図２３Ｋに示すように、デバイスは、デバイス上でアク
ティブな最後のユーザインタフェースにナビゲートする。
【０２９１】
　図２３Ｌ～図２３Ｒは、ユーザが位置境界２３０２及び２３１２に接近し上を横切る際
に、デバイスが視覚フィードバックを提供する実施形態を示す。フィードバックは、動的
であり、接触がタッチスクリーン上で反対方向に移動する場合に反転する。
【０２９２】
　図２３Ｑ～図２３Ｔは、接触の強度がシステム全体のアクションをアクティブ化するた
めに必要な強度閾値に接近しているというヒントをデバイスが提供する実施形態を示す。
例えば、接触２３２６の強度が強度閾値ＩＴＬに接近すると、デバイスは、アクティブな
ユーザインタフェース５０２を右に滑らせ始め、以前にアクティブだったユーザインタフ
ェース５０７を見せる。図２３Ｓで接触２３２６の強度の強度閾値２３２６を上回る更な
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る増大を検出したことに応じて、デバイスは、システム全体のアクションをアクティブ化
して、ユーザインタフェース間のナビゲーションを可能にする（例えば、接触を右にある
３つの区域のうちの１つの中に滑らせることにより）。図２３Ｔで接触２３２６の強度の
深い押圧強度閾値ＩＴＤを上回るより更なる増大を検出したことに応じて、デバイスは、
図２３Ｙでウェブブラウジングユーザインタフェース５０２のマルチタスクユーザインタ
フェース５０６への置き換えにより示すように、マルチタスクユーザインタフェース選択
モードに入る。
【０２９３】
　図１０Ａ～図１０Ｈは、いくつかの実施形態による、ユーザインタフェース間をナビゲ
ートする方法１０００の流れ図を示す。方法１０００は、ディスプレイ及びタッチ感知面
を有する電子デバイス（例えば、図３のデバイス３００、又は、図１Ａのポータブル多機
能デバイス１００）にて実行される。いくつかの実施形態では、ディスプレイはタッチス
クリーンディスプレイであり、タッチ感知面が、ディスプレイ上にある又はディスプレイ
に組み込まれている。いくつかの実施形態では、ディスプレイはタッチ感知面から分離し
ている。いくつかの実施形態では、タッチ感知面は、ディスプレイとは別個のトラックパ
ッド又は遠隔制御デバイスの一部である。いくつかの実施形態では、方法１０００の動作
は、リモコン及びディスプレイと通信しているオーディオファイル及び／又は映像ファイ
ルの管理、再生、及び／又はストリーミング（例えば、外部のサーバからの）のために構
成された電子デバイス（例えば、カリフォルニア州ＣｕｐｅｒｔｉｎｏのＡｐｐｌｅ　Ｉ
ｎｃ．製のＡｐｐｌｅ　ＴＶ）により実行される。方法１０００の一部の動作が、任意選
択的に、組み合わされ、及び／又は、一部の動作の順序が、任意選択的に変えられる。
【０２９４】
　以下で説明されるように、方法１０００は、ユーザインタフェース間をナビゲートする
ための、直感的な方法を提供する。この方法は、ユーザインタフェース間をナビゲートす
る際のユーザからの入力の数、範囲、及び／又は種類を軽減し、それにより、より効率的
なヒューマンマシンインタフェースを作り出す。バッテリ動作電子デバイスに関しては、
ユーザが、より速く、より効率的に、ユーザインタフェース間をナビゲートすることが可
能となることにより、電力が節約され、バッテリを充電する間隔が増大する。
【０２９５】
　いくつかの実施形態では、デバイスは、ディスプレイ上に第１のユーザインタフェース
を表示する（１００２）。例えば、開かれたアプリケーションのユーザインタフェース（
例えば、図５Ａ～図５Ｂ、図６Ａ～図６Ｂ、図６Ｄ、図６Ｍ、図６Ｏ、図６Ｓ～図６Ｔ、
図７Ａ～図７Ｂ、及び図７Ｏのウェブブラウジングアプリケーションに対するユーザイン
タフェース５０２、図６Ｐ及び図６Ｕのウェブブラウジングアプリケーションに対するユ
ーザインタフェース６１６、図５ＣＣ、図６Ｑ、図７Ｆ、図７Ｊ～図７Ｌ、図８Ｄ、図８
Ｊ、図９Ｆ、及び図９Ｈのメッセージアプリケーションに対するユーザインタフェース５
０７、又は図８Ｒの画像管理アプリケーションに対するユーザインタフェース５２６）で
ある。第１のユーザインタフェースは、複数のユーザインタフェース表現内の第１のユー
ザインタフェース表現に対応する。例えば、以下に更に説明するように、この複数のユー
ザインタフェース表現は、特定の実施形態では、開かれたアプリケーションのユーザイン
タフェース、単一のアプリケーションの現在及び以前に見たユーザインタフェース（例え
ば、それぞれ同じ若しくは異なるウェブサイトを表示している、ウェブブラウジングアプ
リケーションに対する開かれたユーザインタフェース、又は、例えば、少なくとも一部の
ブラウザ履歴に対応する、ウェブブラウジングアプリケーションに対する以前に見たユー
ザインタフェースの履歴）、電子メールチェーン内のメッセージ、メニュー階層内のメニ
ューオプション（例えば、再生若しくはストリーミングのためのオーディオファイル及び
／又は映像ファイルなどのファイルの選択）に対応する。
【０２９６】
　第１のユーザインタフェースを表示している間に、デバイスは、所定の入力を検出する
（１００４）。例えば、ダブルタップ又はデバイス上の「ホーム」ボタン上の２回押圧、
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又は、タッチ感知ディスプレイとの接触の強度を検出するための１つ以上のセンサを含む
電子デバイスに対しては、第１のユーザインタフェースの所定の領域（例えば、左上の角
部）上の深い押圧、第１のユーザインタフェース上の任意の場所での親指の平坦な部分で
の深い押圧、又は、タッチ感知面（例えば、タッチ感知ディスプレイ）の縁部（例えば、
左端）に隣接する既定の領域内の、タッチ感知面（例えば、タッチ感知ディスプレイ又は
ディスプレイとは別個のタッチ感知式トラックパッド）の左端上などの、デバイスの所定
の領域上の深い押圧。例えば、タッチ感知面の左端に隣接するベゼルなどの、ベゼル又は
ベゼルの所定の領域上の深い押圧（例えば、図５０４の５０４、図６Ｈの６０８、図６Ｍ
の６１２、及び図８Ｋの８０６の深い押圧）。
【０２９７】
　所定の入力を検出したことに応じて（１００５）、デバイスは、ユーザインタフェース
選択モードに入り（１００６）、複数のユーザインタフェース表現をスタック内に、第１
のユーザインタフェース表現の少なくとも一部分が見えて、及び第２のユーザインタフェ
ース表現の少なくとも一部分が見える状態で表示する（１００８）。例えば、図５Ｂの深
い押圧５０４を検出したことに応じて、多機能デバイス１００は、図５Ｃ及び図５Ｄで、
ユーザインタフェース表現５０８（ウェブブラウジングアプリケーションのユーザインタ
フェース５０２に対応する、開始する入力が検出された時に画面上に表示されていた）及
び５１０（メッセージアプリケーションのユーザインタフェース５０７に対応する）を表
示する。
【０２９８】
　いくつかの実施形態では、ユーザインタフェース選択モードに入る直前に画面上に表示
されていたユーザインタフェースの表現が、スタックの最上部に、又は開かれたアプリケ
ーションに対応する第１の表現として、表示される（例えば、ユーザインタフェース選択
モードに入る際にホーム画面又は過渡的アプリケーションの１つ以上の表現も表示されて
いる場合）。例えば、図５Ｃで、ユーザインタフェース表現５０８（ユーザインタフェー
ス５０２に対応する、深い押圧５０４が検出された時点で表示されていた）が、スタック
内のユーザインタフェース表現５０７の上に表示される。
【０２９９】
　いくつかの実施形態では、ユーザインタフェース選択モードに入る直前に画面上に表示
されていたユーザインタフェースの表現が、少なくとも第２のユーザインタフェース表現
（例えば、ユーザインタフェース選択モードが開始された時に表示されていたユーザイン
タフェースの表示の直前に表示されていたユーザインタフェースに対する表現）の下に表
示される。例えば、図５Ｄで、ユーザインタフェース表現５０８（ユーザインタフェース
５０２に対応する、深い押圧５０４が検出された時点で表示されていた）が、スタック内
のユーザインタフェース表現５０７の下に表示される。
【０３００】
　いくつかの実施形態では、デバイスは、ディスプレイ上に第２のユーザインタフェース
を表示し、第２のユーザインタフェースは、複数のユーザインタフェース表現の第２のユ
ーザインタフェース表現に対応する（例えば、図５Ｄに示すように、ユーザインタフェー
ス選択モードが開始された時に表示されていたユーザインタフェースの表現が、スタック
内の第２の表現として表示される）。第２のユーザインタフェースを表示している間に、
デバイスは、所定の入力を検出する。所定の入力を検出したことに応じて、デバイスは、
ユーザインタフェース選択モードに入り、スタックを、第１のユーザインタフェース表現
の少なくとも一部分が見えて及び第２のユーザインタフェース表現の少なくとも一部分が
見える状態で表示する。
【０３０１】
　いくつかの実施形態では、ユーザインタフェース選択モードに入るための所定の入力を
検出したことに応じて、少なくとも第３のユーザインタフェース表現の一部分が見えるよ
うに表示される。例えば、図５Ｂで深い押圧５０４を検出したことに応じて、多機能デバ
イス１００は、図５Ｅ及び図５Ｆで、ユーザインタフェース表現５０８、５１０、及び５
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２６（画像管理アプリケーションのユーザインタフェース５２４に対応する）を表示する
。
【０３０２】
　いくつかの実施形態では、スタック内の表現の残部は、画面外か、見える情報を含む、
第１、第２、及び任意選択の第３の表現の下かのいずれかにある。例えば、図５Ｅは、図
５Ｅ及び図５Ｆの第３のユーザインタフェース表現５２６の下の表示５０３（例えば、複
数の表現の縁部の画像、又は追加のユーザインタフェース表現の実際の縁部）を示す。
【０３０３】
　いくつかの実施形態では、所定の入力を検出したことに応じて（１００５）、デバイス
は、ディスプレイ上の状態バーの表示を停止する（１０１０）。状態バーは、ユーザイン
タフェース選択モードに入りスタックを表示する前に、それぞれのユーザインタフェース
と同時に表示される。例えば、状態バー５０３は、デバイスがユーザインタフェース選択
モードに入る前に、図５Ａでユーザインタフェース５０２上に表示される。図５Ｂで深い
押圧５０４を検出すると、デバイスは、ユーザインタフェース選択モードに入り（例えば
、図５Ｅでスタックの表示により示されるように）、図５Ｅで示すように、対応するユー
ザインタフェース５０６内に状態バー５０３の表示を含まない。いくつかの実施形態では
、図５Ｃに示すように、ユーザインタフェース選択モードに対するユーザインタフェース
（例えば、ユーザインタフェース５０６）は、状態バー（例えば、状態バー５０３）の表
示を含む。
【０３０４】
　いくつかの実施形態では、状態バーは、現在時刻、バッテリレベル、セルラー信号強度
標識、ＷｉＦｉ信号強度標識などを含む。状態バーは、通常、開かれたアプリケーション
のユーザインタフェースと共に、常に表示される。いくつかの実施形態では、状態バーの
除去は、ユーザインタフェース選択モード内のスタックが、アプリケーションの通常のユ
ーザインタフェースではなく、デバイス上の開かれたアプリケーションのナビゲーション
、選択、及び管理（例えば、閉じること）のために構成された、システムユーザインタフ
ェースであるという指示をユーザに提供する。いくつかの実施形態では、ユーザインタフ
ェース選択モードに入る時に、触覚フィードバックが提供される。
【０３０５】
　方法１０００は、デバイス（例えば、多機能デバイス１００）が、ディスプレイ上にス
タック内に複数のユーザインタフェース表現を表示する（１０１２）ことを含む。いくつ
かの実施形態では、複数のユーザインタフェース表現は、開かれたアプリケーション、単
一のアプリケーションの現在及び以前に見たユーザインタフェースを表すカード、電子メ
ールチェーン内のメッセージを表すカード、メニュー階層内の異なるメニューオプション
を表すカードなどのユーザインタフェースを表す、ｚ層の順序（例えば、カードが互いの
上に積み重ねられた効果を提供するために、デバイス上のディスプレイの平面に実質的に
直交するｚ軸に沿って互いに対して配置された）のカード（又は他の物体）のスタックに
似ている。例えば、図５Ｅ及び図５Ｆは、開かれたアプリケーションのユーザインタフェ
ースの表現５０８、５１０、及び５２６を含むスタックを示す。表現５０８はｚ層の順序
の最上部のカードとして、表現５１０は中間のカードとして、表現５２６は底部のカード
として、表示される。いくつかの実施形態では、例えば図５Ｅに示すように、スタックは
、実質的二次元表現として（いくつかの実施形態では、それでもまだカードのｚ層の順序
で）表示される。いくつかの実施形態では、例えば図５Ｆに示すように、スタックは、実
質的三次元表現として表示される。
【０３０６】
　少なくとも第１のユーザインタフェース表現（例えば、開かれたアプリケーションの中
から選択するためのモード、単一の開かれたアプリケーション内のユーザインタフェース
の中から選択するためのモード、又はメニュー（例えば、セットトップボックス用などの
メニュー階層内のメニュー）内のメニュー項目の中から選択するためのモードなどの、ユ
ーザインタフェース選択モードでスタックを表示する直前に表示されていたアプリケーシ
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ョンを表すカード）、及び、スタック内の第１のユーザインタフェース表現の上に配置さ
れた第２のユーザインタフェース表現（例えば、別の開かれたアプリケーション、過渡的
アプリケーション、又はホーム画面若しくはアプリケーションのスプリングボードを表す
カード）は、ディスプレイ上で見える。例えば、図５Ｅ～図５Ｆで、第１のユーザインタ
フェース表現５１０は、第２のユーザインタフェース表現５０８の下として表示される。
【０３０７】
　第２のユーザインタフェース表現は、第１のユーザインタフェース表現から第１の方向
にオフセット（例えば、ディスプレイ上で右に側方にオフセット）している。例えば、図
５Ｅ～図５Ｆで、第２のユーザインタフェース５０８は、第１のユーザインタフェース表
現５１０の中心の右にオフセットしている。
【０３０８】
　第２のユーザインタフェース表現は、第１のユーザインタフェース表現を部分的に露出
させる。いくつかの実施形態では、スタック内の表現は、ディスプレイ上の一方向に（例
えば、図５Ｅ～図５Ｆに示すように、右に）部分的に広げられる。いくつかの実施形態で
は、所与の時点で、スタック内の所定の数の表現（例えば、２つ、３つ、４つ、又は５つ
の表現）に対する情報（例えば、対応するユーザインタフェースに対するアイコン、タイ
トル、及びコンテンツ）は見えるが、スタック内の表現の残部は、画面外か、見える情報
を含む表現の下かのいずれかである。いくつかの実施形態では、見える情報を含む表現の
下の表現は、非常に近接して一体に積み重ねられるので、これらの表現に対しては情報は
表示されない。いくつかの実施形態では、見える情報を含む表現の下の表現は、図５Ｅ～
図５Ｆに示すように、これらの表現の一般的な縁部５０３だけなどの、様式的な表現であ
る。
【０３０９】
　いくつかの実施形態では、それぞれのユーザインタフェース表現は、スタック内の対応
する位置を有する（１０１４）。例えば、図５Ｐに示すように、ユーザインタフェース表
現５０８は、スタック内の対応する第１の位置を有し、ユーザインタフェース表現５１０
は、スタック内の対応する第２の位置を有し、ユーザインタフェース表現５２６は、スタ
ック内の対応する第３の位置を有する。
【０３１０】
　いくつかの実施形態では、ディスプレイ上で見えるそれぞれのユーザインタフェース表
現に対して、デバイスは、ディスプレイ上で同時に見える１つ以上の他のユーザインタフ
ェース表現と比較して、ユーザインタフェース表現のそれぞれの相対ｚ位置を判定し（１
０１６）、ディスプレイ上で同時に見える１つ以上の他のユーザインタフェース表現と比
較したユーザインタフェース表現の相対ｚ位置（例えば、ｚ次元内の相対高さ、又はスタ
ック内の相対ｚ層レベル）に従って、ユーザインタフェース表現にぼかしのレベルを適用
する（１０１８）。
【０３１１】
　例えば、いくつかの実施形態では、アプリケーション選択モードに入ると、ユーザイン
タフェース表現のスタックは、開かれたアプリケーションのスタックを表し、より下に置
かれたユーザインタフェース表現は、より長い時間期間の間見られていなかった開かれた
アプリケーションに対応し、これらのアプリケーションに対するユーザインタフェース表
現には、より最近見られた開かれたアプリケーションのユーザインタフェース表現よりぼ
かしが適用される。いくつかの実施形態では、最も最近見られたアプリケーションに対す
るユーザインタフェース表現は、ぼかされず、次に最近見られたアプリケーションに対す
るユーザインタフェース表現は、第１の量ぼかされ、更により早くに開かれたユーザイン
タフェース表現は、第１の量より大きな第２の量ぼかされる、というようになる。例えば
、図５Ｐに示すように、ユーザインタフェース表現５０８のカードが、タッチスクリーン
１１２上で同時に見えるカードの最上部の第１の相対ｚ位置を有するため、デバイス１０
０は、ユーザインタフェース表現５０８にほとんど又はまったくぼかしを加えない。ユー
ザインタフェース表現５１０のカードが、タッチスクリーン１１２上で同時に見えるカー
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ドの中間の第２の相対ｚ位置を有するため、デバイス１００は、ユーザインタフェース表
現５１０に適度なぼかしを適用する。ユーザインタフェース表現５２６のカードが、タッ
チスクリーン１１２上で同時に見えるカードの底部の第３の相対ｚ位置を有するため、デ
バイス１００は、ユーザインタフェース表現５２６に相当なぼかしを適用する。
【０３１２】
　いくつかの実施形態では、それぞれのユーザインタフェース表現は、スタック内の対応
する模擬的絶対ｚ位置を有する。ディスプレイ上で見えるユーザインタフェース表現に対
して、デバイスは、ｚ次元内のユーザインタフェース表現の対応する模擬的絶対ｚ位置に
従って、ユーザインタフェース表現にぼかしのレベルを適用する（１０２０）。
【０３１３】
　例えば、いくつかの実施形態では、ｚ次元は、ディスプレイの平面又はディスプレイ上
に表された空間の横方向に対して垂直な（例えば、実質的に直交する）次元である。いく
つかの実施形態では、ディスプレイ上で見えるユーザインタフェース表現のそれぞれに適
用されるぼかしのレベルは、ユーザインタフェース表現の模擬的絶対ｚ位置に基づいて判
定される。いくつかの実施形態では、それぞれのユーザインタフェース表現に適用される
ぼかしのレベルの変化は、漸進的で、ユーザインタフェース表現の現在の模擬的絶対ｚ位
置と直接相関している。いくつかの実施形態では、ユーザインタフェース表現のスタック
は、上に凸（concave down）に増大するｘ－ｚ曲線上をｘ方向に移動し、ユーザインタフ
ェース表現のｘ－ｚ曲線に沿ったｘ方向の移動の間、隣接するユーザインタフェース表現
のそれぞれの対の間のｚ方向の間隔は、一定値に維持される。
【０３１４】
　いくつかの実施形態では、それぞれのユーザインタフェース表現は、それぞれのタイト
ル領域（例えば、図５Ｃのユーザインタフェース表現５０８に関連付けられたタイトルバ
ー５１２、及び図５Ｄのユーザインタフェース表現５１０に関連付けられたタイトルバー
５２０などの、タイトルバー）に関連付けられ、それぞれのタイトル領域は、それぞれの
タイトルコンテンツを有する（例えば、タイトル領域は、アイコン（例えば、図５Ｃのア
イコン５１６及び図５Ｄのアイコン５１８）、及びユーザインタフェース表現により表さ
れるアプリケーションの名前（又は、図５Ｃの「Ｓａｆａｒｉ」５１４、図５Ｄの「Ｍｅ
ｓｓａｇｅｓ」５２０などの、ウェブページ、メニューなど）を含む）。いくつかの実施
形態では、ディスプレイ上で隣接するユーザインタフェース表現の下に現在見えるユーザ
インタフェース表現に対して、デバイスは、隣接するユーザインタフェース表現が接近す
るにつれて（例えば、図５ＤＤでユーザインタフェース表現５１０がユーザインタフェー
ス表現５２６の上に滑るにつれて）、ユーザインタフェース表現のタイトルコンテンツの
少なくとも第１の部分（例えば、タイトルコンテンツのタイトルテキスト部分のみ、例え
ば、図５ＤＤの「Ｐｈｏｔｏ」５３２のフェーディング、又はタイトルコンテンツ内のタ
イトルテキスト及びアイコンの両方、例えば、図５ＤＤの「Ｐｈｏｔｏ」５３２及びアイ
コン５２８の両方のフェーディング）に、視覚効果（例えば、図５ＤＤに示すような、ぼ
かし、フェーディング、及び／又はクリッピング）を適用する（１０２２）。
【０３１５】
　いくつかの実施形態では、デバイスは、隣接するユーザインタフェース表現のタイトル
領域、又は隣接するユーザインタフェース表現が、タイトルコンテンツの表示上の閾値横
方向距離内に移動するにつれて、タイトルコンテンツ内のアイコンの元の外観を維持しな
がら、タイトルコンテンツ内のタイトルテキストに視覚効果を適用する（１０２４）。例
えば、図５ＤＤで、ユーザインタフェース表現５１０が「Ｐｈｏｔｏ」５３２の付近の位
置５１０－ｂに移動するにつれて、アイコン５２６が次第に消えていく前に、「Ｐｈｏｔ
ｏ」５３２は、次第に消えていく。
【０３１６】
　いくつかの実施形態では、スタックは、ホーム画面に対するユーザインタフェース表現
（例えば、通知センター、検索ＵＩなどのデバイスの起動の直後にアクセス可能な１つ以
上のユーザインタフェースのいずれかの表現、又は図５Ｑのホーム画面のユーザインタフ
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ェース５５２の表現５５４などの、デバイス上で使用可能なアプリケーションを示すスプ
リングボード若しくはダッシュボード）と、ゼロ以上の過渡的アプリケーションのユーザ
インタフェース表現（例えば、着信又は進行中の電話若しくはＩＰ通話セッションに対す
るユーザインタフェースの表現（例えば、図５Ｗの着信電話通話に対するユーザインタフ
ェース５５６のユーザインタフェース表現５５４）、異なるデバイスからの１つ以上のア
プリケーションセッションのハンドオフを示すユーザインタフェース、推奨するアプリケ
ーションに対するユーザインタフェース、印刷セッションに対するユーザインタフェース
など）と、１つ以上の開かれたアプリケーションのユーザインタフェース表現（例えば、
ユーザインタフェース選択モードに入る直前に見られていた現在のアプリケーション、現
在のアプリケーションの前のアプリケーション、及び他のより早くに開いていたアプリケ
ーションの表現（例えば、図５Ｅ～図５Ｆのユーザインタフェース表現５０８、５１０、
及び５２６））とを含む（１０２６）。
【０３１７】
　本明細書及び特許請求の範囲で用いられている用語「開かれたアプリケーション」は、
状態情報が保持された（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）ソフトウェアアプリケーションを指す。開かれ
たアプリケーションは、次のタイプのアプリケーションのいずれか１つである。
　●現在ディスプレイ１１２上に表示されている（又は、対応するアプリケーションビュ
ーが、現在ディスプレイ上に表示されている）アクティブなアプリケーション、
　●現在ディスプレイ１１２上には表示されていないが、対応するアプリケーションに関
する１つ以上のアプリケーションプロセス（例えば、命令）が、１つ以上のプロセッサ１
２０によって処理されている（すなわち、稼働している）バックグラウンドアプリケーシ
ョン（又は、バックグラウンドプロセス）、
　●現在稼働していない、中断されたアプリケーションであって、揮発性メモリ（例えば
、メモリ１０２の、ＤＲＡＭ、ＳＲＡＭ、ＤＤＲ　ＲＡＭ、又は他の揮発性ランダムアク
セス半導体メモリデバイス）内に記憶されているアプリケーション、及び?
　●稼働していない、休止状態のアプリケーションであって、不揮発性メモリ（例えば、
メモリ１０２の、１つ以上の磁気ディスク記憶デバイス、光ディスク記憶デバイス、フラ
ッシュメモリデバイス、又は他の不揮発性半導体記憶デバイス）内に記憶されているアプ
リケーション。
【０３１８】
　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
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は、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。従って、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／又はデバイス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デバイ
ス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ており、第１のアプリケーションの表示が中止され
ている時、表示されている時はアクティブなアプリケーションであった第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、中断されたアプリケーション、又は休止
されたアプリケーションになり得るが、第１のアプリケーションは、その状態情報がデバ
イスによって保持されている間、開かれたアプリケーションのままである。
【０３１９】
　いくつかの実施形態では、ｚ層の順序で、ホーム画面に対するユーザインタフェース表
現は、過渡的アプリケーションのユーザインタフェース表現の上に表示され、次に過渡的
アプリケーションのユーザインタフェース表現が開かれたアプリケーションのユーザイン
タフェース表現の上に表示される。本明細書で使用される時、「ｚ層の順序」は、表示さ
れたオブジェクト（例えば、ユーザインタフェース表現）の前から後への順序である。ゆ
えに、２つのオブジェクトが重ね合わさる場合、層の順序内でより高いオブジェクト（例
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えば、「最上部に」、「前に」、又は「上方に」あるオブジェクト）が、その２つのオブ
ジェクトが重ね合わさるすべての点で表示され、それにより、層の順序内でより低いオブ
ジェクト（例えば、他のオブジェクトの「下」、「背後」、又は「後」にあるオブジェク
ト）を部分的に隠す。「ｚ層の順序」は、「層の順序」、「ｚの順序」、又は「前から後
へのオブジェクトの順序」と呼ばれる場合もある。
【０３２０】
　いくつかの実施形態では、過渡的アプリケーションのユーザインタフェース表現は、着
信又は不在着信に対する電話インタフェース表現、提案されたアプリケーションに対する
連続インタフェース表現、別のデバイスからのハンドオフに対する連続インタフェース表
現、及びアクティブな印刷ジョブに対するプリンタインタフェース表現を含む（１０２８
）。
【０３２１】
　方法１０００はまた、デバイスが、ディスプレイ上の第１のユーザインタフェース表現
の位置に対応するタッチ感知面上の位置での第１の接触による第１のドラッグジェスチャ
を検出する（例えば、図５Ｇで、デバイス１００が、ユーザインタフェース表現５１０の
表示に対応する位置のタッチスクリーン１１２上の接触５３０及び移動５３２を含むドラ
ッグジェスチャを検出する）（１０３０）ことを含み、第１の接触は、タッチ感知面にわ
たってディスプレイ上の第１の方向に対応する方向に移動する（例えば、図５Ｇ～図５Ｉ
で、接触５３０の移動５３２は、タッチスクリーン１１２にわたって左から右に移動する
）。
【０３２２】
　第１の接触がディスプレイ上の第１のユーザインタフェース表現の位置に対応するタッ
チ感知面上の位置にあり、ディスプレイ上の第１の方向に対応する方向にタッチ感知面に
わたって移動している間に（１０３２）、デバイスは、第１のユーザインタフェース表現
（例えば、図５Ｇ及び図５Ｒのユーザインタフェース表現５１０）を、ディスプレイ上の
第１の方向にタッチ感知面上の第１の接触の速さに応じた第１の速さで移動させる（１０
３４）。例えば、タッチ感知ディスプレイ（例えば、タッチスクリーン１１２）上で、指
接触の下のカード又は他の表現は、指接触と同じ速さで移動する（例えば、ユーザインタ
フェース表現の表示とタッチスクリーン１１２上の接触との間の一定の位置関係により示
すように、ユーザインタフェース表現５１０は、図５Ｇ～図５Ｉで接触５３０と同じ速さ
で移動し、ユーザインタフェース表現５１０は、図５Ｒ～図５で接触５５６と同じ速さで
移動する）。トラックパッドと結合されたディスプレイ上では、接触の位置に対応する位
置のカード又は他の表現は、トラックパッド上の指接触の速さに対応する（又は、基づく
）画面上の速さで移動する。いくつかの実施形態では、フォーカスセレクタは、タッチ感
知面上の接触の位置に対応する画面上の位置を示すようにディスプレイ上に表示される。
いくつかの実施形態では、フォーカスセレクタは、カーソル、移動可能なアイコン、又は
画面上のオブジェクト（例えば、ユーザインタフェース表現）をフォーカスのないオブジ
ェクトの類似物から分離する視覚的差別化要素（visual differentiators）により表すこ
とができる。
【０３２３】
　第１の接触がディスプレイ上の第１のユーザインタフェース表現の位置に対応するタッ
チ感知面上の位置にあり、ディスプレイ上の第１の方向に対応する方向にタッチ感知面に
わたって移動している間に（１０３２）、デバイスはまた、第１のユーザインタフェース
表現の上方に配置された第２のユーザインタフェース表現（例えば、図５Ｇ及び図５Ｒの
ユーザインタフェース表現５０８）を、第１の速さより速い第２の速さで第１の方向に移
動させる（１０３６）。
【０３２４】
　いくつかの実施形態では、第１の方向は、右方向である。いくつかの実施形態では、第
１の速さは、接触の現在の速さと同じ速さである。いくつかの実施形態では、第１のユー
ザインタフェース表現のこの移動は、指接触が第１のユーザインタフェース表現を掴んで
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ドラッグしている視覚効果を生成する。同時に、第２のユーザインタフェース表現は、第
１のユーザインタフェース表現より速く移動している。第２のユーザインタフェース表現
のこのより速い移動は、第２のユーザインタフェース表現がディスプレイの縁部に向かう
第１の方向に移動するにつれて、第１のユーザインタフェース表現の漸進的により大きな
部分が第２のユーザインタフェース表現の下から見せられる視覚効果を生成する。例えば
、図５Ｇ～図５Ｈに示すように、第２のユーザインタフェース表現５０８は、ディスプレ
イ上を右に向かって第１のユーザインタフェース表現５１０が移動するより速い速さで移
動し、右への移動の前の位置５１０－ａに表示された時より位置５１０－ｂに表示された
時に、ユーザインタフェース表現５１０がより多く見せられる。組み合わせて、これら２
つの同時移動は、ユーザが、対応する第１のユーザインタフェースを選択して表示するか
決定する前に、第１のユーザインタフェース表現をより多く見ることを可能にする。
【０３２５】
　いくつかの実施形態では、スタックは、第１のユーザインタフェース表現の下方に配置
された少なくとも第３のユーザインタフェース表現（例えば、図５Ｅ～図５Ｆのユーザイ
ンタフェース表現５２６）を含む。第１のユーザインタフェース表現は、第３のユーザイ
ンタフェース表現から第１の方向にオフセットしている（例えば、図５Ｅ～図５Ｆで、ユ
ーザインタフェース５１０は、ユーザインタフェース表現５２６の右にオフセットしてい
る）。第１のユーザインタフェース表現は、第３のユーザインタフェース表現を部分的に
露出させる。第１の接触がディスプレイ上の第１のユーザインタフェース表現に対応する
タッチ感知インタフェース上の位置にあり、第１の接触がディスプレイ上の第１の方向に
対応する方向にタッチ感知面にわたって移動している間に、デバイスは、第１のユーザイ
ンタフェース表現の下方に配置された第３のユーザインタフェース表現を、第１の速さよ
り遅い第３の速さで第１の方向に移動させる（１０３８）。
【０３２６】
　例えば、第１のユーザインタフェース表現（例えば、指接触の下のカード）の下方の第
３のユーザインタフェース表現は、指接触がタッチ感知面にわたってディスプレイ上の第
１の方向に対応する方向に移動するにつれて、第３のユーザインタフェース表現がより多
く露出されるように、第１のユーザインタフェース表現より遅い速さで移動する。例えば
、図５Ｏは、図５Ｇ～図５Ｉの接触５３０の移動５３２に対する、ユーザインタフェース
表現５０８（例えば、第２のユーザインタフェース表現）、５１０（例えば、第１のユー
ザインタフェース表現）、及び５２６（例えば、第３のユーザインタフェース表現）の代
表的な速さを示す。
【０３２７】
　いくつかの実施形態では、第３のユーザインタフェース表現が第１の方向（例えば、右
に）移動するにつれて、同時に、第３のユーザインタフェース表現の下方の１つ以上のユ
ーザインタフェース表現が見せられる。例えば、図５Ｈ～図５Ｉに示すように、接触５３
０及び移動５３２を含むユーザ入力の検出に応じて、第３のユーザインタフェース表現５
２６が右に移動するにつれて、ユーザインタフェース表現５３４、及び５４０が見せられ
る。
【０３２８】
　いくつかの実施形態では、第２の速さと第１の速さとの間の差は、第２のユーザインタ
フェース表現と第１のユーザインタフェース表現との間の第１の一定のｚ位置の差を維持
する（１０４０）。第１の速さと第３の速さとの間の差は、第１のユーザインタフェース
表現と第３のユーザインタフェース表現との間の第２の一定のｚ位置の差を維持する。第
１の一定のｚ位置の差は、第２のｚ位置の差と同じである。いくつかの実施形態では、カ
ードは、上に凸に増大するｘ－ｚ曲線上を移動し、カードがｘ方向に沿って移動する際に
隣接するカード間のｚ間隔は維持される。曲線の勾配がｘ位置の増大と共に減少するため
、カードは、カードの現在のｘ位置が増大するにつれて、更により速い速さでｘ方向に移
動する。
【０３２９】
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　いくつかの実施形態では、第２の速さと第１の速さとの間の差は、第１の速さと第３の
速さとの間の差に等しい（１０４２）。
【０３３０】
　いくつかの実施形態では、第２の速さと第１の速さとの間の比は、第１の速さと第３の
速さとの間の比に等しい（１０４４）。
【０３３１】
　いくつかの実施形態では、第１のユーザインタフェース表現の下方に配置された第３の
ユーザインタフェース表現を、第３の速さで第１の方向に移動している（例えば、図５Ｇ
～図５Ｉで、ユーザインタフェース表現５２６を、ユーザインタフェース５１０が右に移
動している速さより遅い相対速さでタッチスクリーン１１２上で右に移動させる（例えば
、図５Ｏに示すように））間に（１０４６）、デバイスは、ディスプレイ上のスタック内
の第３のユーザインタフェース表現の下方に配置された第４のユーザインタフェース表現
の漸進的により大きな部分を見せる（例えば、図５Ｇ～図５Ｉで、ユーザインタフェース
５３４が、ユーザインタフェース表現５２６の下から徐々に見せられる）（１０４８）。
【０３３２】
　いくつかの実施形態では、デバイスは、次に、第３のユーザインタフェース表現の下方
に配置された第４のユーザインタフェース表現を、第３の速さより遅い第４の速さで第１
の方向に移動させる（１０５０）。いくつかの実施形態では、スタック内の第４のユーザ
インタフェース表現の下方に配置された１つ以上のユーザインタフェース表現も、より高
い上方のユーザインタフェース表現が第１の方向に移動するにつれて、このように見せら
れる（例えば、図５Ｉ及び図５Ｔのようなユーザインタフェース表現５４０）。
【０３３３】
　いくつかの実施形態では、第１のドラッグジェスチャ（例えば、図５Ｇ～図５Ｉの接触
５３０及び移動５３２を含むドラッグジェスチャ）を検出した後に、デバイスは、ディス
プレイ上の第１のユーザインタフェース表現に対応する位置でのタッチ感知面上の第２の
接触による第２のドラッグジェスチャを検出し（１０５２）、第２の接触は、タッチ感知
面にわたってディスプレイ上の第１の方向（例えば、右方向）と反対のディスプレイ上の
第２の方向（例えば、左方向）に対応する方向に移動する。例えば、図５Ｌ～図５Ｎで、
デバイス１００は、ユーザインタフェース表現５１０に対応するディスプレイ上の位置か
ら始まり左に進む接触５４６及び移動５４８を含むドラッグジェスチャを検出する。
【０３３４】
　いくつかの実施形態では、第２の接触は、第１の接触と同じであり、第２のドラッグジ
ェスチャは、間に第１の接触のリフトオフがはさまることなく、第１のドラッグジェスチ
ャに続く。いくつかの実施形態では、一連の図５Ｊ、図５Ｌ～図５Ｎに示すように、第１
の接触は、第１のドラッグジェスチャの後でリフトオフし、第２のドラッグジェスチャは
、第２の接触がタッチ感知面上にタッチした後に、第２の接触により行われる。
【０３３５】
　第２の接触が、ディスプレイ上の第１のユーザインタフェース表現に対応するタッチ感
知面上の位置にあり、第２の接触が、タッチ感知面にわたってディスプレイ上の第１の方
向と反対のディスプレイ上の第２の方向に対応する方向に移動している（１０５４）間に
、デバイスは、第１のユーザインタフェース表現（例えば、図５Ｌ～図５Ｎのユーザイン
タフェース表現５１０）をディスプレイ上の第２の方向にタッチ感知面上の第２の接触の
速さに応じた新しい第１の速さで移動させる（例えば、タッチ感知ディスプレイ上で、指
接触の下のカード又は他の表現が、指接触と同じ速さで移動させる）（１０５６）。デバ
イスはまた、第１のユーザインタフェース表現の上方に配置された第２のユーザインタフ
ェース表現（例えば、図５Ｌ～図５Ｎのユーザインタフェース表現５０８）を、新しい第
１の速さより速い新しい第２の速さで第２の方向に移動させる（１０５８）。デバイスは
また、第１のユーザインタフェース表現の下方に配置された第３のユーザインタフェース
表現（例えば、図５Ｌ～図５Ｎのユーザインタフェース表現５２６）を、新しい第１の速
さより遅い新しい第３の速さで第２の方向に移動させる（５６０）。
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【０３３６】
　いくつかの実施形態では、第２のユーザインタフェース表現を、第１のユーザインタフ
ェース表現を第２の方向に移動させるより速く第２の方向に移動させている間に、デバイ
スは、第２のユーザインタフェース表現が第１のユーザインタフェース表現とタッチ感知
面上の第２の接触の位置に対応するディスプレイ上の位置との間に移動したことを検出す
る（１０６２）。例えば、タッチ感知ディスプレイ上で、第２の接触の一部分又は第２の
接触の代表点（例えば、重心）は、第１のユーザインタフェース表現にタッチする代わり
に、第２のユーザインタフェース表現にタッチしていることを検出することになる（例え
ば、接触５４６の重心は、図５Ｎの位置５４６－ｆで、ユーザインタフェース表現５１０
ではなく、ユーザインタフェース表現５０８にタッチしている）。
【０３３７】
　第２のユーザインタフェース表現が第１のユーザインタフェースとタッチ感知面上の第
２の接触の位置に対応するディスプレイ上の位置との間に移動したことを検出したことに
応じて（１０６４）、デバイスは、第２のユーザインタフェース表現を第２の接触の現在
の速さに応じた修正された第２の速さで第２の方向に移動させる（１０６８）。例えば、
タッチ感知ディスプレイ上で、第２のユーザインタフェース表現（例えば、図５Ｎのユー
ザインタフェース表現５０８）は、指の移動に追いつき、第１のユーザインタフェース表
現を第２のドラッグジェスチャ内の第２の指接触と同じ速さで移動させる代わりに、第２
の指接触と同じ速さで移動し始める（例えば、図５Ｏの位置５０８－ｆに到達した際の速
さ曲線５５０に沿ったユーザインタフェース表現５０８の速さの変化により示すように）
。
【０３３８】
　デバイスはまた、第２のユーザインタフェース表現の下方に配置された第１のユーザイ
ンタフェース表現（例えば、ユーザインタフェース表現５１０）を、修正された第２の速
さより遅い修正された第１の速さで第２の方向に移動させる（１０７０）。いくつかの実
施形態では、タッチ感知ディスプレイ上で、第２のユーザインタフェース表現が指接触の
すぐ下の表現になると、第１のユーザインタフェース表現は、第２のユーザインタフェー
ス表現の速さより遅い速さで（例えば、図５Ｏの速さ曲線５５０上に示すように、第２の
ユーザインタフェース表現の速さを下回る一定量又は比例した量の速さで）移動する。
【０３３９】
　いくつかの実施形態では、デバイスはまた、第１のユーザインタフェース表現の下方に
配置された第３のユーザインタフェース表現（例えば、図５Ｎのユーザインタフェース表
現５２６）を、修正された第１の速さより遅い修正された第３の速さで第２の方向に移動
させる（例えば、図５Ｏの速さ曲線５５０上に示すように）（１０７２）。
【０３４０】
　いくつかの実施形態では、修正された第２の速さと修正された第１の速さとの間の差は
、第２のユーザインタフェース表現と第１のユーザインタフェース表現との間の第１の一
定のｚ位置の差を維持し（１０７４）、修正された第１の速さと修正された第３の速さと
の間の差は、第１のユーザインタフェース表現と第３のユーザインタフェース表現との間
の第２の一定のｚ位置の差を維持し、第１の一定のｚ位置の差は、第２のｚ位置の差と同
じである。
【０３４１】
　いくつかの実施形態では、修正された第２の速さと修正された第１の速さとの間の差は
、修正された第１の速さと修正された第３の速さとの間の差に等しい（１０７６）。
【０３４２】
　いくつかの実施形態では、修正された第２の速さと修正された第１の速さとの間の比は
、修正された第１の速さと修正された第３の速さとの間の比に等しい（１０７８）。
【０３４３】
　いくつかの実施形態では、少なくとも第１のユーザインタフェース表現及び第１のユー
ザインタフェース表現の上方の第２のユーザインタフェース表現をスタック内に表示して
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いる間に、デバイスは、デバイスにおける過渡的アプリケーションのアクティブ化を検出
する（１０８０）。例えば、図５Ｕ～図５Ｖに示すように、ユーザインタフェース表現５
０８、５１０、５２６、及び５３４を表示している間に、デバイス１００は、着信通話を
検出し、電話アプリケーションをアクティブ化する。
【０３４４】
　過渡的アプリケーションのアクティブ化を検出したことに応じて、デバイスは、過渡的
アプリケーションに対するユーザインタフェース表現を、スタック内の第１のユーザイン
タフェース表現と第２のユーザインタフェース表現との間に挿入する（１０８２）。例え
ば、図５Ｕ～図５Ｗで、電話アプリケーションに対応するユーザインタフェース５５６の
ユーザインタフェース表現５５４が、ユーザインタフェース表現５１０と５２６との間に
挿入される。いくつかの実施形態では、ディスプレイ上に過渡的アプリケーションのユー
ザインタフェース表現のための場所を空けるために、第２のユーザインタフェース表現は
右に移動され、過渡的アプリケーションのユーザインタフェース表現が、第２のユーザイ
ンタフェース表現の以前の場所を占める（例えば、図５Ｖ～図５Ｗで、ユーザ表現５５４
のスタック内への挿入のためのスペースを空けるために、ユーザインタフェース表現５１
０及び５０８が右に移動する）。
【０３４５】
　いくつかの実施形態では、少なくとも第１のユーザインタフェース表現及び第１のユー
ザインタフェース表現の上方の第２のユーザインタフェース表現をスタック内に表示して
いる間に、デバイスは、第１のユーザインタフェース表現に対する削除入力（例えば、第
１のユーザインタフェース表現上の位置に対応するタッチ感知面上の位置での上向きのド
ラッグジェスチャ）を検出する（１０８４）。例えば、図５Ｘで、デバイス１００は、ユ
ーザインタフェース表現５１０の表示に対応するタッチスクリーン１１２上の位置での接
触５６０及び移動５６２を含むドラッグジェスチャを検出する。
【０３４６】
　第１のユーザインタフェース表現に対する削除入力を検出したことに応じて（１０８６
）、デバイスは、第１のユーザインタフェース表現をスタック内の第１の位置から除去す
る（例えば、図５Ｘ～図５Ｚで、ユーザインタフェース５１０がスタックから除去される
）（１０８８）。デバイスはまた、第１のユーザインタフェース表現の直下に配置された
それぞれのユーザインタフェース表現をスタック内の第１の位置に移動させる（例えば、
図５Ｚ～図５ＡＡで、ユーザインタフェース表現５２６が、ユーザインタフェース表現５
１０により空けられた位置を占めるようにスタック内で上方に移動される）（１０９０）
。いくつかの実施形態では、第１のユーザインタフェース表現に対応するアプリケーショ
ンは、第１のユーザインタフェース表現に対する削除入力を検出したことに応じて、閉じ
られる。
【０３４７】
　いくつかの実施形態では、第１のドラッグジェスチャの終了を検出した後で、デバイス
は、ディスプレイ上にスタック内のユーザインタフェース表現の少なくとも２つを表示す
る（例えば、図５ＢＢのユーザインタフェース表現５０８、５１０、及び５２６）（１０
９１）。スタック内の複数のユーザインタフェース表現の少なくとも２つを表示している
間に、デバイスは、スタック内の少なくとも２つのユーザインタフェース表現のうちの１
つに対する選択入力（例えば、ユーザインタフェース表現上の位置に対応するタッチ感知
面上の位置でのタップジェスチャ）を検出する（１０９２）。例えば、図５ＢＢで、デバ
イス１００は、ユーザインタフェース表現５１０の表示に対応するタッチスクリーン１１
２上の位置での接触５６４を含むタップジェスチャを検出する。
【０３４８】
　選択入力を検出したことに応じて（１０９３）、デバイスは、スタックの表示を停止し
（１０９４）、少なくとも２つのユーザインタフェース表現の選択された１つに対応する
ユーザインタフェースを表示する（１０９５）。いくつかの実施形態では、スタック内の
他のユーザインタフェース表現に対応するユーザインタフェースのいずれも表示せずに、
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選択されたユーザインタフェース表現に対応するユーザインタフェースが、表示される。
いくつかの実施形態では、選択されたユーザインタフェース表現に対応するユーザインタ
フェースの表示は、スタックの表示に取って代わる。例えば、ユーザインタフェース５０
７のユーザインタフェース表現５１０の表示に対応するタッチスクリーン１１２上の位置
での接触５６４を含むタップジェスチャを検出したことに応じて、デバイス１００は、ユ
ーザインタフェース選択モードを出て、ユーザインタフェース５０７をタッチスクリーン
１１２上に表示する。
【０３４９】
　いくつかの実施形態では、少なくとも第１のユーザインタフェース表現及びスタック内
の第１のユーザインタフェース表現の上方に配置された第２のユーザインタフェース表現
が、ディスプレイ上で静止している間に、デバイスは、ディスプレイ上の第１のユーザイ
ンタフェース表現又は第２のユーザインタフェース表現のうちの１つに対応するタッチ感
知面上の位置での第２の接触による第１のフリックジェスチャを検出する（１０９６）。
フリックジェスチャは、タッチ感知面にわたってディスプレイ上の第１の方向に対応する
方向に移動する。例えば、デバイス１００は、ユーザインタフェース表現５１０の表示に
対応するタッチスクリーン１１２上の位置での接触５５６及び移動５５８を含むフリック
ジェスチャを検出する。
【０３５０】
　第２の接触による第１のフリックジェスチャを検出したことに応じて、デバイスは、第
２の接触が、ディスプレイ上の第１のユーザインタフェース表現に対応するタッチ感知面
上の位置で検出されたか、第２のユーザインタフェース表現に対応するタッチ感知面上の
位置で検出されたかに基づく模擬的慣性で、第２のユーザインタフェース表現を移動させ
る（例えば、ユーザインタフェース表現５１０は、移動５５８の長さより遠くに移動する
）。いくつかの実施形態では、フリックジェスチャが第２のユーザインタフェース表現に
向けられた場合、第２のユーザインタフェース表現は、フリックジェスチャが第１のユー
ザインタフェース表現に向けられた場合より小さな慣性で移動する。いくつかの実施形態
では、フリックジェスチャが第２のユーザインタフェース表現に向けられた場合、第２の
ユーザインタフェース表現は、フリックジェスチャが第１のユーザインタフェース表現に
向けられた場合より大きな慣性で移動する。いくつかの実施形態では、最上部のカードが
右にフリックされる場合、より下に置かれたカードが右にフリックされて最上部のカード
を右に間接的に押すであろう場合に飛ぶであろうより速く、その最上部のカードは画面か
ら外れて飛び出す。
【０３５１】
　図１０ＡＡ～図１０Ｈにおける動作について記載された特定の順序は単なる例示であり
、記載された順序は、動作を実行することができる唯一の順序であることを示すことを意
図するものではないことを理解されたい。当業者であれば、本明細書で説明される動作の
再順序付けをする様々な方法を認識するであろう。加えて、本明細書に記載の他の方法に
関して本明細書で記載されている他のプロセスの詳細（例えば、方法１１００、１２００
、１３００、１４００、１５００、２４００、及び２５００）は、また、図１０Ａ～図１
０Ｈに関連して上述されている方法１０００に類似の方法で適用可能であることを留意さ
れたい。例えば、方法１０００を参照して上述されている接触、ジェスチャ、ユーザイン
タフェースオブジェクト、フォーカスセレクタ、及びアニメーションは、本明細書で説明
されている他の方法（例えば、方法１１００、１２００、１３００、１４００，１５００
、２４００、及び２５００）を参照して本明細書で説明されている接触、ジェスチャ、ユ
ーザインタフェースオブジェクト、フォーカスセレクタ、及びアニメーションの特性のう
ちの１つ以上を、任意選択的に、有する。簡潔性のために、これらの詳細は、ここでは繰
り返さない。
【０３５２】
　図１１Ａ～図１１Ｅは、いくつかの実施形態による、ユーザインタフェース間をナビゲ
ートする方法１１００の流れ図を示す。方法１１００は、ディスプレイ、タッチ感知面、
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及びタッチ感知面との接触の強度を検出するための１つ以上のセンサを備える電子デバイ
ス（例えば、図３のデバイス３００、又は図１Ａのポータブル多機能デバイス１００）に
おいて実行される。いくつかの実施形態では、ディスプレイはタッチスクリーンディスプ
レイであり、タッチ感知面が、ディスプレイ上にある又はディスプレイに組み込まれてい
る。いくつかの実施形態では、ディスプレイはタッチ感知面から分離している。いくつか
の実施形態では、タッチ感知面は、ディスプレイとは別個のトラックパッド又は遠隔制御
デバイスの一部である。いくつかの実施形態では、方法１０００の動作は、リモコン及び
ディスプレイと通信しているオーディオファイル及び／又は映像ファイルの管理、再生、
及び／又はストリーミング（例えば、外部のサーバからの）のために構成された電子デバ
イス（例えば、カリフォルニア州ＣｕｐｅｒｔｉｎｏのＡｐｐｌｅ　Ｉｎｃ．製のＡｐｐ
ｌｅ　ＴＶ）により実行される。方法１１００の一部の動作が、任意選択的に、組み合わ
され、及び／又は、一部の動作の順序が、任意選択的に変えられる。
【０３５３】
　以下で説明されるように、方法１１００は、ユーザインタフェース間をナビゲートする
ための、直感的な方法を提供する。この方法は、ユーザインタフェース間をナビゲートす
る際の、ユーザに対する認知負担を軽減し、それにより、より効率的なヒューマンマシン
インタフェースを作り出す。バッテリ動作電子デバイスに関しては、ユーザが、より速く
、より効率的に、ユーザインタフェース間をナビゲートすることが可能となることにより
、電力が節約され、バッテリを充電する間隔が増大する。
【０３５４】
　デバイスは、ディスプレイ上に第１のユーザインタフェース（例えば、図６Ａのユーザ
インタフェース５０２）を表示する（１１０２）。いくつかの実施形態では、第１のユー
ザインタフェースは、現在開かれたアプリケーションのユーザインタフェースである。い
くつかの実施形態では、第１のユーザインタフェースは、アプリケーションの現在のユー
ザインタフェースであり、アプリケーションに対するユーザインタフェース上に設けられ
た「戻る」ボタンによりアクセス可能な、アプリケーションに対する一連の以前のユーザ
インタフェースが先行する。
【０３５５】
　第１のユーザインタフェースをディスプレイ上に表示している間に、デバイスは、タッ
チ感知面上の第１の接触（例えば、図６Ｂの接触６０２）による入力を検出する（１１０
４）。いくつかの実施形態では、第１の接触による入力は、タッチ感知ディスプレイの左
端、又はタッチ感知ディスプレイの左端に隣接する既定の領域内などの、タッチ感知ディ
スプレイ上の既定の位置で始まる。いくつかの実施形態では、第１の接触による入力は、
ディスプレイの左端、又はディスプレイの左端に隣接する既定の領域内などの、ディスプ
レイ上の既定の位置に対応するタッチ感知面上の位置で始まる。いくつかの実施形態では
、入力は、親指の平坦な部分で行われる押圧入力を含む。
【０３５６】
　第１の接触による入力を検出している間に、デバイスは、第１のユーザインタフェース
表現及び少なくとも第２のユーザインタフェース表現（例えば、図６Ｃのユーザインタフ
ェース表現５０８及び５１０）をディスプレイ上に表示する（１１０６）。
【０３５７】
　いくつかの実施形態では、第１の接触が入力の間に所定の強度閾値を下回る特性強度を
有するという判定に従って、デバイスは、第１のユーザインタフェースに対する第１のユ
ーザインタフェース表現及び少なくとも第２のユーザインタフェースに対する第２のユー
ザインタフェース表現をディスプレイ上に表示し（１１０８）、第１のユーザインタフェ
ース表現は、第２のユーザインタフェース表現の上に表示され、第２のユーザインタフェ
ース表現を部分的に露出させる。例えば、図６Ｂ～６Ｃで、接触６０２の強度が深い押圧
強度閾値（ＩＴＤ）に到達しないと判定すると、図６Ｃで、ユーザインタフェース表現５
０８が、ユーザインタフェース表現５１０の上に表示される。いくつかの実施形態では、
第１のユーザインタフェース表現及び第２のユーザインタフェースは、スタック内に表示
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される。
【０３５８】
　いくつかの実施形態では、第１の接触が入力の間に所定の強度閾値を上回る強度に到達
するという判定に従って、デバイスは、ユーザインタフェース選択モードに入り（１１１
０）、複数のユーザインタフェース表現をスタック内にディスプレイ上に表示し、スタッ
クは、第２のユーザインタフェース表現の上に表示されて第２のユーザインタフェース表
現を部分的に露出させる、第１のユーザインタフェース表現を含む。例えば、図６Ｈで、
接触６０８の強度が深い押圧強度閾値（ＩＴＤ）に到達すると判定すると、デバイスは、
ユーザインタフェース表現５０８、５１０、及び５２６の表示を含むユーザインタフェー
ス選択モードに入る。
【０３５９】
　いくつかの実施形態では、スタックの表示が、ディスプレイ上の第１のユーザインタフ
ェースの表示に取って代わる。例えば、図６Ｈで、スタックを含むユーザインタフェース
５０６が、ユーザインタフェース５０７の表示に取って代わる。
【０３６０】
　いくつかの実施形態では、ユーザインタフェース表現のスタックは、入力の間の接触強
度の増大と共に徐々に広げられる。例えば、図６Ｊから図６Ｋに、次に図６Ｌで最大強度
へと、接触６１０の強度が増大を継続すると、図６Ｊの位置５１０－ａから図６Ｋの位置
５１０－ｂを通り図６Ｌの位置５１０－ｃではほとんど全体がタッチスクリーン１１２か
ら外れている、ユーザインタフェース表現５１０の移動により示されるように、スタック
内のユーザインタフェース表現は、広げられる。
【０３６１】
　いくつかの実施形態では、強度が所定の閾値強度に到達する前に、スタックは、「ピー
ク（のぞき見る）」モードで見せられ、「ピーク」モードの間の接触強度の低減は、以前
に展開されたスタックを引っ込ませる。いくつかの実施形態では、所定の閾値強度を超え
る強度を有する素早く深い押圧入力は、スタックの即時表示をさせ、ピークモードを省略
させる。
【０３６２】
　いくつかの実施形態では、第１のユーザインタフェースは、第１の開かれたアプリケー
ションに対応し（１１１２）、第１の接触による入力が受け取られる時点で、第２のユー
ザインタフェースは、第１の開かれたアプリケーションを表示する直前に見られていた第
２の開かれたアプリケーションのユーザインタフェースである。例えば、第１及び第２の
ユーザインタフェース表現は、デバイス上で開かれた最後の２つのアプリケーションに対
応する。例えば、図６Ｃに示すように、第１のユーザインタフェース表現５０８は、この
ユーザインタフェース表現の表示の直前にタッチスクリーン１１２上に表示されていた、
第１のユーザインタフェース５０２のものであり、第２のユーザインタフェース表現５１
０は、第１のユーザインタフェース５０２の表示の直前にタッチスクリーン１１２上に表
示されていた、第２のユーザインタフェース５０７のものである。
【０３６３】
　いくつかの実施形態では、第１のユーザインタフェースは、第１の開かれたアプリケー
ションに対応し（６１４）、第１の接触による入力が受け取られる時点で、第２のユーザ
インタフェースは、第１の開かれたアプリケーションの第１のユーザインタフェースを表
示する直前に見られていた第１の開かれたアプリケーションのユーザインタフェースであ
る。例えば、第１及び第２のユーザインタフェース表現は、のぞき見る前に開かれていた
アプリケーションの最後の２つのユーザインタフェースに対応する。
【０３６４】
　この方法はまた、第１のユーザインタフェース表現及び少なくとも第２のユーザインタ
フェース表現をディスプレイ上に表示している間に、デバイスが、第１の接触による入力
の終了を検出する（例えば、第１の接触のリフトオフを検出すること、又は第１の接触の
強度が低下して最小強度検出閾値を下回ることを検出すること、例えば、図６Ｄ及び図６
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Ｇの接触６０２のリフトオフの検出）（１１１６）ことを含む。
【０３６５】
　第１の接触による入力の終了を検出したことに応じて（６１８）、第１の接触が入力の
間に所定の強度閾値（例えば、深い押圧強度閾値（ＩＴＤ））を下回る特性強度（例えば
、最大強度などの代表的強度）を有し、第１の接触が入力の間にタッチ感知面にわたるデ
ィスプレイ上の既定の方向に対応する方向に移動（例えば、ドラッグ若しくはスワイプジ
ェスチャで右方向、又はディスプレイ上のスタック内の第２のユーザインタフェース表現
の上の位置に対応するタッチ感知面上の位置への接触の移動）したという判定に従って、
デバイスは、第２のユーザインタフェース表現に対応する第２のユーザインタフェースを
表示する（１１２０）。例えば、一連の図６Ａ、図６Ｅ～図６Ｇで、デバイス１００は、
接触６０４の強度が所定の深い押圧強度閾値（ＩＴＤ）に到達せず、入力が接触６０４の
右への移動を含んだことを判定する。ゆえに、接触６０４のリフトオフが検出された時に
、デバイス１００は、図６Ｇに示すように、ピーク（のぞき見る）ジェスチャの間に第２
のユーザインタフェース表現５１０に対応するユーザインタフェース５０７を表示する。
【０３６６】
　いくつかの実施形態では、スタック内の複数のユーザインタフェース表現に対応する他
のユーザインタフェースを表示せずに、第２のユーザインタフェースが、表示される。い
くつかの実施形態では、第２のユーザインタフェースの表示がディスプレイ上のスタック
の表示に取って代わる。いくつかの実施形態では、スワイプジェスチャが後続する軽い押
圧は、結果として、前のユーザインタフェースの表示が後続する、前のユーザインタフェ
ースの表現の表示を含む「のぞき見る」ことになる。いくつかの実施形態では、スワイプ
ジェスチャが後続する軽い押圧を繰り返すことで、ユーザが現在のビューと直前のビュー
との間を素早く切り換えることが可能になる（例えば、図６Ｇで、第１のユーザインタフ
ェース５０２から第２のインタフェース５０７に切り換えた後で、ユーザは、図６Ｓに示
すような第１のユーザインタフェース５０２に切り換えて戻すために、図６Ｑ～図６Ｓで
、移動を伴う同じ軽い押圧入力を実行する。
【０３６７】
　この方法はまた、第１の接触が入力の間に所定の強度閾値（例えば、深い押圧強度閾値
（ＩＴＤ））を下回る特性強度（例えば、最大強度）を有し、第１の接触が入力の間にデ
ィスプレイ上の既定の方向に対応する方向にタッチ感知面にわたって移動しなかった（例
えば、第１の接触が入力の間静止していた、又は入力の間に閾値量未満移動した）という
判定に従って、デバイスが、第１のユーザインタフェースを再表示する（１１２２）こと
を含む。例えば、図６Ａ～図６Ｄで、デバイス１００は、接触６０２が深い押圧強度閾値
（ＩＴＤ）に到達せず、静止していたことを判定する。ゆえに、接触６０２のリフトオフ
が検出されると、デバイス１００は、図６Ｄに示すように第１のユーザインタフェース５
０２を再表示する。
【０３６８】
　いくつかの実施形態では、スタック内の複数のユーザインタフェース表現に対応する他
のユーザインタフェースを表示せずに、第１のユーザインタフェースが、表示される。い
くつかの実施形態では、第１のユーザインタフェースの表示がディスプレイ上のスタック
の表示に取って代わる。いくつかの実施形態では、静止した軽い押圧は、結果として、現
在のユーザインタフェースの再表示が後続する、前のユーザインタフェースの表現の表示
を含む「のぞき見る」ことになる。いくつかの実施形態では、「のぞき見る」間に第１の
接触の追加の移動なしに強度を完全な解放することは、ディスプレイを第１のユーザイン
タフェースを表示することに戻させる。
【０３６９】
　いくつかの実施形態では、第１の接触による入力の終了を検出したことに応じて、第１
の接触が入力の間に所定の強度閾値（例えば、深い押圧強度閾値（ＩＴＤ））を上回る強
度に到達したという判定に従って、デバイスは、ユーザインタフェース選択モードに維持
し、スタックの表示を維持する（１１２４）。例えば、図６Ｈ～図６Ｉで、デバイス１０
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０は、接触６０８が深い押圧強度閾値（ＩＴＤ）に到達したことを判定する。ゆえに、接
触６０８のリフトオフが検出されると、デバイス１００は、図６Ｉに示すようにスタック
の表示を維持する。
【０３７０】
　いくつかの実施形態では、所定の閾値強度を超える強度を有する深い押圧は、結果とし
てスタックの表示になり、深い押圧入力が終了すると、スタックの表示が維持される（例
えば、図６Ｈ～図６Ｉに示すように）。いくつかの実施形態では、スタックは、少なくと
もすべての開かれたアプリケーションのユーザインタフェース表現を含み、ユーザは、表
現を通してナビゲートし、後続の入力（例えば、方法１０００に対して説明した動作に従
った、左又は右へのドラッグジェスチャ）を使用して所望のアプリケーションを選択する
ことができる。
【０３７１】
　いくつかの実施形態では、第２のユーザインタフェースをディスプレイ上に表示してい
る間に、デバイスは、タッチ感知面上の第２の接触（例えば、図６Ｑの接触６２６）によ
る第２の入力を検出する（１１２６）。第２の接触による第２の入力を検出している間に
、デバイスは、第１のユーザインタフェース表現及び少なくとも第２のユーザインタフェ
ース表現をディスプレイ上に再表示する（例えば、図６Ｒに示すように、ユーザインタフ
ェース表現５１０が今度はユーザインタフェース表現５０８の上に表示される）（１１２
８）。
【０３７２】
　いくつかの実施形態では、第１のユーザインタフェース表現及び少なくとも第２のユー
ザインタフェース表現をディスプレイ上に表示している間に、デバイスは、第２の接触に
よる第２の入力の終了（例えば、図６Ｓに示すような接触６２６のリフトオフ）を検出す
る（１１３０）。第２の接触による第２の入力の終了を検出したことに応じて（１１３２
）、第２の接触が入力の間に所定の強度閾値（例えば、深い押圧強度閾値（ＩＴＤ））を
下回る特性強度を有し、第２の接触が第２の入力の間にディスプレイ上の既定の方向に対
応する方向にタッチ感知面にわたって移動したという判定に従って、デバイスは、第１の
ユーザインタフェースを再表示する（例えば、図６Ｓに示すように、第２のユーザインタ
フェースから第１のユーザインタフェースに切り換えて戻す）（１１３４）。
【０３７３】
　第２の接触による第２の入力の終了を検出したことに応じて（１１３２）、第２の接触
が第２の入力の間に所定の強度閾値（例えば、深い押圧強度閾値（ＩＴＤ））を下回る特
性強度を有し、第２の接触が第２の入力の間にディスプレイ上の既定の方向に対応する方
向にタッチ感知面にわたって移動しなかった（例えば、接触は静止していた）という判定
に従って、デバイスは、第２のユーザインタフェースを再表示する（例えば、ユーザは、
第１のユーザインタフェースの表現をただ戻ってのぞき見ただけで、切り換えて戻すこと
はしなかった）（１１３６）。
【０３７４】
　いくつかの実施形態では、第１の接触による入力は、ディスプレイ上又はディスプレイ
付近の第１の所定の領域（例えば、図６Ａ～図６Ｄに示すように、例えば、ディスプレイ
又はベゼルの左端）に対応するタッチ感知面上の位置での押圧入力を含む。第１の接触に
よる入力の終了を検出した後でディスプレイ上に第１のユーザインタフェースを表示して
いる間に、デバイスは、タッチ感知面上の第２の接触による第２の入力を検出し（１１３
８）、タッチ感知面上の第２の接触による第２の入力は、第１の所定の領域とは異なる、
ディスプレイ上又はディスプレイ付近の第２の所定の領域（例えば、ディスプレイ若しく
はベゼルの右端、又は第１のユーザインタフェース内のどこか）に対応するタッチ感知面
上の位置での押圧入力である。
【０３７５】
　タッチ感知面上の第２の接触による第２の入力を検出したことに応じて、デバイスは、
第１のユーザインタフェースのコンテンツに関連付けられたコンテンツに依存する動作を
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実行する（例えば、コンテンツに依存する動作は、第１のユーザインタフェース内の項目
の選択若しくはアクティブ化、又はユーザインタフェース選択モードとは無関係な、第１
のユーザインタフェースに関連付けられた任意の他のコンテンツ特定の動作である）（１
１４０）。
【０３７６】
　いくつかの実施形態では、第１のユーザインタフェースは、ビューの階層（例えば、ウ
ェブページの履歴又はナビゲーション階層）を含む第１のアプリケーションのビューであ
る。第１の接触による入力は、タッチ感知面の第１の縁部での又は第１の縁部付近の押圧
入力を含む。第１のユーザインタフェースを再表示した後に、デバイスは、タッチ感知面
の第１の縁部から始まる縁部スワイプジェスチャを検出する（１１４２）。タッチ感知面
の第１の縁部から始まる縁部スワイプジェスチャを検出したことに応じて、デバイスは、
第１のユーザインタフェースに先行する、第１のアプリケーションのビューの階層内のビ
ュー（例えば、以前に見たウェブページ）を表示する（１１４４）。
【０３７７】
　いくつかの実施形態では、第１のユーザインタフェースは、現在開かれたアプリケーシ
ョンのユーザインタフェースである。いくつかの実施形態では、第１のユーザインタフェ
ースは、アプリケーションの現在のユーザインタフェースであり、ユーザインタフェース
のそれぞれの上に設けられた「戻る」ボタンによりアクセス可能な、アプリケーションに
対する一連の以前のユーザインタフェースが先行する。
【０３７８】
　いくつかの実施形態では、第１のアプリケーションの第１のユーザインタフェースをデ
ィスプレイ上に表示している間に、デバイスは、タッチ感知面上の第１の接触によるドラ
ッグジェスチャを検出する。第１の接触によるドラッグジェスチャを検出したことに応じ
て、第１の接触によるドラッグジェスチャが、ディスプレイ上又はディスプレイ付近の第
１の既定の領域に対応するタッチ感知面の領域内で起こるという判定に従って、アプリケ
ーション選択モードに入る。第１の接触によるドラッグジェスチャが、第１の既定の領域
とは別個の、ディスプレイ上又はディスプレイ付近の第２の既定の領域に対応するタッチ
感知面の領域内で起こるという判定に従って、第１のアプリケーションの第１のユーザイ
ンタフェースの表示の直前に表示されていた、第１のアプリケーションの第２のユーザイ
ンタフェースをディスプレイ上に表示する。
【０３７９】
　いくつかの実施形態では、第１の既定の領域は、ディスプレイの下端に隣接しており、
第２の既定の領域は、少なくともディスプレイの残部の一部分、例えば、第１の既定の領
域の上の領域である。いくつかの実施形態では、第１の既定の領域に対応するタッチ感知
面の領域内、又は第２の既定の領域に対応するタッチ感知面の領域内のいずれかで起こる
、第１の接触によるドラッグジェスチャはまた、ディスプレイの左端に対応するタッチ感
知面の領域上、又はディスプレイの左端に隣接する既定の領域に対応するタッチ感知面の
領域内で始まる必要がある（アプリケーション選択モードに入る、又は第２のユーザイン
タフェースを表示する、いずれかのために）。
【０３８０】
　いくつかの実施形態では、第１の接触によるドラッグジェスチャが、ディスプレイ上の
第１の既定の領域に対応するタッチ感知面の領域内で始まるという判定に従って、デバイ
スは、第１のアプリケーションの第１のユーザインタフェースに対応する第１のユーザイ
ンタフェース表現、及び第１のアプリケーションとは別個の第２のアプリケーションの第
２のユーザインタフェースに対応する第２のユーザインタフェース表現を含む、対応する
複数のアプリケーションに対する複数のユーザインタフェース表現をディスプレイ上に表
示する。いくつかの実施形態では、スタックの表示は、ディスプレイ上の第１のアプリケ
ーションの第１のユーザインタフェースの表示に取って代わる。いくつかの実施形態では
、複数のユーザインタフェース表現は、スタック内に表示される。いくつかの実施形態で
は、第１のユーザインタフェース表現は、第２のユーザインタフェース表現の上に表示さ
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れ、第２のユーザインタフェース表現を部分的に露出させる。
【０３８１】
　いくつかの実施形態では、第１の接触による入力の終了を検出した後に、ユーザインタ
フェース選択モードでスタックを表示している間に、第１の接触が入力の間に所定の強度
閾値を上回る強度に到達したという判定に従って（例えば、図６Ｈ～図６Ｉに示すように
）、デバイスは、ディスプレイ上の第２のユーザインタフェース表現に対応する位置での
タッチ感知面上の第２の接触によるドラッグジェスチャを検出し（１１４６）、ドラッグ
ジェスチャは、タッチ感知面にわたってディスプレイ上の第１の方向に対応する方向に移
動する（例えば、図５Ｇ～図５Ｉに示すように）。
【０３８２】
　タッチ感知面にわたってディスプレイ上の第１の方向に対応する方向に移動する、ディ
スプレイ上の第２のユーザインタフェース表現に対応する位置でのタッチ感知面上の第２
の接触によるドラッグジェスチャを検出したことに応じて（１１４８）、デバイスは、第
２のユーザインタフェース表現を第２の接触の速さに基づく第２の速さで第１の方向に移
動させ（例えば、図５Ｇの位置５１０－ａから図５Ｉの位置５１０－ｃへのユーザインタ
フェース表現５１０の移動）（１１５０）、デバイスは、第２のユーザインタフェース表
現の上方に配置された第１のユーザインタフェース表現を第２の速さより速い第１の速さ
で第１の方向に移動させる（例えば、図５Ｇの位置５０８－ａから位置５０８－ｂに、及
び図５Ｉで画面から外れてのユーザインタフェース表現５０８の移動）（１１５２）。い
くつかの実施形態では、ユーザインタフェース選択モードがアクティブ化されると、ユー
ザインタフェース選択モードは、方法１０００に対して上述したプロセスに従ってナビゲ
ートすることができる。
【０３８３】
　図１１Ａ～図１１Ｅにおける動作について記載された特定の順序は単なる例示であり、
記載された順序は、動作を実行することができる唯一の順序であることを示すことを意図
するものではないことを理解されたい。当業者であれば、本明細書で説明される動作の再
順序付けをする様々な方法を認識するであろう。加えて、本明細書に記載の他の方法に関
して本明細書で記載されている他のプロセスの詳細（例えば、方法１０００、１２００、
１３００、１４００、１５００、２４００、及び２５００）は、また、図１１Ａ～図１１
Ｅに関連して上述されている方法１０００に類似の方法で適用可能であることを留意され
たい。例えば、方法１１００を参照して上述されている接触、ジェスチャ、ユーザインタ
フェースオブジェクト、強度閾値、フォーカスセレクタ、及びアニメーションは、本明細
書で説明されている他の方法（例えば、方法１０００、１２００、１３００、１４００，
１５００、２４００、及び２５００）を参照して本明細書で説明されている接触、ジェス
チャ、ユーザインタフェースオブジェクト、強度閾値、フォーカスセレクタ、及びアニメ
ーションの特性のうちの１つ以上を、任意選択的に、有する。簡潔性のために、これらの
詳細は、ここでは繰り返さない。
【０３８４】
　図１２Ａ～図１２Ｅは、いくつかの実施形態による、ユーザインタフェース間をナビゲ
ートする方法１２００の流れ図を示す。方法１２００は、ディスプレイ、タッチ感知面、
及びタッチ感知面との接触の強度を検出するための１つ以上のセンサを備える電子デバイ
ス（例えば、図３のデバイス３００、又は図１Ａのポータブル多機能デバイス１００）に
おいて実行される。いくつかの実施形態では、ディスプレイはタッチスクリーンディスプ
レイであり、タッチ感知面が、ディスプレイ上にある又はディスプレイに組み込まれてい
る。いくつかの実施形態では、ディスプレイはタッチ感知面から分離している。いくつか
の実施形態では、タッチ感知面は、ディスプレイとは別個のトラックパッド又は遠隔制御
デバイスの一部である。いくつかの実施形態では、方法１０００の動作は、リモコン及び
ディスプレイと通信しているオーディオファイル及び／又は映像ファイルの管理、再生、
及び／又はストリーミング（例えば、外部のサーバからの）のために構成された電子デバ
イス（例えば、カリフォルニア州ＣｕｐｅｒｔｉｎｏのＡｐｐｌｅ　Ｉｎｃ．製のＡｐｐ
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ｌｅ　ＴＶ）により実行される。方法１２００の一部の動作が、任意選択的に、組み合わ
され、及び／又は、一部の動作の順序が、任意選択的に変えられる。
【０３８５】
　以下で説明されるように、方法１２００は、ユーザインタフェース間をナビゲートする
ための、直感的な方法を提供する。この方法は、ユーザインタフェース間をナビゲートす
る際の、ユーザに対する認知負担を軽減し、それにより、より効率的なヒューマンマシン
インタフェースを作り出す。バッテリ動作電子デバイスに関しては、ユーザが、より速く
、より効率的に、ユーザインタフェース間をナビゲートすることが可能となることにより
、電力が節約され、バッテリを充電する間隔が増大する。
【０３８６】
　デバイスは、ディスプレイ上に第１のユーザインタフェース（例えば、図７Ａのユーザ
インタフェース５０２）を表示する（１２０２）。いくつかの実施形態では、第１のユー
ザインタフェースは、現在開かれたアプリケーションのユーザインタフェースである。い
くつかの実施形態では、第１のユーザインタフェースは、アプリケーションの現在のユー
ザインタフェースであり、第１のユーザインタフェースの表示に、アプリケーションの一
連の以前のユーザインタフェース（例えば、以前のウェブページ）の表示が先行していた
。いくつかの実施形態では、以前のユーザインタフェースは、アプリケーションのユーザ
インタフェース上に設けられた「戻る」ボタン（例えば、図７Ａの戻るボタン６１４）を
アクティブ化することによりアクセス可能である。
【０３８７】
　第１のユーザインタフェースをディスプレイ上に表示している間に、デバイスは、第１
の接触の強度が増大する期間を含む第１の接触（例えば、図７Ｂ～図７Ｅの増大する強度
を有する接触７０２）による入力をタッチ感知面上で検出する（１２０４）。いくつかの
実施形態では、第１の接触による入力は、親指の平坦な部分で行われる。
【０３８８】
　第１の接触の強度が増大する期間を含む第１の接触（例えば、接触７０２）による入力
を検出したことに応じて、デバイスは、第１のユーザインタフェースに対する第１のユー
ザインタフェース表現及び第２のユーザインタフェースに対する第２のユーザインタフェ
ース表現（例えば、現在のアプリケーションの第１のユーザインタフェースの直前に表示
されていた第２のアプリケーションのユーザインタフェース）をディスプレイ上に表示し
（１２０６）、第１のユーザインタフェース表現は、第２のユーザインタフェース表現の
上に表示され、第２のユーザインタフェース表現を部分的に露出させる（例えば、図７Ｃ
のユーザインタフェース表現５０８及び５１０）。
【０３８９】
　いくつかの実施形態では、第１のユーザインタフェース表現及び第２のユーザインタフ
ェース表現は、スタック内に表示される。いくつかの実施形態では、スタックの表示は、
ディスプレイ上の第１のユーザインタフェースの表示に取って代わる。
【０３９０】
　いくつかの実施形態では、ユーザインタフェースは、軽い押圧に応じて「ピーク」モー
ドに入り、「ピーク」モードのアクティブ化の後に接触強度が増大又は減少すると、以前
に表示されたアプリケーションに対するユーザインタフェース表現の、現在のアプリケー
ションのユーザインタフェースの表現の下から見せられる量が変化する（例えば、接触７
０２の強度が図７Ｃから図７Ｄに増大すると、ユーザインタフェース表現５１０が、ユー
ザインタフェース表現５０８の下からより多く見せられる）。
【０３９１】
　いくつかの実施形態では、第１の接触の強度が増大する期間の前に、第１の接触は、強
度の上昇及び低下の両方を含む、強度が変化する期間を有する（例えば、接触７０４の強
度は、図７Ｇから図７Ｈに上昇し、図７Ｈから図７Ｉに低下し、その後図７Ｉから図７Ｊ
に再び増大する）。デバイスは、強度が変化する期間の間の第１の接触の強度の上昇及び
低下に従って、第１のユーザインタフェース表現の背後から見せられる第２のユーザイン



(97) JP 6317017 B2 2018.4.25

10

20

30

40

50

タフェース表現の領域を動的に変更する（例えば、接触７０４の強度が図７Ｇから図７Ｈ
に上昇すると、ユーザインタフェース表現５０８はより多く見せられ、接触７０４の強度
が図７Ｈから図７Ｉに低下すると、ユーザインタフェース表現５０８はより少なく見せら
れ、その後、接触７０４の強度が図７Ｉから図７Ｊに上昇すると、ユーザインタフェース
表現７０８は再度より多く見せられる）（１２０８）。
【０３９２】
　この方法はまた、第１のユーザインタフェース表現及び第２のユーザインタフェース表
現をディスプレイ上に表示している間に、デバイスは、第１の接触の強度が増大する期間
の間に、第１の接触の強度が１つ以上の所定の強度基準（例えば、図７Ｅに示すように、
第１の接触の強度が、深い押圧強度閾値（ＩＴＤ）などの所定の閾値強度である又は上回
る）を満たすことを検出する（１２１０）ことを含む。
【０３９３】
　いくつかの実施形態では、第１の接触の接触強度が増大する期間中、かつ第１の接触の
強度が１つ以上の所定の強度基準を満たす前に、デバイスは、第１の接触の強度の増大に
従って、第１のユーザインタフェース表現の背後から見せられる第２のユーザインタフェ
ース表現の領域を増大させる（１２１２）。例えば、接触７０２の強度が、図７Ｃから図
７Ｄに増大すると、ユーザインタフェース表現５１０が、ユーザインタフェース表現５０
８の下からより多く見せられる。いくつかの実施形態では、第２のユーザインタフェース
は、接触の強度の増大に応じて、より大きく表示される（例えば、ディスプレイの平面の
背後からユーザに向かってくるかのように）。
【０３９４】
　いくつかの実施形態では、第１の接触の強度の増大に従って、第１のユーザインタフェ
ース表現の背後から見せられる第２のユーザインタフェース表現の領域を増大させること
は、第１の接触の強度の経時的変化に基づいて、第１のユーザインタフェース表現の背後
から見せられる第２のユーザインタフェース表現の領域の面積を動的に変更する、アニメ
ーションを表示することを含む（１２１４）。
【０３９５】
　いくつかの実施形態では、領域の面積を動的に変更することは、任意選択的に接触が１
つ以上の所定の強度基準を満たすか否かに関わらず、第２のユーザインタフェースの領域
の面積を毎秒複数回（例えば、毎秒１０回、２０回、３０回、又は６０回）更新すること
を含む。いくつかの実施形態では、アニメーションは、デバイスにより検出された強度の
量についてユーザにフィードバック（例えば、ユーザにより加えられる力の量についての
フィードバック）を提供するように、第１の接触の強度が変化するにつれて更新される、
流体アニメーションである。いくつかの実施形態では、アニメーションは、ユーザインタ
フェースがタッチ感知面に加えられる力の変化にリアルタイムに応答しているというユー
ザに対する外観を生成するように、滑らかに素早く更新される（例えば、アニメーション
は、即時フィードバックをユーザに提供し、ユーザがタッチ感知面に加えている力をユー
ザがよりうまく調節可能にして、異なる又は変化する強度を有する接触に応答するユーザ
インタフェースオブジェクトと効率的に相互作用するように、ユーザにとって知覚的に即
時である）。
【０３９６】
　いくつかの実施形態では、第１の接触の強度の増大に従って、第１のユーザインタフェ
ース表現の背後から見せられる第２のユーザインタフェース表現の領域を増大させること
は、第１のユーザインタフェース表現と第２のユーザインタフェース表現との間のディス
プレイ上での側方の位置オフセットを増大させるために、第１のユーザインタフェース表
現を第１の方向に移動させることを含む（１２１６）。例えば、接触７０４の強度が図７
Ｇから図７Ｈに増大すると、ユーザインタフェース表現５１０は、図７Ｇの位置５１０－
ａから図７Ｈの位置５１０－ｂに右に滑り、ユーザインタフェース表現５０８をより多く
見せる。いくつかの実施形態では、指接触がタッチ感知面上で、ディスプレイの左端又は
ディスプレイの左端に隣接する既定の領域に対応する位置でより強く押すと、第１のユー
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ザインタフェース表現は、左に移動し、第２のユーザインタフェース表現をより多く見せ
る。
【０３９７】
　いくつかの実施形態では、第１の接触の強度の増大に従って、第１のユーザインタフェ
ース表現の背後から見せられる第２のユーザインタフェース表現の領域を増大させること
は、第１のユーザインタフェース表現と第２のユーザインタフェース表現との間のディス
プレイ上での側方の位置オフセットを増大させるために、第１のユーザインタフェース表
現を第１の方向に移動させている間に、第１のユーザインタフェース表現及び第２のユー
ザインタフェース表現を第１の方向に垂直な第２の方向に互いに向かって移動させること
を含む（例えば、接触７０２の強度が図７Ｃから図７Ｄに増大すると、第１のユーザイン
タフェース表現５０８は、タッチスクリーン１１２の表面から離れるように移動するよう
に見え、第２のユーザインタフェース表現５１０は、タッチスクリーンの表面に向かって
移動するように見える）（７１８）。いくつかの実施形態では、第１の方向に垂直な第２
の方向は、ディスプレイの表面に垂直なｚ方向である。いくつかの実施形態では、第１の
ユーザインタフェース表現及び第２のユーザインタフェース表現は、ｚ層の順序の同じ層
に向かって移動する。
【０３９８】
　いくつかの実施形態では、デバイスは、第１の接触の強度が１つ以上の所定の強度基準
（例えば、図７Ｅに示すような深い押圧強度閾値（ＩＴＤ））を満たすことを検出する（
１２２０）。第１の接触の強度が１つ以上の所定の強度基準を満たすことを検出したこと
に応じて、デバイスは、第１のユーザインタフェース表現が第２のユーザインタフェース
表現の背後に後退し、第２のユーザインタフェース表現が前面に移動して、第２のユーザ
インタフェースに遷移することを示すアニメーションを表示する（例えば、図７Ｅに示す
ように、ユーザインタフェース表現５１０は、ユーザインタフェース表現５０８の背後か
ら飛び出し、その後、図７Ｆでアニメーションは、表示をユーザインタフェース５０７に
遷移する）（１２２２）。
【０３９９】
　いくつかの実施形態では、デバイスは、アニメーションの間に第１のユーザインタフェ
ース表現及び第２のユーザインタフェース表現の少なくとも１つに適用されるぼかし効果
のレベルを変更する（１２２４）。例えば、一連の図７Ｃ～図７Ｅに示すように、アニメ
ーションの間に、第１のユーザインタフェース表現は、よりぼけるようになり、及び／又
は第２のユーザインタフェース表現は、よりぼけなくなり、ユーザインタフェース表現５
１０は、タッチスクリーン１１２の表面に向かって移動するように見えるにつれて、図７
Ｃでぼけが少なくなり始めて、フォーカスが合う。対照的に、ユーザインタフェース５０
８は、タッチスクリーン１１２の表面から離れるように移動するように見えるにつれて、
図７Ｃでフォーカスが外れ始めて、ぼけるようになる。
【０４００】
　この方法はまた、第１の接触の強度が１つ以上の所定の強度基準を満たすことを検出し
たことに応じて（１２２６）、デバイスは、第１のユーザインタフェース表現及び第２の
ユーザインタフェース表現のディスプレイ上への表示を停止し（１２２８）、デバイスは
、第２のユーザインタフェースをディスプレイ上に表示する（例えば、第１のユーザイン
タフェースを表示せずに）（１２３０）ことを含む。いくつかの実施形態では、接触強度
が所定の深い押圧強度閾値に到達する又は上回る場合、「のぞき見る」ことの後に、第２
のユーザインタフェースを表示する「飛び出す」ことが続く。例えば、図７Ｆ、図７Ｊ、
及び図７Ｏでそれぞれ、接触７０２、７０４、及び７０６の強度が深い押圧強度閾値（Ｉ
ＴＤ）に到達すると、ユーザ第２のユーザインタフェース表現が「飛び出」し、デバイス
は、対応するユーザインタフェースを表示する。
【０４０１】
　いくつかの実施形態では、第２のユーザインタフェースをディスプレイ上に表示してい
る間に、デバイスは、第２の接触の強度が増大する期間を含む第２の接触（例えば、図７
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Ｌから図７Ｏへの増大する強度を有する接触７０６）による入力をタッチ感知面上で検出
する（１２３２）。
【０４０２】
　第２の接触の強度が増大する期間を含む第２の接触による入力を検出したことに応じて
、デバイスは、第１のユーザインタフェース表現及び第２のユーザインタフェース表現を
ディスプレイ上に表示し（１２３４）、第２のユーザインタフェース表現は、第１のユー
ザインタフェース表現の上方に表示され、第１のユーザインタフェース表現を部分的に露
出させる（例えば、図７Ｍのユーザインタフェース表現５０８及び５１０の表示）。
【０４０３】
　いくつかの実施形態では、第１のユーザインタフェース表現及び第２のユーザインタフ
ェース表現は、第２のスタック内に表示される。いくつかの実施形態では、第２のスタッ
クの表示は、ディスプレイ上の第２のユーザインタフェースの表示に取って代わる。
【０４０４】
　いくつかの実施形態では、ユーザインタフェースは、軽い押圧に応じて「ピーク」モー
ドに入り、「ピーク」モードのアクティブ化の後に接触強度が増大又は減少すると、以前
に表示されたアプリケーションに対するユーザインタフェース表現の、現在のアプリケー
ションのユーザインタフェースの表現の下から見せられる量が変化する。例えば、図７Ｍ
～図７Ｎで、接触７０６の強度の増大の検出に応じて、ユーザインタフェース表現５０８
は、ユーザインタフェース表現５１０の背後からより多く見せられる。
【０４０５】
　いくつかの実施形態では、第１のユーザインタフェース表現及び第２のユーザインタフ
ェース表現をディスプレイ上に表示している間に、デバイスは、第２の接触の強度が増大
する期間中に第２の接触の強度が１つ以上の所定の強度基準を満たすことを検出する（１
２３６）。
【０４０６】
　第２の接触の強度が１つ以上の所定の強度基準を満たすことを検出したことに応じて（
１２３８）、デバイスは、第１のユーザインタフェース表現及び第２のユーザインタフェ
ース表現のディスプレイ上への表示を停止し（１２４０）、デバイスは、第１のユーザイ
ンタフェースをディスプレイ上に表示する（例えば、第２のユーザインタフェースを表示
せずに）（１２４２）。例えば、図７Ｏで、デバイス１００は、接触７０６の強度が深い
押圧強度閾値（ＩＴＤ）を上回ることを検出し、これに応じて、ユーザインタフェース５
０６の表示を第１のユーザインタフェース５０８に置き換える。いくつかの実施形態では
、接触強度が所定の深い押圧強度閾値に到達する又は上回る場合、「のぞき見る」ことの
後に、第１のユーザインタフェースを表示する「飛び出す」ことが続く。
【０４０７】
　いくつかの実施形態では、第２のユーザインタフェースをディスプレイ上に表示してい
る間に、デバイスは、タッチ感知面上で第２の接触の強度が増大する期間を含む第２の接
触（例えば、図７Ｇ～図７Ｈの増大する強度を有する接触７０４）による入力を検出する
（１２４４）。
【０４０８】
　第２の接触の強度が増大する期間を含む第２の接触による入力を検出したことに応じて
、デバイスは、第１のユーザインタフェース表現及び第２のユーザインタフェース表現を
ディスプレイ上に表示し（１２４６）、第２のユーザインタフェース表現は、第１のユー
ザインタフェース表現の上方に表示され、第１のユーザインタフェース表現を部分的に露
出させる（例えば、図７Ｍのユーザインタフェース表現５０８及び５１０の表示）。
【０４０９】
　いくつかの実施形態では、第１のユーザインタフェース表現及び第２のユーザインタフ
ェース表現は、第２のスタック内に表示される。いくつかの実施形態では、第２のスタッ
クの表示は、ディスプレイ上の第２のユーザインタフェースの表示に取って代わる。
【０４１０】
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　いくつかの実施形態では、ユーザインタフェースは、軽い押圧に応じて「ピーク」モー
ドに入り、「ピーク」モードのアクティブ化の後に接触強度が増大又は減少すると、以前
に表示されたアプリケーションに対するユーザインタフェース表現の、現在のアプリケー
ションのユーザインタフェースの表現の下から見せられる量が変化する。例えば、図７Ｇ
～図７Ｈで、接触７０４の強度の増大の検出に応じて、ユーザインタフェース表現５０８
は、ユーザインタフェース表現５１０の背後からより多く見せられる。
【０４１１】
　第１のユーザインタフェース表現及び第２のユーザインタフェース表現をディスプレイ
上に表示している間に、デバイスは、第２の接触の強度が１つ以上の所定の強度基準を満
たすことなく、第２の接触による入力の終了を検出する（例えば、第２の接触のリフトオ
フを検出すること（例えば、図７Ｋのように）、又は第２の接触の強度が低下して最小強
度検出閾値を下回ることを検出すること（例えば、図７Ｊのように））（１２４８）。
【０４１２】
　第２の接触の強度が１つ以上の所定の強度基準を満たすことなく、第２の接触による入
力の終了を検出したことに応じて（１２５０）、デバイスは、第１のユーザインタフェー
ス表現及び第２のユーザインタフェース表現のディスプレイ上への表示を停止し（１２５
２）、デバイスは、第２のユーザインタフェースをディスプレイ上に表示する（例えば、
第１のユーザインタフェースを表示せずに）（１２５４）。例えば、図７Ｊで、デバイス
１００は、接触７０４の強度が低下して最小強度検出閾値（ＩＴ０）を下回ることを検出
し、これに応じて、ユーザインタフェース５０６の表示を第２のユーザインタフェース５
１０に置き換える。いくつかの実施形態では、接触強度が所定の深い押圧強度閾値に到達
せずに入力が終了する場合、「のぞき見る」ことは停止し、第２のユーザインタフェース
が再表示される。
【０４１３】
　図１２Ａ～図１２Ｅにおける動作について記載された特定の順序は単なる例示であり、
記載された順序は、動作を実行することができる唯一の順序であることを示すことを意図
するものではないことを理解されたい。当業者であれば、本明細書で説明される動作の再
順序付けをする様々な方法を認識するであろう。加えて、本明細書に記載の他の方法に関
して本明細書で記載されている他のプロセスの詳細（例えば、方法１０００、１１００、
１３００、１４００、１５００、２４００、及び２５００）は、また、図１０Ａ～図１０
Ｈに関連して上述されている方法１２００に類似の方法で適用可能であることを留意され
たい。例えば、方法１２００を参照して上述されている接触、ジェスチャ、ユーザインタ
フェースオブジェクト、強度閾値、フォーカスセレクタ、及びアニメーションは、本明細
書で説明されている他の方法（例えば、方法１０００、１１００、１３００、１４００，
１５００、２４００、及び２５００）を参照して本明細書で説明されている接触、ジェス
チャ、ユーザインタフェースオブジェクト、強度閾値、フォーカスセレクタ、及びアニメ
ーションの特性のうちの１つ以上を、任意選択的に、有する。簡潔性のために、これらの
詳細は、ここでは繰り返さない。
【０４１４】
　図１３Ａ～図１３Ｄは、いくつかの実施形態による、ユーザインタフェース間をナビゲ
ートする方法１３００の流れ図を示す。方法１３００は、ディスプレイ、タッチ感知面、
及びタッチ感知面との接触の強度を検出するための１つ以上のセンサを備える電子デバイ
ス（例えば、図３のデバイス３００、又は図１Ａのポータブル多機能デバイス１００）に
おいて実行される。いくつかの実施形態では、ディスプレイはタッチスクリーンディスプ
レイであり、タッチ感知面が、ディスプレイ上にある又はディスプレイに組み込まれてい
る。いくつかの実施形態では、ディスプレイはタッチ感知面から分離している。いくつか
の実施形態では、タッチ感知面は、ディスプレイとは別個のトラックパッド又は遠隔制御
デバイスの一部である。いくつかの実施形態では、方法１０００の動作は、リモコン及び
ディスプレイと通信しているオーディオファイル及び／又は映像ファイルの管理、再生、
及び／又はストリーミング（例えば、外部のサーバからの）のために構成された電子デバ
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イス（例えば、カリフォルニア州ＣｕｐｅｒｔｉｎｏのＡｐｐｌｅ　Ｉｎｃ．製のＡｐｐ
ｌｅ　ＴＶ）により実行される。方法１３００の一部の動作が、任意選択的に、組み合わ
され、及び／又は、一部の動作の順序が、任意選択的に変えられる。
【０４１５】
　以下で説明されるように、方法１３００は、ユーザインタフェース間をナビゲートする
ための、直感的な方法を提供する。この方法は、ユーザインタフェース間をナビゲートす
る際の、ユーザに対する認知負担を軽減し、それにより、より効率的なヒューマンマシン
インタフェースを作り出す。バッテリ動作電子デバイスに関しては、ユーザが、より速く
、より効率的に、ユーザインタフェース間をナビゲートすることが可能となることにより
、電力が節約され、バッテリを充電する間隔が増大する。
【０４１６】
　デバイスは、複数のユーザインタフェース表現をスタック内にディスプレイ上に表示す
る（例えば、ユーザインタフェース選択モードで、開かれたアプリケーションのユーザイ
ンタフェースを表すカード、単一のアプリケーションの現在及び以前に見られたユーザイ
ンタフェースを表すカード、電子メールチェーン内のメッセージを表すカードなど（又は
他の物体）のスタックをｚ層の順序に表示する）（１３０２）。少なくとも第１のユーザ
インタフェース表現、第２のユーザインタフェース表現、及び第３のユーザインタフェー
ス表現がディスプレイ上で見える。第１のユーザインタフェース表現（例えば、図８Ａの
ユーザインタフェース表現５０８）は、第２のユーザインタフェース表現から第１の方向
に側方にオフセット（例えば、ディスプレイ上で右に側方にオフセット）しており、第２
のユーザインタフェース表現を部分的に露出させる。第２のユーザインタフェース表現（
例えば、図８Ａのユーザインタフェース表現５１０）は、第３のユーザインタフェース表
現（例えば、図８Ａのユーザインタフェース表現５２６）から第１の方向に側方にオフセ
ット（例えば、ディスプレイ上で右に側方にオフセット）しており、第３のユーザインタ
フェース表現を部分的に露出させる。例えば、いくつかの実施形態では、スタックは、図
８Ａに示すように、ディスプレイがユーザインタフェース選択モードにある場合に表示さ
れる。
【０４１７】
　いくつかの実施形態では、ディスプレイ上にスタックを表示する前に（１３０４）、デ
バイスは、第１のユーザインタフェース表現に対応する第１のユーザインタフェース（例
えば、図７Ａに示すような、ウェブブラウジングアプリケーションのユーザインタフェー
ス５０２）をディスプレイ上に表示する（１３０６）。第１のユーザインタフェースを表
示している間に、デバイスは、所定の入力を検出する（１３０８）。いくつかの実施形態
では、所定の入力には、例えば、以下のものがある。ダブルタップ又はデバイス上の「ホ
ーム」ボタン上の２回押圧、又は、タッチ感知ディスプレイとの接触の強度を検出するた
めの１つ以上のセンサを含む電子デバイスに対しては、第１のユーザインタフェースの所
定の領域（例えば、左上の角部）上の深い押圧、第１のユーザインタフェース上の任意の
場所での親指の平坦な部分での深い押圧、若しくは、タッチ感知ディスプレイの左端上、
タッチ感知ディスプレイの左端に隣接する既定の領域内、タッチ感知ディスプレイの下端
上、若しくはタッチ感知ディスプレイの下端に隣接する既定の領域内などの、デバイスの
所定の領域上の深い押圧。
【０４１８】
　所定の入力を検出したことに応じて（１３１０）、デバイスは、ユーザインタフェース
選択モードに入り（１３１３）、デバイスは、複数のユーザインタフェース表現を含むス
タックを表示する（例えば、図９Ａのスタックの表示を含むユーザインタフェース選択モ
ードのユーザインタフェース５０６の表示）（１３１２）。
【０４１９】
　いくつかの実施形態では、第１の接触が第２のユーザインタフェース表現以外の画面上
の位置に対応するタッチ感知面上の第１の位置にある時の第１の接触による入力（例えば
、既定閾値を上回る強度を有する押圧入力）を検出したことに応じて、スタックは表示さ
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れる（例えば、図８Ｊ～図８Ｋで、接触８０６は、タッチスクリーン１１２上のユーザイ
ンタフェース表現５１０の表示に対応しない位置８０６－ａで検出される）（１３１６）
。第１の接触は、第１の接触の強度の増大が検出される前に、タッチ感知面上を第１の位
置からディスプレイ上の第２のユーザインタフェース表現に対応する位置に移動する（例
えば、図８Ｋ～図８Ｌで、接触８０６－ａは、位置８０６－ａから位置８０６－ｂに移動
する）。例えば、第１の接触は、第２のユーザインタフェース表現が表示される時の前か
ら、少なくとも第１のユーザインタフェース表現の背後から露出される第２のユーザイン
タフェース表現の増大した領域が表示される時まで、デバイス上で継続的に検出される。
【０４２０】
　この方法はまた、デバイスが、ディスプレイ上の第２のユーザインタフェース表現に対
応する位置でのタッチ感知面上の第１の接触（例えば、図８Ａのタッチスクリーン１１２
上のユーザインタフェース表現５１０の表示に対応する位置での接触８０２）による入力
を検出する（１３１８）ことを含む。いくつかの実施形態では、デバイスは、スタック内
のユーザインタフェース表現に対応するタッチ感知面上の位置での指接触による押圧を検
出し、デバイスは、指接触の変化する強度を検出する（例えば、接触８０２の強度は、図
８Ａから図８Ｂに増大し、図８Ｂから図８Ｃに減少して、その後、図８Ｃから図８Ｄに再
度増大する）。
【０４２１】
　いくつかの実施形態では、第１の接触による入力は、第１の接触の強度が増大する期間
及びそれに続く第１の接触の強度が減少する期間を含む。第１の接触の強度が減少する期
間の間に、デバイスは、第１のユーザインタフェース表現と第２のユーザインタフェース
表現との間の側方のオフセットを減少させることにより、第１のユーザインタフェース表
現の背後から露出される第２のユーザインタフェース表現の領域を減少させる（１３２０
）。例えば、図８Ｂから図８Ｃに接触８０２の強度が減少したことに応じて、ユーザイン
タフェース表現５０８は、ユーザインタフェース表現５１０の上を滑って戻り始め、図８
Ｂの位置５０８－ｂから図８Ｃの位置５０８－ｃに移動する。
【０４２２】
　いくつかの実施形態では、接触強度の増大を検出したことに応じて、第２のユーザイン
タフェース表現をより多く見せた後に、デバイスは、接触強度の減少を検出したことに応
じて、第２のユーザインタフェース表現をより少なく見せる（例えば、接触８０２の強度
が図８Ａから図８Ｂに増大したことに応じて、ユーザインタフェース表現５０８は、ユー
ザインタフェース表現５１０の右に滑り、図８Ａの位置５０８－ａから図８Ｂの位置５０
８－ｂに移動する）。いくつかの実施形態では、第１のユーザインタフェース表現及び第
２のユーザインタフェース表現の移動を示すために、第１の接触の強度の小さな変化に動
的に応答する方法で、アニメーションが表示される（例えば、図８Ａ～図８Ｃのユーザイ
ンタフェース表現５０８の移動は、ユーザが接触８０２の強度を増大又は減少させること
により直接操作される）。
【０４２３】
　この方法はまた、ディスプレイ上の第２のユーザインタフェース表現に対応する位置で
のタッチ感知面上の第１の接触の強度の増大を検出したことに従って、デバイスが、第１
のユーザインタフェース表現と第２のユーザインタフェース表現との間の側方のオフセッ
トを増大させることにより、第１のユーザインタフェース表現の背後から露出される第２
のユーザインタフェース表現の領域を増大させる（１３２２）ことを含む（例えば、接触
８０２の強度が図８Ａから図８Ｂに増大したことに応じて、ユーザインタフェース表現５
０８は、ユーザインタフェース表現５１０の右に滑り、図８Ａの位置５０８－ａから図８
Ｂの位置５０８－ｂに移動して、ユーザインタフェース表現８１０をより多く見せる）。
【０４２４】
　いくつかの実施形態では、第２のユーザインタフェース表現（例えば、図８Ａ～図８Ｃ
のユーザインタフェース表現５１０）は、ｚ層の順序で第１のユーザインタフェース表現
（例えば、図８Ａ～図８Ｃのユーザインタフェース表現５０８）の下方で、第３のユーザ
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インタフェース表現（例えば、図８Ａ～図８Ｃのユーザインタフェース表現５２６）の上
方に配置され、第２のユーザインタフェース表現の露出部分に対応するタッチ感知面上の
位置での接触による押圧は、第２のユーザインタフェース表現をより多く見せる。いくつ
かの実施形態では、第２のユーザインタフェース表現をより多く見せるために、第２のユ
ーザインタフェース表現の露出部分に対応するタッチ感知面上の位置での接触の強度の増
大を検出したことに応じて、第１のユーザインタフェース表現は右に移動し、それにより
、第２のユーザインタフェース表現をより多く「のぞき見る」（例えば、接触８０２の強
度が増大したことに応じた、ユーザインタフェース５０８の図８Ａの位置５０８－ａから
図８Ｂの位置５０８－ｂへの移動は、ユーザインタフェース表現５１０をより多く見せる
）。
【０４２５】
　いくつかの実施形態では、第１のユーザインタフェース表現の背後から露出される第２
のユーザインタフェース表現の領域を増大させることは、第１のユーザインタフェース表
現を第１の方向に移動させること（例えば、第１のユーザインタフェース表現と第２のユ
ーザインタフェース表現との間の側方のオフセットを増大させるために、第１のユーザイ
ンタフェース表現を右に移動させること）を含む（１３２４）。例えば、図８Ａ～図８Ｂ
で、ユーザインタフェース表現５１０をより多く見せるために、ユーザインタフェース５
０８は右に移動する。
【０４２６】
　いくつかの実施形態では、第１のユーザインタフェース表現の背後から露出される第２
のユーザインタフェース表現の領域を増大させることは、第２のユーザインタフェース表
現を第１の方向と反対の第２の方向に移動させること（例えば、第１のユーザインタフェ
ース表現と第２のユーザインタフェース表現との間のディスプレイ上での側方のオフセッ
トを増大させるために、第２のユーザインタフェース表現を左に移動させること（第１の
ユーザインタフェース表現の右への同時移動あり、又はなしで））を含む（１３２６）。
例えば、図８Ｇ～図８Ｈで、表現をより多く見せるために、ユーザインタフェース表現５
１０は左に移動する。
【０４２７】
　いくつかの実施形態では、スタックを表示している間に、デバイスは、第２のユーザイ
ンタフェース表現に対応する位置でのタッチ感知面上の、かつタッチ感知面にわたってデ
ィスプレイ上の第１の方向と反対の第２の方向に対応する方向に移動する、第２の接触に
よるドラッグジェスチャを検出する（例えば、第２のユーザインタフェース表現に対応す
る位置でのタッチ感知面上の左方向のドラッグを検出すること）（１３２８）。
【０４２８】
　ディスプレイ上の第２の方向に対応するタッチ感知面上の方向の、第２のユーザインタ
フェース表現に対応する位置でのタッチ感知面上の第２の接触によるドラッグジェスチャ
を検出したことに応じて（１３３０）、デバイスは、第２のユーザインタフェース表現を
第２の方向に、タッチ感知面上の第２の接触の速さに基づく第２の速さで、ディスプレイ
上で移動させ（１３３２）、第１のユーザインタフェース表現を第２の方向に第２の速さ
より速い第１の速さで移動させ（１３３４）、第３のユーザインタフェース表現を第２の
方向に第２の速さより遅い第３の速さで移動させ（１３３６）、第４のユーザインタフェ
ース表現を第２の方向に第２の速さより速い第４の速さで移動させる（１３３８）。いく
つかの実施形態では、第４の速さは第１の速さより速い。いくつかの実施形態では、第４
のユーザインタフェース表現は、スタック内の第１のユーザインタフェース表現の上に配
置される。
【０４２９】
　いくつかの実施形態では、前の右へのドラッグジェスチャに応じて、第４のユーザイン
タフェース表現は、右にディスプレイを外れて移動された。後続の左へのドラッグジェス
チャにより、第４のユーザインタフェース表現が右からディスプレイ上に現われる（例え
ば、接触５４６及び図５Ｌの位置５４６－ｃから図５Ｍの位置５４６－ｅを通り図５Ｎの
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位置５４６－ｆへの移動５４８を含むドラッグジェスチャにより、ユーザインタフェース
表現５０８が右からディスプレイ上に戻って現われる）。いくつかの実施形態では、第４
のユーザインタフェース表現の速さは、相対ｚ位置でその下方にあるユーザインタフェー
ス表現のいずれもより速い。
【０４３０】
　いくつかの実施形態では、デバイスは、第２のユーザインタフェース表現に対応する位
置でのタッチ感知面上の第１の接触の強度が、１つ以上の所定の強度基準（例えば、図８
Ｄに示すように、第１の接触の強度は、深い押圧強度閾値などの所定の閾値強度である又
は上回る）を満たすことを検出する（１３４０）。
【０４３１】
　第２のユーザインタフェース表現に対応する位置でのタッチ感知面上の第１の接触の強
度が、１つ以上の所定の強度基準を満たすことを検出したことに応じて（１３４２）、デ
バイスは、スタックの表示を停止し（１３４２）、第２のユーザインタフェース表現に対
応する第２のユーザインタフェースを表示する（１３４８）。例えば、接触８０２の強度
がユーザインタフェース表現の表示に対応するタッチスクリーン１１２上の位置の時に深
い押圧強度閾値（ＩＴＤ）を上回ることを検出したことに応じて、図８Ｃ～図８Ｄで、デ
バイス１００は、ユーザインタフェース５０６の表示（ユーザインタフェース選択モード
に対応する）をユーザインタフェース５０７（ユーザインタフェース表現５１０に対応す
る）の表示に置き換える。いくつかの実施形態では、スタック内の他のユーザインタフェ
ース表現に対応するいずれのユーザインタフェースも表示せずに、第２のユーザインタフ
ェースが、表示される。いくつかの実施形態では、第２のユーザインタフェースの表示は
、スタックの表示に取って代わる。
【０４３２】
　いくつかの実施形態では、第２のユーザインタフェース表現に対応する位置でのタッチ
感知面上の第１の接触の強度が、１つ以上の所定の強度基準を満たすことを検出したこと
に応じて、デバイスは、第２のユーザインタフェースに遷移する第２のユーザインタフェ
ース表現のアニメーションを表示する。例えば、ユーザインタフェース表現の表示に対応
するタッチスクリーン１１２上の位置の時に接触８０２の強度が深い押圧強度閾値（ＩＴ
Ｄ）を上回ることを検出したことに応じて、デバイス１００は、一連の図８Ｃ、図８Ｅ、
及び図８Ｆに示すように、デバイスがユーザインタフェース５０７の表示に遷移する際に
、第１のユーザインタフェース表現５０８が第２のユーザインタフェース表現５１０を完
全に外れて右に滑り、第２のユーザインタフェース表現５１０がスタックから持ち上げら
れて見え（例えば、図８Ｅの位置５１０－ｂを通過して図８Ｆの位置５１０－ｃに）、第
１のユーザインタフェース表現５０８がスタック内の第２のユーザインタフェース表現５
１０の下方に戻って差し込まれる、アニメーションを表示する。
【０４３３】
　いくつかの実施形態では、デバイスは、ディスプレイ上の第２のユーザインタフェース
表現に対応するタッチ感知面上の位置から第３のユーザインタフェース表現に対応するタ
ッチ感知面上の位置への第１の接触の移動を検出し（１３５０）、第１の接触の移動の間
の第１の接触の強度は、第２のユーザインタフェース表現に対応するタッチ感知面上の位
置での第１の接触の強度の増大の間に検出された特性強度を下回っている（例えば、デバ
イス１００は、ユーザインタフェース表現５１０の表示に対応する図８Ｎの位置８０６－
ｂからユーザインタフェース表現５２６の表示に対応する図８Ｏの位置８０６－ｃへの接
触８０６の移動８０８を検出する）。
【０４３４】
　ディスプレイ上の第３のユーザインタフェース表現に対応する位置でのタッチ感知面上
の第１の接触の強度の増大を検出したことに従って、デバイスは、第２のユーザインタフ
ェース表現と第３のユーザインタフェース表現との間の側方のオフセットを増大させるこ
とにより、第２のユーザインタフェース表現の背後から露出される第３のユーザインタフ
ェース表現の領域を増大させる（例えば、デバイス１００は、図８Ｏから図８Ｐへの接触
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８０６の強度の増大を検出し、これに応じて、ユーザインタフェース表現５１０及び５０
８をそれぞれ図８Ｏの位置５１０－ａ及び５０８－ａから図８Ｐの位置５１０－ｈ及び５
０８－ｈに右に移動して、ユーザインタフェース５２６をより多く見せる）（１３５２）
。いくつかの実施形態では、選択されたユーザインタフェース表現の直ぐ上のユーザイン
タフェース表現のみ（例えば、選択されたユーザインタフェース表現の上方のすべてのユ
ーザインタフェース表現ではなく）が、選択されたユーザインタフェース表現をより多く
見せるために、外されて移動させられる。例えば、ユーザインタフェース表現５２６をよ
り多く見せるために、図８Ｏでユーザインタフェース表現５１０のみが移動させられるで
あろう（例えば、ユーザインタフェース表現５０８の下に更に滑らせることにより）。
【０４３５】
　いくつかの実施形態では、ユーザがユーザの指をスタック内の異なる表現の上にドラッ
グするにつれて、スタックは、ユーザの指の下の表現をより多く見せるために、離れて広
がる。いくつかの実施形態では、ユーザは、１つの表現をのぞき見るために接触の強度を
増大し、強度を低減し（リフトオフすることなく）、次の表現に移動し、次の表現をのぞ
き見るために強度を増大し、強度を低減し（リフトオフすることなく）、別の表現に移動
することなどができる。
【０４３６】
　図１３Ａ～図１３Ｄにおける動作について記載された特定の順序は単なる例示であり、
記載された順序は、動作を実行することができる唯一の順序であることを示すことを意図
するものではないことを理解されたい。当業者であれば、本明細書で説明される動作の再
順序付けをする様々な方法を認識するであろう。加えて、本明細書に記載の他の方法に関
して本明細書で記載されている他のプロセスの詳細（例えば、方法１０００、１１００、
１２００、１４００、１５００、２４００、及び２５００）は、また、図１３Ａ～図１３
Ｄに関連して上述されている方法１３００に類似の方法で適用可能であることを留意され
たい。例えば、方法１３００を参照して上述されている接触、ジェスチャ、ユーザインタ
フェースオブジェクト、強度閾値、フォーカスセレクタ、及びアニメーションは、本明細
書で説明されている他の方法（例えば、方法１０００、１１００、１２００、１４００，
１５００、２４００、及び２５００）を参照して本明細書で説明されている接触、ジェス
チャ、ユーザインタフェースオブジェクト、強度閾値、フォーカスセレクタ、及びアニメ
ーションの特性のうちの１つ以上を、任意選択的に、有する。簡潔性のために、これらの
詳細は、ここでは繰り返さない。
【０４３７】
　図１４Ａ～図１４Ｃは、いくつかの実施形態による、ユーザインタフェース間をナビゲ
ートする方法１４００の流れ図を示す。方法１４００は、ディスプレイ、タッチ感知面、
及び、任意選択的に、タッチ感知面との接触の強度を検出するための１つ以上のセンサを
備える電子デバイス（例えば、図３のデバイス３００、又は図１Ａのポータブル多機能デ
バイス１００）において実行される。いくつかの実施形態では、ディスプレイはタッチス
クリーンディスプレイであり、タッチ感知面が、ディスプレイ上にある又はディスプレイ
に組み込まれている。いくつかの実施形態では、ディスプレイはタッチ感知面から分離し
ている。いくつかの実施形態では、タッチ感知面は、ディスプレイとは別個のトラックパ
ッド又は遠隔制御デバイスの一部である。いくつかの実施形態では、方法１０００の動作
は、リモコン及びディスプレイと通信しているオーディオファイル及び／又は映像ファイ
ルの管理、再生、及び／又はストリーミング（例えば、外部のサーバからの）のために構
成された電子デバイス（例えば、カリフォルニア州ＣｕｐｅｒｔｉｎｏのＡｐｐｌｅ　Ｉ
ｎｃ．製のＡｐｐｌｅ　ＴＶ）により実行される。方法１４００の一部の動作が、任意選
択的に、組み合わされ、及び／又は、一部の動作の順序が、任意選択的に変えられる。
【０４３８】
　以下で説明されるように、方法１４００は、ユーザインタフェース間をナビゲートする
ための、直感的な方法を提供する。この方法は、ユーザインタフェース間をナビゲートす
る際の、ユーザに対する認知負担を軽減し、それにより、より効率的なヒューマンマシン
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インタフェースを作り出す。バッテリ動作電子デバイスに関しては、ユーザが、より速く
、より効率的に、ユーザインタフェース間をナビゲートすることが可能となることにより
、電力が節約され、バッテリを充電する間隔が増大する。
【０４３９】
　デバイスは、複数のユーザインタフェース表現をスタック内にディスプレイ上に表示す
る（例えば、ユーザインタフェース選択モードで、開かれたアプリケーションのユーザイ
ンタフェースを表すカード、単一のアプリケーションの現在及び以前に見られたユーザイ
ンタフェースを表すカード、電子メールチェーン内のメッセージを表すカードなど（又は
他の物体）のスタックをｚ層の順序に表示する）（１４０２）。少なくとも第１のユーザ
インタフェース表現、第２のユーザインタフェース表現、及び第３のユーザインタフェー
ス表現は、ディスプレイ上で見える（例えば、図９Ａに示すような、ユーザインタフェー
ス表現５０８、５１０、及び５２６を表示するスタック）。第２のユーザインタフェース
表現（例えば、図９Ａのユーザインタフェース表現５１０）は、第１のユーザインタフェ
ース表現から第１の方向に側方にオフセット（例えば、ディスプレイ上で右に側方にオフ
セット）しており、第１のユーザインタフェース表現（例えば、図９Ａのユーザインタフ
ェース表現５２６）を部分的に露出させる。第３のユーザインタフェース表現（例えば、
図９Ａのユーザインタフェース表現５０８）は、第２のユーザインタフェース表現から第
１の方向に側方にオフセット（例えば、ディスプレイ上で右に側方にオフセット）してお
り、第２のユーザインタフェース表現を部分的に露出させる。
【０４４０】
　タッチ感知面にわたって移動する第１の接触によるドラッグジェスチャを検出し（１４
０４）、第１の接触によるドラッグジェスチャの移動は、スタック内の複数のユーザイン
タフェース表現の１つ以上にわたる移動に対応する。例えば、ドラッグジェスチャは、図
９Ｂの接触９０２及び移動９０４を含む。
【０４４１】
　ドラッグジェスチャの間に、第１の接触がディスプレイ上の第１のユーザインタフェー
ス表現に対応するタッチ感知面上の位置の上を移動すると、デバイスは、ディスプレイ上
で第２のユーザインタフェース表現の背後から第１のユーザインタフェース表現をより多
く見せる（１４０６）。例えば、接触９０２がユーザインタフェース表現５２６の上を移
動すると、ユーザインタフェース表現５１０及び５０８は、図９Ｂで、ユーザインタフェ
ース表現５２６をより多く見せるために、右に移動する。
【０４４２】
　いくつかの実施形態では、第２のユーザインタフェース表現の背後から第１のユーザイ
ンタフェース表現をより多く見せることは、第２のユーザインタフェース表現を第１の方
向に移動させること（例えば、第１のユーザインタフェース表現と第２のユーザインタフ
ェース表現との間の側方のオフセットを増大させるために、第２のユーザインタフェース
表現を右に移動させること）を含む（１４０８）。
【０４４３】
　いくつかの実施形態では、第２のユーザインタフェース表現の背後から第１のユーザイ
ンタフェース表現の領域をより多くみせることは、第１のユーザインタフェース表現を第
１の方向と反対の第２の方向に移動させること（例えば、第１のユーザインタフェース表
現と第２のユーザインタフェース表現との間のディスプレイ上での側方のオフセットを増
大させるために、第１のユーザインタフェース表現を左に移動させること（第２のユーザ
インタフェース表現の右への同時移動あり、又はなしで））を含む（１４１０）。
【０４４４】
　いくつかの実施形態では、ドラッグジェスチャの間に、第１の接触が第１のユーザイン
タフェース表現に対応するタッチ感知面上の第１の位置から第２のユーザインタフェース
表現に対応するタッチ感知面上の第２の位置に移動すると（例えば、図９Ｂのユーザイン
タフェース表現５２６の表示に対応する位置９０２－ａから図９Ｃのユーザインタフェー
ス表現５１０の表示に対応する位置９０４への接触９０２の移動）（１４１２）、デバイ
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スは、ディスプレイ上で第３のユーザインタフェース表現の背後から第２のユーザインタ
フェース表現をより多く見せ（１４１４）、ディスプレイ上で第２のユーザインタフェー
ス表現の背後から第１のユーザインタフェース表現をより少なく見せる（例えば、図９Ｄ
で、ユーザ表現５１０は、左に移動してそのユーザインタフェース表現をより多く見せ、
ユーザインタフェース表現５２６をより多く覆う）（１４１６）。
【０４４５】
　いくつかの実施形態では、第１の接触がスタック内の複数のユーザインタフェース表現
の１つに対応するタッチ感知面上の位置にある間に、デバイスは、第１の接触のリフトオ
フを検出する（例えば、図９Ｅで、デバイス１００は、接触９０２のリフトオフを検出す
る）（１４１８）。第１の接触のリフトオフを検出したことに応じて（１４２０）、デバ
イスは、スタックの表示を停止し（１４２２）、デバイスは、複数のユーザインタフェー
ス表現の上記の１つに対応するユーザインタフェースを表示する（例えば、デバイス１０
０は、図９Ｅのユーザインタフェース５０６の表示を図９Ｆのユーザインタフェース５０
７の表示に置き換える）（１４２４）。
【０４４６】
　例えば、ドラッグジェスチャ内の第１の接触が、第１のユーザインタフェース表現に対
応する位置の上にある間にリフトオフする場合、第１のユーザインタフェースが表示され
る。ドラッグジェスチャ内の第１の接触が、第２のユーザインタフェース表現に対応する
位置の上にある間にリフトオフする場合、第２のユーザインタフェースが表示される。よ
り一般的に、ドラッグジェスチャ内の第１の接触が、それぞれのユーザインタフェース表
現に対応する位置の上にある間にリフトオフする場合、対応するユーザインタフェースが
表示される。いくつかの実施形態では、複数のユーザインタフェース表現の１つに対応す
るユーザインタフェースの表示が、スタックの表示に取って代わる。
【０４４７】
　デバイスが、タッチ感知面との接触の強度を検出するための１つ以上のセンサを有する
、いくつかの実施形態では、第１の接触が、スタック内の複数のユーザインタフェース表
現の１つに対応するタッチ感知面上の位置にある間に、デバイスは、第１の接触の強度が
１つ以上の所定の強度基準（例えば、図９Ｇに示すように、第１の接触の強度が深い押圧
強度閾値などの所定の閾値強度である又は上回る）を満たすことを検出する（１４２６）
。
【０４４８】
　第１の接触の強度が１つ以上の所定の強度基準を満たすことを検出したことに応じて（
１４２８）、デバイスは、スタックの表示を停止し（１４３０）、デバイスは、複数のユ
ーザインタフェース表現の上記の１つに対応するユーザインタフェースを表示する（例え
ば、デバイス１００は、図９Ｇのユーザインタフェース５０６の表示を図９Ｈのユーザイ
ンタフェース５０７の表示に置き換える）（１４３２）。
【０４４９】
　例えば、ドラッグジェスチャ内の第１の接触が、第１のユーザインタフェース表現に対
応する位置の上にある間に深い押圧を行う場合、第１のユーザインタフェースが表示され
る。ドラッグジェスチャ内の第１の接触が、第２のユーザインタフェース表現に対応する
位置の上にある間に深い押圧を行う場合、第２のユーザインタフェースが表示される。よ
り一般的に、ドラッグジェスチャ内の第１の接触が、それぞれのユーザインタフェース表
現に対応する位置の上にある間に深い押圧を行う場合、対応するユーザインタフェースが
表示される。いくつかの実施形態では、複数のユーザインタフェース表現の１つに対応す
るユーザインタフェースの表示が、スタックの表示に取って代わる。
【０４５０】
　図１４００における動作について説明された特定の順序は単なる例示であり、説明され
た順序は、動作を実行することができる唯一の順序であることを示すことを意図するもの
ではないことを理解されたい。当業者であれば、本明細書で説明される動作の再順序付け
をする様々な方法を認識するであろう。加えて、本明細書に記載の他の方法に関して本明



(108) JP 6317017 B2 2018.4.25

10

20

30

40

50

細書で記載されている他のプロセスの詳細（例えば、方法１０００、１１００、１２００
、１３００、１５００、２４００、及び２５００）は、また、図１４Ａ～図１４Ｃに関連
して上述されている方法１４００に類似の方法で適用可能であることを留意されたい。例
えば、方法１４００を参照して上述されている接触、ジェスチャ、ユーザインタフェース
オブジェクト、強度閾値、フォーカスセレクタ、及びアニメーションは、本明細書で説明
されている他の方法（例えば、方法１０００、１１００、１２００、１３００、１５００
、２４００、及び２５００）を参照して本明細書で説明されている接触、ジェスチャ、ユ
ーザインタフェースオブジェクト、強度閾値、フォーカスセレクタ、及びアニメーション
の特性のうちの１つ以上を、任意選択的に、有する。簡潔性のために、これらの詳細は、
ここでは繰り返さない。
【０４５１】
　図１５Ａは、いくつかの実施形態による、ユーザインタフェース間をナビゲートする方
法１５００の流れ図を示す。方法１５００は、ディスプレイ、タッチ感知面、及びタッチ
感知面との接触の強度を検出するための１つ以上のセンサを備える電子デバイス（例えば
、図３のデバイス３００、又は図１Ａのポータブル多機能デバイス１００）において実行
される。いくつかの実施形態では、ディスプレイはタッチスクリーンディスプレイであり
、タッチ感知面が、ディスプレイ上にある又はディスプレイに組み込まれている。いくつ
かの実施形態では、ディスプレイはタッチ感知面から分離している。いくつかの実施形態
では、タッチ感知面は、ディスプレイとは別個のトラックパッド又は遠隔制御デバイスの
一部である。いくつかの実施形態では、方法１０００の動作は、リモコン及びディスプレ
イと通信しているオーディオファイル及び／又は映像ファイルの管理、再生、及び／又は
ストリーミング（例えば、外部のサーバからの）のために構成された電子デバイス（例え
ば、カリフォルニア州ＣｕｐｅｒｔｉｎｏのＡｐｐｌｅ　Ｉｎｃ．製のＡｐｐｌｅ　ＴＶ
）により実行される。方法１５００の一部の動作が、任意選択的に、組み合わされ、及び
／又は、一部の動作の順序が、任意選択的に変えられる。
【０４５２】
　以下で説明されるように、方法１５００は、ユーザインタフェース間をナビゲートする
ための、直感的な方法を提供する。この方法は、ユーザインタフェース間をナビゲートす
る際の、ユーザに対する認知負担を軽減し、それにより、より効率的なヒューマンマシン
インタフェースを作り出す。バッテリ動作電子デバイスに関しては、ユーザが、より速く
、より効率的に、ユーザインタフェース間をナビゲートすることが可能となることにより
、電力が節約され、バッテリを充電する間隔が増大する。
【０４５３】
　デバイスは、ディスプレイ上に第１のアプリケーションの第１のユーザインタフェース
を表示する（１５０２）。第１のユーザインタフェースは、後方ナビゲーションコントロ
ールを含む（例えば、ユーザインタフェース６Ｍは、後方ナビゲーションコントロールア
イコン６１４を含む）。いくつかの実施形態では、後方ナビゲーションコントロールは、
アクティブ化されると（例えば、タップジェスチャにより）、デバイスにアプリケーショ
ン内の現在のユーザインタフェースの表示をアプリケーション内に表示された前のユーザ
インタフェースの表示に置き換えさせる、戻るボタン又は他のアイコンである。いくつか
の実施形態では、第１のユーザインタフェースは、アプリケーションの現在のユーザイン
タフェースであり、その表示に、アプリケーションの一連の以前のユーザインタフェース
の表示が先行していた。いくつかの実施形態では、アプリケーションの一連の以前のユー
ザインタフェースは、ユーザインタフェース上に設けられた後方ナビゲーションコントロ
ールをアクティブ化することにより、逆時系列順にナビゲートされる。
【０４５４】
　いくつかの実施形態では、アプリケーションに対するユーザインタフェースは、階層内
に配置され、後方ナビゲーションコントロールは、アクティブ化されると（例えば、タッ
プジェスチャにより）、デバイスに階層の第１のレベル内の現在のユーザインタフェース
の表示を階層内の第２のレベルの前のユーザインタフェースの表示に置き換えさせる、戻
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るボタン又は他のアイコンであり、第２のレベルは、階層内で第１のレベルに隣接して第
１のレベルより上位である。いくつかの実施形態では、第１のユーザインタフェースは、
アプリケーションの現在のユーザインタフェースであり、その表示に、階層内の一連の以
前のユーザインタフェースの表示が先行していた。いくつかの実施形態では、アプリケー
ションに対する階層の一連のユーザインタフェースは、後方ナビゲーションコントロール
をアクティブ化することにより、逆の階層順にナビゲートされる。例えば、電子メールア
プリケーション内の階層の一連（メールボックス及び受信ボックスの複数のレベルを含む
）は、ユーザインタフェース上に設けられた後方ナビゲーションコントロールをアクティ
ブ化することにより、逆の階層順にナビゲートされる。
【０４５５】
　第１のアプリケーションの第１のユーザインタフェースをディスプレイ上に表示してい
る間に、デバイスは、ディスプレイ上の後方ナビゲーションコントロールに対応する位置
でのタッチ感知面上の第１の接触によるジェスチャを検出する（例えば、図６Ｍの接触６
１２を含むタップジェスチャ、又は図６Ｏの接触６２４を含むタップジェスチャ）（１５
０４）。
【０４５６】
　後方ナビゲーションコントロールに対応する位置でのタッチ感知面上の第１の接触によ
るジェスチャを検出したことに応じて（１５０６）、第１の接触によるジェスチャが、１
つ以上の所定の強度基準を満たす（例えば、ジェスチャの間の第１の接触の強度が深い押
圧強度閾値などの所定の閾値強度と一致する又は上回る）第１の接触の強度を有するジェ
スチャ（例えば、静止した深い押圧ジェスチャ）であるという判定に従って、デバイスは
、第１のアプリケーションの第１のユーザインタフェースの表示を、第１のユーザインタ
フェースの表現及び第２のユーザインタフェースの表現を含む第１のアプリケーションの
ユーザインタフェースの複数の表現の表示に置き換える（１５０８）。例えば、図６Ｍ～
図６Ｎに示すように、デバイス１００は、接触６１２が深い押圧強度閾値を満たす強度を
含むことを判定し、これに応じて、以前に表示されたウェブブラウジングユーザインタフ
ェース５０２、６１６、及び６２０のそれぞれのユーザインタフェース表現５０８、６１
８、及び６２２を表示する。
【０４５７】
　いくつかの実施形態では、深い押圧ジェスチャが後方ナビゲーションコントロール上で
あることを必要とするのではなく、深い押圧ジェスチャは、ディスプレイの左端に対応す
るタッチ感知面の領域上、又はディスプレイの左端に隣接する領域に対応するタッチ感知
面の領域内で行われる。いくつかの実施形態では、深い押圧ジェスチャが後方ナビゲーシ
ョンコントロールに対応するタッチ感知面の領域上であることを必要とするのではなく、
深い押圧ジェスチャは、タッチ感知面上の任意の場所で行われる。いくつかの実施形態で
は、第１の接触によるジェスチャは、親指の平坦な部分で行われる。
【０４５８】
　後方ナビゲーションコントロールに対応する位置でのタッチ感知面上の第１の接触によ
るジェスチャを検出したことに応じて（１５０６）、第１の接触によるジェスチャが、１
つ以上の所定の強度基準を満たさない（例えば、ジェスチャの間の第１の接触の強度が所
定の閾値強度を下回ったままである）第１の接触の強度を有するジェスチャ（例えば、タ
ップジェスチャ）であるという判定に従って、デバイスは、第１のアプリケーションの第
１のユーザインタフェースの表示を、第１のアプリケーションの第２のユーザインタフェ
ースの表示に置き換える（例えば、第２のユーザインタフェースの他に、第１のアプリケ
ーション内の他のユーザインタフェースを表示せずに）（１５１０）。例えば、図６Ｏ～
図６Ｐに示すように、デバイス１００は、接触６２４が深い押圧強度閾値を満たす強度を
含まないことを判定し、これに応じて、ウェブブラウジングユーザインタフェース５０２
の表示の前に表示されたウェブブラウジングユーザインタフェースに対応するユーザイン
タフェース６１６を表示する。
【０４５９】
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　いくつかの実施形態では、第２のユーザインタフェース表現は、第１のアプリケーショ
ンの第１のユーザインタフェースの表示の直前に表示された第１のアプリケーション内の
ユーザインタフェースに対応する（１５１２）。
【０４６０】
　いくつかの実施形態では、第１のアプリケーション内のユーザインタフェースは、階層
内に配置され、第２のユーザインタフェースは、階層内で、第１のユーザインタフェース
に隣接し、第１のユーザインタフェースより上位のユーザインタフェースに対応する（１
５１４）。
【０４６１】
　図１５Ａにおける動作について説明された特定の順序は単なる例示であり、説明された
順序は、動作を実行することができる唯一の順序であることを示すことを意図するもので
はないことを理解されたい。当業者であれば、本明細書で説明される動作の再順序付けを
する様々な方法を認識するであろう。加えて、本明細書に記載の他の方法に関して本明細
書で記載されている他のプロセスの詳細（例えば、方法１０００、１１００、１２００、
１３００、１４００、２４００、及び２５００）は、また、図１５Ａに関連して上述され
ている方法１５００に類似の方法で適用可能であることを留意されたい。例えば、方法を
参照して上述されている接触、ジェスチャ、ユーザインタフェースオブジェクト、強度閾
値、フォーカスセレクタ、アニメーションは、本明細書で説明されている他の方法（例え
ば、方法１０００、１１００、１２００、１３００、１４００、２４００、及び２５００
）を参照して本明細書で説明されている接触、ジェスチャ、ユーザインタフェースオブジ
ェクト、強度閾値、フォーカスセレクタ、アニメーションの特性のうちの１つ以上を、任
意選択的に、有する。簡潔性のために、これらの詳細は、ここでは繰り返さない。
【０４６２】
　図２４Ａ～図２４Ｆは、いくつかの実施形態による、ユーザインタフェース間をナビゲ
ートする方法２４００の流れ図を示す。方法２４００は、ディスプレイ及びタッチ感知面
を有する電子デバイス（例えば、図３のデバイス３００、又は、図１Ａのポータブル多機
能デバイス１００）にて実行される。いくつかの実施形態では、ディスプレイはタッチス
クリーンディスプレイであり、タッチ感知面が、ディスプレイ上にある又はディスプレイ
に組み込まれている。いくつかの実施形態では、ディスプレイはタッチ感知面から分離し
ている。いくつかの実施形態では、タッチ感知面は、ディスプレイとは別個のトラックパ
ッド又は遠隔制御デバイスの一部である。いくつかの実施形態では、方法２４００の動作
は、リモコン及びディスプレイと通信しているオーディオファイル及び／又は映像ファイ
ルの管理、再生、及び／又はストリーミング（例えば、外部のサーバからの）のために構
成された電子デバイス（例えば、カリフォルニア州ＣｕｐｅｒｔｉｎｏのＡｐｐｌｅ　Ｉ
ｎｃ．製のＡｐｐｌｅ　ＴＶ）により実行される。方法２４００の一部の動作が、任意選
択的に、組み合わされ、及び／又は、一部の動作の順序が、任意選択的に変えられる。
【０４６３】
　以下で説明されるように、方法２４００は、ユーザインタフェース間をナビゲートする
ための、直感的な方法を提供する。この方法は、ユーザインタフェース間をナビゲートす
る際の、ユーザに対する認知負担を軽減し、それにより、より効率的なヒューマンマシン
インタフェースを作り出す。バッテリ動作電子デバイスに関しては、ユーザが、より速く
、より効率的に、ユーザインタフェース間をナビゲートすることが可能となることにより
、電力が節約され、バッテリを充電する間隔が増大する。
【０４６４】
　デバイスは、ディスプレイ上に、アプリケーションに対するユーザインタフェースを表
示する（２４０２）。デバイスは、タッチ感知面の縁部に近接した接触の特性強度の変化
を検出することを含む、縁部入力を検出する（２４０４）。縁部入力を検出したことに応
じて、縁部入力がシステムジェスチャ基準を満たすという判定に従って、デバイスは、ア
プリケーションに依存しない動作を実行する（例えば、システムジェスチャ基準の検出は
、アプリケーションジェスチャ基準の検出に優先し、例えば、アプリケーションに依存し
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ない動作は、アプリケーションジェスチャ基準が同時に満たされる場合でも実行される）
（２４０６）。システムジェスチャ基準は、強度基準を含む。いくつかの実施形態では、
強度基準は、接触の特性強度が第１の強度閾値（例えば、軽い押圧「ＩＴＬ」閾値）を上
回る場合に満たされる。システムジェスチャ基準は、接触（の所定の部分）がタッチ感知
面に対する第１の領域（例えば、タッチ感知面の一部分を含み得る又は含まないことがあ
る領域）内にある間に接触に対する強度基準が満たされた場合に満たされる位置基準を含
む。タッチ感知面に対する第１の領域は、接触の１つ以上の特性に基づき判定される。
【０４６５】
　いくつかの実施形態では、タッチ感知面の縁部に近接する接触の特性強度の変化は、ア
プリケーション内のそれぞれの動作に対応する位置で検出される（２４０８）。
【０４６６】
　いくつかの実施形態では、縁部入力を検出したことに応じて、縁部入力がアプリケーシ
ョンジェスチャ基準を満たし、システムジェスチャ基準を満たさないという判定に従って
、デバイスは、アプリケーションに依存しない動作を実行する代わりに、アプリケーショ
ン内のそれぞれの動作を実行する（２４１０）。いくつかの実施形態では、縁部入力がシ
ステムジェスチャ基準を満たさず、アプリケーションジェスチャ基準を満たさないという
判定に従って、デバイスは、アプリケーションに依存しない動作及びアプリケーション内
のぞれぞれの動作の実行を取り止める。
【０４６７】
　いくつかの実施形態では、強度基準は、タッチ感知面の縁部に近接する接触の（検出さ
れた）特性強度が第１の強度閾値を上回り、タッチ感知面の縁部に近接する接触の（検出
された）特性強度が第２の強度閾値を下回る場合に満たされる（２４１２）。いくつかの
実施形態では、入力の特性強度の第２の強度閾値を上回る増大の検出は、接触の移動を必
要とせずに、マルチタスクＵＩを起動する。
【０４６８】
　いくつかの実施形態では、タッチ感知面に対する第１の領域は、タッチ感知面の縁部に
近接する接触が第１の空間的性質を有する（例えば、平坦な指の入力の大きく、長円形の
接触特性である）場合には、第１の境界（例えば、第１のサイズ及び位置）を有し、タッ
チ感知面の縁部に近接する接触が第２の空間的性質を有する（例えば、指先の入力の小さ
な、丸い接触特性である）場合には、第１の境界とは異なる第２の境界（例えば、第２の
サイズ及び／又は位置）を有する（２４１４）。いくつかの実施形態では、領域のサイズ
及び／又は位置は、接触のサイズにより動的に変化する。いくつかの実施形態では、接触
は分類され、接触の分類に基づいて、異なるサイズ及び／又は形状の複数の領域のうちの
１つが選択される。
【０４６９】
　いくつかの実施形態では、縁部入力を検出することは、タッチ感知面の縁部に近接する
タッチ感知面上の接触の第１の部分を検出すること、及び、接触の第１の部分に基づいて
、タッチ感知面の縁部を越えて延びる、タッチ感知面の縁部に近接する接触の第２の部分
を外挿することを含み（２４１６）、位置基準を満たす目的のために、接触の位置は、接
触の外挿された第２の部分に少なくとも部分的に基づいて判定される（例えば、接触の第
２の部分の位置の予測に基づくタッチ感知面の縁部からの最大距離により、タッチ感知面
の縁部に近接する接触の第２の部分の位置を判定する）（例えば、接触は、左に予測され
、位置判定は、接触の最も左の部分に基づく）。
【０４７０】
　いくつかの実施形態では、タッチ感知面の縁部に近接する接触が第１の空間的性質を有
するという判定に従って、タッチ感知面に対する第１の領域は、タッチ感知面から完全に
外れて配置され（例えば、タッチ感知面の外側から始まり、第１の接触の第１の部分が検
出されたタッチ感知面の縁部から遠ざかるように延びる領域内に配置される。これによっ
て、接触が第１の領域内にあるか否かの判定は、タッチ感知面の縁部を越えて延びる接触
の外挿された第２の部分に基づく）（２４１８）、タッチ感知面の縁部に近接する接触が
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第２の空間的性質を有するという判定に従って、タッチ感知面に対する第１の領域は、タ
ッチ感知面の縁部に近接する、タッチ感知面上に配置された第１の部分、及び、タッチ感
知面の縁部から遠ざかるように延びる、タッチ感知面から外れて配置された第２の部分（
例えば、タッチ感知面内から始まり、第１の接触の第１の部分が検出されたタッチ感知面
の縁部から離れてタッチ感知面から外れて延びる領域内に配置される。これによって、接
触が第１の領域内にあるか否かの判定は、タッチ感知面の縁部を越えて延びる接触の外挿
された第２の部分、又はタッチ感知面上で検出される接触の一部分（例えば、接触がタッ
チ感知面上で全体が検出される場合）のいずれかに基づくことができる）を含む。
【０４７１】
　いくつかの実施形態では、タッチ感知面の縁部に近接する接触が第１の空間的性質を有
するという判定に従って、タッチ感知面に対する第１の領域は、タッチ感知面の縁部から
一定の距離に配置された第１の境界から遠ざかるように延び、タッチ感知面から完全に外
れて配置され（例えば、タッチ感知面の外側から始まり、第１の接触の第１の部分が検出
されたタッチ感知面の縁部から離れて延びる領域内に配置される。これによって、接触が
第１の領域内にあるか否かの判定は、タッチ感知面の縁部を越えて延びる接触の外挿され
た第２の部分に基づく）（２４２０）、タッチ感知面の縁部に近接する接触が第２の空間
的性質を有するという判定に従って、タッチ感知面に対する第１の領域は、タッチ感知面
の縁部から第２の一定の距離に配置された第２の境界から遠ざかるように延び、タッチ感
知面から完全に外れて配置され、第２の一定の距離は、第１の一定の距離より短い（例え
ば、平坦な指の入力に対応する境界は、指先の入力に対応する境界よりタッチ感知面の縁
部に近い）。
【０４７２】
　いくつかの実施形態では、タッチ感知面の縁部に近接する接触の一部分（例えば、第２
の部分）がタッチ感知面の縁部を越えて延びるという判定に従って、接触の位置は、タッ
チ感知面の縁部を越えて延びる接触の（第２の）部分の位置の予測に基づく、タッチ感知
面の縁部を越えてタッチ感知面の縁部から最も遠くに延びる接触の（第２の）部分の位置
であり（例えば、接触がタッチ感知面を越えて延びる場合、接触の位置は、縁部から最も
遠い点として定義される）（２４２２）、タッチ感知面の縁部に近接する接触のどの部分
もタッチ感知面の縁部を越えて延びないという判定に従って、接触の位置は、タッチ感知
面の縁部に最も近い接触の位置である（例えば、接触が、全体がタッチ感知面上にある場
合、接触の位置は、縁部に最も近い点として定義される）。いくつかの実施形態では、接
触の位置は、接触の先（例えば、左）端上の複数の点の平均位置として定義される。いく
つかの実施形態では、接触の位置は、接触の重心として定義される。
【０４７３】
　いくつかの実施形態では、タッチ感知面に対する第１の領域が基づく、１つ以上の特性
は、タッチ感知面の縁部に近接する接触のサイズを含む（例えば、指先の入力の接触形状
特性は、平坦な指の入力の接触形状特性より厳格なアクティブ化領域を発動する）（２４
２４）。
【０４７４】
　いくつかの実施形態では、タッチ感知面の縁部に近接する接触のサイズは、接触のキャ
パシタンスの測定値、接触の形状、及び接触の領域の１つ以上に基づく（例えば、平坦な
親指は、接触のキャパシタンスの正規化された合計である、より大きな信号合計（larger
 signal total）（例えば、タッチ感知面との接触がどの程度しっかり行われているか）
、より大きな幾何平均半径√（（長軸）２＋（短軸）２）（例えば、これは接触の領域を
示し、より長円形の接触に対してより大きい）、及びより大きな短半径（例えば、指がタ
ッチ感知面上に平坦に置かれているか否かを示す）により示される）（２４２６）。
【０４７５】
　いくつかの実施形態では、第１の領域の第１の境界と第１の領域の第２の境界との差は
、タッチ感知面の縁部の中央部分付近でより大きく、タッチ感知面の縁部の遠位部分付近
でより小さい（例えば、第１の領域の境界と第２の領域の境界との間の距離は、タッチ感
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知面の角部に向かって減少する）（２４２８）。いくつかの実施形態では、第１の領域の
第１の境界及び第１の領域の第２の境界は、タッチ感知面の角部から所定の距離内では一
致する。いくつかの実施形態では、画面の縁部に近接する接触が第２の空間的性質を有す
る場合、接触の位置がタッチ感知面の角部に近接しているという判定に従って、第１の領
域は、第１のサイズと同じである第２のサイズを有し（例えば、デバイスにわたって届く
場合のユーザの手のひらによる偶発的なアクティブ化を回避するために、拡張されたアク
ティブ化領域は、タッチ感知面の角部で使用できない）、接触の位置がタッチ感知面の角
部に近接していないという判定に従って、第１の領域は、第１のサイズより大きな第２の
サイズを有する。
【０４７６】
　いくつかの実施形態では、タッチ感知面に対する第１の領域は、タッチ感知面の縁部に
近接する接触が第１の速さ閾値を上回る速さ（例えば、所与の閾値を上回り検出された入
力パラメータは、所与の閾値で検出された入力パラメータを含む（例えば、「を上回る」
は、「である又は上回る」を意味する））で移動している場合には、第１又は第２のサイ
ズ（例えば、接触のサイズにより）を有し、タッチ感知面の縁部に近接する接触が第１の
速さ閾値を下回る速さで移動している場合には、第３のサイズを、有する（２４３０）。
いくつかの実施形態では、タッチは、第１の領域内（例えば、５ｍｍ）で始まらなければ
ならず、強度閾値を上回る特性強度の増大は、接触が速さ閾値を上回り第２の領域内（例
えば、２０ｍｍ）で移動している間に検出されなければならない。いくつかの実施形態（
例えば、アプリケーションが位置を縁部スワイプ動作と関連付ける）では、接触がシステ
ムジェスチャ基準を満たさない場合、デバイスは、アプリケーション特定の動作（例えば
、アプリケーション内のナビゲーション）を実行する。
【０４７７】
　いくつかの実施形態では、システムジェスチャ基準は、タッチ感知面上の所定の動き方
向を指定する方向基準を更に含み（２４３２）、方向基準は、タッチ感知面の縁部に近接
する接触がタッチ感知面上の所定の方向に移動する（例えば、水平な移動より、より垂直
な移動）場合に満たされる。
【０４７８】
　いくつかの実施形態では、アプリケーションに依存しない動作の実行を開始した後で、
デバイスは、タッチ感知面上の、タッチ感知面の縁部に近接する接触の移動を検出する（
２４３４）。接触の移動を検出したことに応じて、接触の移動が所定の方向であるという
判定に従って、デバイスは、アプリケーションに依存しない動作の実行を継続し、接触の
移動が所定の方向以外の方向であるという判定に従って、デバイスは、アプリケーション
に依存しない動作の実行を終了する。
【０４７９】
　いくつかの実施形態では、システムジェスチャ基準は、システムジェスチャ基準が満た
される前に、タッチ感知面の縁部に近接する接触がタッチ感知面に対する（例えば、タッ
チ感知面上の）第２の領域の外側に（例えば、縁部から２０ｍｍより多く離れて）移動す
る場合に、システムジェスチャ基準が満たされるのを回避する（例えば、システムジェス
チャ基準は、接触が領域内に戻って移動したとしても満たされ得ない）、失敗条件を更に
含む（２４３６）。例えば、アプリケーションに依存しない動作の実行を開始する前に、
デバイスは、タッチ感知面上の、タッチ感知面の縁部に近接する接触の移動を検出し、接
触の移動を検出したことに応じて、接触がタッチ感知面に対する第２の領域の外側に移動
したという判定に従って、デバイスは、システムジェスチャ基準が満たされるのを回避す
る（例えば、デバイスは、アプリケーションに依存しない動作の実行を回避する）。シス
テムジェスチャ基準が満たされるのを回避している間に、デバイスは、入力の終了（例え
ば、タッチ感知面の縁部に近接する接触のリフトオフを含む）を検出し、入力の終了を検
出したことに応じて、デバイスは、システムジェスチャジェスチャ基準が満たされるのを
回避するのを停止する。
【０４８０】
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　いくつかの実施形態では、システムジェスチャ基準は、タッチ感知面の縁部に近接する
接触の特性強度が、接触がタッチ感知面に対する第１の領域内にある間に、強度閾値を下
回る強度から強度閾値である又は上回る強度に増大するという必要条件（例えば、追加の
必要条件）を含む（例えば、接触が第１の領域の外側にある間に接触の特性強度が増大し
て強度閾値を上回り、その後、接触の特性強度が減少して強度閾値を下回ることなく、接
触が第１の領域内に移動する場合、システムジェスチャ基準は、満たされない）（２４３
８）。
【０４８１】
　いくつかの実施形態では、強度基準は、時間に基づき変化する（例えば、タッチ感知面
の縁部に近接する接触の最初の検出、又は接触の強度の変化の検出に対する時間に基づい
て。例えば、タッチダウン後の最初の１００ｍｓの間、強度閾値に１５０ｇ追加）（２４
４０）。
【０４８２】
　いくつかの実施形態では、アプリケーションに依存しない動作（例えば、システム動作
）は、電子デバイスのアプリケーション間のナビゲーションのための動作である（例えば
、マルチタスク動作、例えば、異なる／前のアプリケーションに切り換えること、又はマ
ルチタスクユーザインタフェースに入ること）（２４４２）。
【０４８３】
　いくつかの実施形態では、アプリケーション内のそれぞれの動作は、キー押下動作であ
る（例えば、キーボードに対する文字挿入動作、又はキーボード切換動作、又はシフトキ
ーアクティブ化動作）（２４４４）。
【０４８４】
　いくつかの実施形態では、アプリケーション内のそれぞれの動作は、ページ切換動作で
ある（例えば、次のページ、前のページなど）（２４４６）。
【０４８５】
　いくつかの実施形態では、アプリケーション内のそれぞれの動作は、アプリケーション
に関連付けられた階層内のナビゲーションのためのものである（例えば、アプリケーショ
ンのレベル間（例えば、歌とプレイリスト）、又はアプリケーションの履歴（例えば、ウ
ェブブラウジング履歴内の戻る及び進む））（２４４８）。
【０４８６】
　いくつかの実施形態では、アプリケーション内のそれぞれの動作は、プレビュー動作で
ある（例えば、リスト内のリンク又は行に対して、のぞき見る及び飛び出すこと）（２４
５０）。
【０４８７】
　いくつかの実施形態では、アプリケーション内のそれぞれの動作は、メニュー表示動作
である（例えば、クイックアクション、又は連絡先メニュー）（２４５２）。
【０４８８】
　図２４Ａ～図２４Ｆにおける動作について記載された特定の順序は単なる例示であり、
記載された順序は、動作を実行することができる唯一の順序であることを示すことを意図
するものではないことを理解されたい。当業者であれば、本明細書で説明される動作の再
順序付けをする様々な方法を認識するであろう。加えて、本明細書に記載の他の方法に関
して本明細書で記載されている他のプロセスの詳細（例えば、方法１０００、１１００、
１２００、１３００、１４００、１５００、及び２５００）は、また、図２４Ａ～図２４
Ｆに関連して上述されている方法２４００に類似の方法で適用可能であることを留意され
たい。例えば、方法を参照して上述されている接触、ジェスチャ、ユーザインタフェース
オブジェクト、強度閾値、フォーカスセレクタ、アニメーションは、本明細書で説明され
ている他の方法（例えば、方法１０００、１１００、１２００、１３００，１４００、１
５００、及び２５００）を参照して本明細書で説明されている接触、ジェスチャ、ユーザ
インタフェースオブジェクト、強度閾値、フォーカスセレクタ、アニメーションの特性の
うちの１つ以上を、任意選択的に、有する。簡潔性のために、これらの詳細は、ここでは



(115) JP 6317017 B2 2018.4.25

10

20

30

40

50

繰り返さない。
【０４８９】
　図２５Ａ～図２５Ｈは、いくつかの実施形態による、ユーザインタフェース間をナビゲ
ートする方法２５００の流れ図を示す。方法２５００は、ディスプレイ及びタッチ感知面
を有する電子デバイス（例えば、図３のデバイス３００、又は、図１Ａのポータブル多機
能デバイス１００）にて実行される。いくつかの実施形態では、ディスプレイはタッチス
クリーンディスプレイであり、タッチ感知面が、ディスプレイ上にある又はディスプレイ
に組み込まれている。いくつかの実施形態では、ディスプレイはタッチ感知面から分離し
ている。いくつかの実施形態では、タッチ感知面は、ディスプレイとは別個のトラックパ
ッド又は遠隔制御デバイスの一部である。いくつかの実施形態では、方法２５００の動作
は、リモコン及びディスプレイと通信しているオーディオファイル及び／又は映像ファイ
ルの管理、再生、及び／又はストリーミング（例えば、外部のサーバからの）のために構
成された電子デバイス（例えば、カリフォルニア州ＣｕｐｅｒｔｉｎｏのＡｐｐｌｅ　Ｉ
ｎｃ．製のＡｐｐｌｅ　ＴＶ）により実行される。方法２５００の一部の動作が、任意選
択的に、組み合わされ、及び／又は、一部の動作の順序が、任意選択的に変えられる。
【０４９０】
　以下で説明されるように、方法２５００は、ユーザインタフェース間をナビゲートする
ための、直感的な方法を提供する。この方法は、ユーザインタフェース間をナビゲートす
る際の、ユーザに対する認知負担を軽減し、それにより、より効率的なヒューマンマシン
インタフェースを作り出す。バッテリ動作電子デバイスに関しては、ユーザが、より速く
、より効率的に、ユーザインタフェース間をナビゲートすることが可能となることにより
、電力が節約され、バッテリを充電する間隔が増大する。
【０４９１】
　デバイスは、ディスプレイ上に、第１のアプリケーションの第１のビューを表示する（
２５０２）。第１のビューを表示している間に、デバイスは、タッチ感知面上の第１の接
触を検出することを含む、第１の入力の第１の部分を検出する（２５０４）。第１の入力
の第１の部分を検出したことに応じて、第１の入力の第１の部分がアプリケーション切換
基準（例えば、強度基準（例えば、「のぞき見る」強度）及び位置基準（例えば、タッチ
感知面の縁部に近接する）、又は、方法２４００を参照して上述したものなどの、強度に
基づく縁部スワイプの発見的方法を含む）を満たすという判定に従って、デバイスは、デ
ィスプレイ上に、第１のアプリケーションビュー及び第２のアプリケーションビューを含
む複数のアプリケーションビューの部分を同時に表示する（及び、任意選択的に、第１の
アプリケーションビューの別の部分の表示を停止する（例えば、第１のアプリケーション
ビューの一部分をディスプレイから外して滑らせることにより））（２５０６）。複数の
アプリケーションビューの部分を同時に表示している間に、デバイスは、第１の接触のリ
フトオフを含む第１の入力の第２の部分を検出する（２５０８）。第１の接触のリフトオ
フを含む第１の入力の第２の部分を検出したことに応じて、第１の入力の第２の部分が、
第１の接触のリフトオフがタッチ感知面の第１の領域（例えば、タッチ感知面の左端に近
接する部分）内で検出された場合に満たされる基準を含む、第１のビュー表示基準を満た
すという判定に従って、デバイスは、第２のアプリケーションビューの部分を表示するこ
とを停止し（２５１０）、ディスプレイ上に第１のアプリケーションビュー（の全体）を
表示し、第１の入力の第２の部分が、第１の接触のリフトオフがタッチ感知面の第１の領
域とは異なるタッチ感知面の第２の領域（例えば、タッチ感知面の中間部分）内で検出さ
れた場合に満たされる基準を含む、マルチビュー表示基準を満たすという判定に従って、
デバイスは、第１の接触のリフトオフを検出した後、第１のアプリケーションビューの少
なくとも一部分及び第２のアプリケーションビューの少なくとも一部分のディスプレイ上
での同時表示を維持する。
【０４９２】
　いくつかの実施形態では、第１の接触のリフトオフを含む第１の入力の第２の部分を検
出したことに応じて、第１の入力の第２の部分が、第１の接触のリフトオフがタッチ感知
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面の第１の領域及びタッチ感知面の第２の領域とは異なるタッチ感知面の第３の領域（例
えば、タッチ感知面の右端に近接する部分）内で検出された場合に満たされる基準を含む
、第２のビュー表示基準を満たすという判定に従って、デバイスは、第１のアプリケーシ
ョンビューの表示を停止し（２５１２）、ディスプレイ上に第２のアプリケーションビュ
ー（の全体）を表示する。
【０４９３】
　いくつかの実施形態では、タッチ感知面上の第１の接触を検出することを含む第１の入
力の第１の部分を検出することの後、かつ第１の接触のリフトオフを含む第１の入力の第
２の部分を検出する前に、デバイスは、タッチ感知面上の第１の接触の移動を検出する（
２５１４）。第１の接触の移動を検出したことに応じて、第１の接触がタッチ感知面の第
２の領域内に移動するという判定に従って、デバイスは、第１のアプリケーションビュー
及び第２のアプリケーションビューを含む複数のアプリケーションビューのそれぞれのサ
イズを縮小する。いくつかの実施形態では、アプリケーションビューのサイズは、タッチ
感知面の第２の領域にわたる接触の継続的移動に伴って動的に縮小される（例えば、接触
が第２の領域にわたってどこまで移動したかとアプリケーションビューのサイズとの間に
相関がある）。いくつかの実施形態では、接触がタッチ感知面の第２の領域内にある時に
アプリケーションビューのサイズを縮小することは、ユーザに、第２の領域内の接触のリ
フトオフがマルチタスクユーザインタフェースを起動するであろうことを示す。いくつか
の実施形態では、第２のアプリケーションビューの一部分は、収縮して、第２の領域内の
接触の移動の方向に移動する（例えば、動的収縮を模擬して、アプリケーションの「カー
ド」を「スタック」から離して滑らせる）。いくつかの実施形態では、アプリケーション
ビューの２つ以上の間の距離は、第１の接触の移動により変化する（例えば、最上部のア
プリケーションビュー以外のアプリケーションビューは、第１の接触がディスプレイにわ
たって移動するにつれて、サイズが縮小することに加えて、離れるように移動する）。
【０４９４】
　いくつかの実施形態では、第１のアプリケーションビュー及び第２のアプリケーション
ビューを含む複数のアプリケーションビューのそれぞれのサイズを縮小している間に、デ
バイスは、タッチ感知面上の第１の接触の継続的移動を検出する（２５１６）。第１の接
触の継続的移動を検出したことに応じて、第１の接触がタッチ感知面の第３の領域内に移
動するという判定に従って、デバイスは、第１のアプリケーションビュー及び第２のアプ
リケーションビューを含む複数のアプリケーションビューのそれぞれのサイズを拡大する
。いくつかの実施形態では、アプリケーションビューのサイズは、タッチ感知面の第３の
領域にわたる接触の継続的移動により動的に拡大される（例えば、接触が第３の領域にわ
たってどこまで移動したかとアプリケーションビューのサイズとの間に相関がある）。い
くつかの実施形態では、接触がタッチ感知面の第３の領域内にある時にアプリケーション
ビューのサイズを拡大することは、ユーザに、第３の領域内の接触のリフトオフが第２の
アプリケーションビューに関連付けられたアプリケーションをアクティブ化する（例えば
、以前のアプリケーションに切り換える）であろうことを示す。いくつかの実施形態では
、第２のアプリケーションビューの一部分は、拡張して、第３の領域内の接触の移動と反
対の方向に移動する（例えば、第２のアプリケーションビューの第２のアプリケーション
に対するユーザインタフェースへの動的拡張を模擬する）。いくつかの実施形態では、ア
プリケーションビューのうちの２つ以上の間の距離は、第１の接触の移動により変化する
（例えば、最上部のアプリケーションビュー以外のアプリケーションビューは、第１の接
触がディスプレイにわたって移動を継続するにつれて、サイズが拡大することに加えて、
一体に移動する）。
【０４９５】
　いくつかの実施形態では、タッチ感知面上の第１の接触を検出することを含む第１の入
力の第１の部分を検出することの後、かつ第１の接触のリフトオフを含む第１の入力の第
２の部分を検出する前に、デバイスは、タッチ感知面上の第１の接触の移動を検出する（
２５１８）。第１の接触の移動を検出したことに応じて、第１の接触がタッチ感知面上の
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２つのそれぞれの領域の間の境界を横切るという判定に従って、デバイスは、触知出力を
提供する。いくつかの実施形態では、デバイスは、接触がタッチ感知面の第２の領域から
タッチ感知面の第３の領域内に移動すると触覚フィードバックを提供するが、接触が第３
の領域から第２の領域に戻って移動する時には、提供しない。
【０４９６】
　いくつかの実施形態では、複数のアプリケーションビューのそれぞれの部分の表示は、
部分的に重なり合っていて（２５２０）、この重なり合いは、第１のアプリケーションビ
ューの表示部分が第２のアプリケーションビューの表示部分に部分的に重なり合うことを
含む。
【０４９７】
　いくつかの実施形態では、第１のアプリケーションビュー及び第２のアプリケーション
ビューは、同じアプリケーションのビュー（例えば、ウェブページのタブ）である（２５
２２）。
【０４９８】
　いくつかの実施形態では、第１のアプリケーションビューは、第１のアプリケーション
のビューであり（２５２４）、第２のアプリケーションビューは、第１のアプリケーショ
ンとは異なる第２のアプリケーションのビューである。
【０４９９】
　いくつかの実施形態では、第１の入力の第２の部分が、第１の接触のリフトオフがタッ
チ感知面の第１の領域とは異なるタッチ感知面の第２の領域内で検出された場合に満たさ
れる基準を含む、マルチビュー表示基準を満たすという判定に従って、ディスプレイ上の
第１のアプリケーションビューの少なくとも一部分及び第２のアプリケーションビューの
少なくとも一部分の同時表示を維持することは、ユーザインタフェース選択モードに入る
こと、及び、第１のアプリケーションビューの少なくとも一部分及び第２のアプリケーシ
ョンビューの少なくとも一部分を含む、複数のユーザインタフェース表現をスタック内に
ディスプレイ上に表示することを含み（２５２６）、第２のアプリケーションビューの少
なくとも一部分に対応する、少なくとも第１のユーザインタフェース表現、及び、第１の
アプリケーションビューの少なくとも一部分に対応し、スタック内の第１のユーザインタ
フェース表現の上に配置された、少なくとも第２のユーザインタフェース表現は、ディス
プレイ上で見えており、第２のユーザインタフェース表現は、第１のユーザインタフェー
ス表現から第１の方向にオフセット（例えば、ディスプレイ上で右に側方にオフセット）
しており、第２のユーザインタフェース表現は、第１のユーザインタフェース表現を部分
的に露出させる。いくつかの実施形態では、スタック内の表現は、ディスプレイ上の一方
向に（例えば、図５Ｐ及び図２２Ｃに示すように、右に）部分的に広げられる。いくつか
の実施形態では、所与の時点で、スタック内の所定の数の表現（例えば、２つ、３つ、４
つ、又は５つの表現）に対する情報（例えば、対応するユーザインタフェースに対するア
イコン、タイトル、及びコンテンツ）は見えるが、スタック内の表現の残部は、画面外に
あるか、見える情報を含む表現の下にあるかのいずれかである。いくつかの実施形態では
、見える情報を含む表現の下の表現は、非常に近接して一体に積み重ねられるので、これ
らの表現に対しては情報は表示されない。いくつかの実施形態では、見える情報を含む表
現の下の表現は、図５Ｐに示すように、一般的な縁部５０３だけなどの、様式的な表現で
ある。
【０５００】
　いくつかの実施形態では、ユーザインタフェース選択モードである間に、デバイスは、
ディスプレイ上の第１のユーザインタフェース表現の位置に対応するタッチ感知面上の位
置での第２の接触によるドラッグジェスチャを含む第２の入力を検出し（２５２８）、第
２の接触は、ディスプレイ上の第１の方向に対応する方向にタッチ感知面にわたって移動
し、第２の接触がディスプレイ上の第１のユーザインタフェース表現の位置に対応するタ
ッチ感知面上の位置にあり、ディスプレイ上の第１の方向に対応する方向にタッチ感知面
にわたって移動している間に、デバイスは、第１のユーザインタフェース表現を、ディス
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プレイ上の第１の方向にタッチ感知面上の第２の接触の速さに応じた第１の速さで移動し
、デバイスは、第１のユーザインタフェース表現の上方に配置された第２のユーザインタ
フェース表現を、第１の方向に第１の速さより速い第２の速さで移動させる。例えば、第
１のユーザインタフェース表現をタッチ感知ディスプレイ上で移動させることに関して、
指接触の下のカード又は他の表現は、指接触と同じ速さで移動し、トラックパッドに結合
されたディスプレイ上では、接触の位置に対応する位置のカード又は他の表現は、トラッ
クパッド上の指接触の速さに対応する（又は、基づく）画面上の速さで移動する。いくつ
かの実施形態では、フォーカスセレクタは、タッチ感知面上の接触の位置に対応する画面
上の位置を示すようにディスプレイ上に表示される。いくつかの実施形態では、フォーカ
スセレクタは、カーソル、移動可能なアイコン、又は画面上のオブジェクト（例えば、ユ
ーザインタフェース表現）をフォーカスのないオブジェクトの類似物から分離する視覚的
差別化要素（visual differentiators）により表すことができる。別の実施例では、第２
のユーザインタフェース表現を移動させることに関して、いくつかの実施形態では、第１
の方向は右方向である。いくつかの実施形態では、第１の速さは、接触の現在の速さと同
じ速さである。いくつかの実施形態では、第１のユーザインタフェース表現の移動は、指
接触が第１のユーザインタフェース表現を掴んでドラッグしている視覚効果を生成する。
同時に、第２のユーザインタフェース表現は、第１のユーザインタフェース表現より速く
移動している。第２のユーザインタフェース表現のこのより速い移動は、第２のユーザイ
ンタフェース表現がディスプレイの縁部に向かう第１の方向に移動すると、第１のユーザ
インタフェース表現の漸進的により大きな部分が第２のユーザインタフェース表現の下か
ら見せられる視覚効果を生成する。組み合わせて、これら２つの同時移動は、ユーザが、
対応する第１のユーザインタフェースを選択して表示するか決定する前に、第１のユーザ
インタフェース表現をより多く見ることを可能にする。
【０５０１】
　いくつかの実施形態では、スタック内の複数のユーザインタフェース表現の少なくとも
２つの表示を含む、ユーザインタフェース選択モードである間に、デバイスは、スタック
内の少なくとも２つのユーザインタフェース表現の１つに対する選択入力（例えば、ユー
ザインタフェース表現上の位置に対応するタッチ感知面上の位置でのタップジェスチャ）
を検出する（２５３０）。選択入力を検出したことに応じて、デバイスは、スタックの表
示を停止し、少なくとも２つのユーザインタフェース表現のうちの選択された１つに対応
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、スタック内の他のユー
ザインタフェース表現に対応するユーザインタフェースのいずれも表示せずに、選択され
たユーザインタフェース表現に対応するユーザインタフェースが、表示される。いくつか
の実施形態では、選択されたユーザインタフェース表現に対応するユーザインタフェース
の表示は、スタックの表示に取って代わる。
【０５０２】
　いくつかの実施形態では、少なくとも第１のユーザインタフェース表現及び第１のユー
ザインタフェース表現の上の第２のユーザインタフェース表現をスタック内に表示してい
る間に、デバイスは、第１のユーザインタフェース表現に対する削除入力（例えば、第１
のユーザインタフェース表現上の位置に対応するタッチ感知面上の位置での上向きのドラ
ッグジェスチャ）を検出する（２５３２）。第１のユーザインタフェース表現に対する削
除入力を検出したことに応じて、デバイスは、第１のユーザインタフェース表現をスタッ
ク内の第１の位置から除去する。いくつかの実施形態では、閉じるためにスワイプすると
、隣接するアプリケーションビューは、ｚ空間内を一体に移動する（例えば、操作されて
いるアプリケーションビューの背後のアプリケーションビューは、現在のアプリケーショ
ンビューに向かって移動する）。移動が反対方向である場合、隣接するアプリケーション
ビューは、ｚ空間内を互いから離れるように移動する（例えば、操作されているアプリケ
ーションビューの背後のアプリケーションビューは、現在のアプリケーションビューから
離れるように移動する）。
【０５０３】
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　いくつかの実施形態では、ユーザインタフェース選択モードに入ることは、第２のユー
ザインタフェース表現に遷移する時に第１のアプリケーションビューのサイズの縮小をア
ニメーションすること、及び第１のユーザインタフェース表現に遷移する時に第２のアプ
リケーションビューのサイズの縮小をアニメーションすることを含む（２５３４）。例え
ば、「のぞき見る」段階では、ＵＩカードは、アプリケーションビューとして称され、「
飛び出す」段階（例えば、マルチタスクユーザインタフェース）では、ＵＩカードは、ユ
ーザインタフェース表現として称される。いくつかの実施形態では、デバイスは、アプリ
ケーションビュー（例えば、ユーザインタフェース表現になる）のサイズを低減させるこ
とにより、デバイスがマルチタスクユーザインタフェースに入ったことをユーザに示す。
【０５０４】
　いくつかの実施形態では、アプリケーション切換基準は、強度基準を含む（２５３６）
。いくつかの実施形態では、強度基準は、接触の特性強度が第１の強度閾値を上回る場合
に満たされる。いくつかの実施形態では、システムジェスチャ基準は、接触がタッチ感知
面に対する第１の領域（例えば、方法２４００を参照して上述した領域などの、タッチ感
知面の一部分を含み得る又は含まないことがある領域）内にある間に、接触に対する強度
基準が満たされた場合に満たされる、位置基準を含む。
【０５０５】
　いくつかの実施形態では、タッチ感知面に対する第１の領域のサイズは、接触の１つ以
上の特性に基づき判定される（２５３８）。いくつかの実施形態では、タッチ感知面に対
する第１の領域は、タッチ感知面の縁部に近接する接触が第１の空間的性質を有する（例
えば、平坦な指の入力の大きく、長円形の接触特性である）場合には、第１のサイズを有
し、タッチ感知面の縁部に近接する接触が第２の空間的性質を有する（例えば、指先の入
力の小さな、丸い接触特性である）場合には、第２のサイズを有する。いくつかの実施形
態では、領域のサイズは、接触のサイズにより動的に変化する。いくつかの実施形態では
、接触は、分類され、複数の個別のサイズの領域のうちの１つが、選択される。
【０５０６】
　いくつかの実施形態では、アプリケーション切換基準の強度基準は、第１の接触の（検
出された）特性強度が第１の強度閾値（例えば、のぞき見る／プレビュー強度閾値）を上
回り、第１の接触の（検出された）特性強度が第２の強度閾値（例えば、飛び出す／コミ
ット強度閾値）を下回る場合に満たされる（２５４０）。
【０５０７】
　いくつかの実施形態では、第１の入力の第１の部分を検出したことに応じて、第１の入
力の第１の部分がアプリケーション切換基準を満たすという判定に従って、デバイスは、
触知出力を提供する（２５４２）。
【０５０８】
　いくつかの実施形態では、第１の入力の第１の部分を検出したことに応じて、第１の入
力の第１の部分がプレビュー基準を満たすという判定に従って、デバイスは、第１のアプ
リケーションの第１のビューを部分的にディスプレイから外れて移動させ（例えば、ユー
ザインタフェースのサイズを縮小して又はせずに、アクティブなユーザインタフェースを
右に滑らせる）（２５４４）、第２のアプリケーションビューの一部分を第１のアプリケ
ーションの第１のビューが移動された元のディスプレイの位置に表示する（例えば、アク
ティブなユーザインタフェースは、上を滑って、現在アクティブなユーザインタフェース
の下から以前にアクティブだったユーザインタフェースの縁部を見せる）。
【０５０９】
　いくつかの実施形態では、プレビュー基準は、接触がタッチ感知面に対する第１の領域
内にある間に満たされる位置基準、及び、接触の特性強度がプレビュー強度閾値（例えば
、「ヒント」強度）を上回り、アプリケーション切換強度閾値（例えば、「のぞき見る」
強度／第１の強度閾値）を下回る場合に満たされる強度基準を含む（２５４６）。
【０５１０】
　いくつかの実施形態では、アプリケーション切換基準は、第１の接触の強度が増大して
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第１の強度閾値（例えば、のぞき見る／プレビュー強度閾値）を上回る場合に満たされる
基準を含み（２５４８）、第１の接触のリフトオフを検出した後に、ディスプレイ上の第
１のアプリケーションビューの少なくとも一部分及び第２のアプリケーションビューの少
なくとも一部分の同時表示を維持することは、マルチタスクユーザインタフェースを表示
することを含み、第１の入力の第１の部分を検出したことに応じて、第１の入力の第１の
部分が、第１の接触の強度が増大して第１の強度閾値より大きい第２の強度閾値を上回る
場合に満たされる基準を含む、マルチタスク基準を満たすという判定に従って、デバイス
は、マルチタスクユーザインタフェースを表示する。例えば、マルチタスクユーザインタ
フェースは、第１の強度閾値を上回り第２の強度閾値を下回る強度を有する接触、及び、
その後、その接触をタッチ感知面にわたってディスプレイの中間部分に対応する位置に移
動することにより満たすことができる、アプリケーション切換基準を満たすことにより、
又は、第２の強度閾値を上回る強度を有する接触により満たすことができる、マルチタス
ク基準を満たすことにより、のいずれかで表示することができる。
【０５１１】
　いくつかの実施形態では、第１の入力の第１の部分を検出したことに応じて、第１の入
力の第１の部分がマルチタスク基準（例えば、高い強度基準（例えば、「飛び出す」強度
）、及び、任意選択的に、位置基準（例えば、タッチ感知面の縁部に近接する、第１の領
域内、又は第２の領域内）を含む）を満たすという判定に従って、デバイスは、ユーザイ
ンタフェース選択モードに入り（２５５０）、第１のアプリケーションビューの少なくと
も一部分及び第２のアプリケーションビューの少なくとも一部分を含む、複数のユーザイ
ンタフェース表現をスタック内にディスプレイ上に表示する。いくつかの実施形態では、
第２のアプリケーションビューの少なくとも一部分に対応する、少なくとも第１のユーザ
インタフェース表現、及び、第１のアプリケーションビューの少なくとも一部分に対応す
る、スタック内の第１のユーザインタフェース表現の上方に配置された、少なくとも第２
のユーザインタフェース表現は、ディスプレイ上で見えており、第２のユーザインタフェ
ース表現は、第１のユーザインタフェース表現から第１の方向にオフセット（例えば、デ
ィスプレイ上で右に側方にオフセット）しており、第２のユーザインタフェース表現は、
第１のユーザインタフェース表現を部分的に露出させる。いくつかの実施形態では、スタ
ック内の表現は、ディスプレイ上の一方向に（例えば、図５Ｐ及び図２３Ｇに示すように
、右に）部分的に広げられる。いくつかの実施形態では、所与の時点で、スタック内の所
定の数の表現（例えば、２つ、３つ、４つ、又は５つの表現）に対する情報（例えば、対
応するユーザインタフェースに対するアイコン、タイトル、及びコンテンツ）は見えるが
、スタック内の表現の残部は、画面外にあるか、見える情報を含む表現の下にあるかのい
ずれかである。いくつかの実施形態では、見える情報を含む表現の下の表現は、非常に近
接して一体に積み重ねられるので、これらの表現に対しては情報は表示されない。いくつ
かの実施形態では、見える情報を含む表現の下の表現は、図５Ｅに示すように、一般的な
縁部５０３だけなどの、様式的な表現である。
【０５１２】
　いくつかの実施形態では、マルチタスク基準は、第１の接触の（検出された）特性強度
が第２の強度閾値を上回る場合に満たされる、強度基準を含む（２５５２）。
【０５１３】
　いくつかの実施形態では、マルチタスク基準は、接触がタッチ感知面の第１の領域内に
ある間に、マルチタスク強度基準が満たされた場合に満たされる、位置基準を含む（２５
５４）。
【０５１４】
　図２５Ａ～図２５Ｈにおける動作について記載された特定の順序は単なる例示であり、
記載された順序は、動作を実行することができる唯一の順序であることを示すことを意図
するものではないことを理解されたい。当業者であれば、本明細書で説明される動作の再
順序付けをする様々な方法を認識するであろう。加えて、本明細書に記載の他の方法に関
して本明細書で記載されている他のプロセスの詳細（例えば、方法１０００、１１００、
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１２００、１３００、１４００、１５００、及び２４００）は、また、図２５Ａ～図２５
Ｈに関連して上述されている方法２５００に類似の方法で適用可能であることを留意され
たい。例えば、方法を参照して上述されている接触、ジェスチャ、ユーザインタフェース
オブジェクト、強度閾値、フォーカスセレクタ、アニメーションは、本明細書で説明され
ている他の方法（例えば、方法１０００、１１００、１２００、１３００、１４００、１
５００、及び２４００）を参照して本明細書で説明されている接触、ジェスチャ、ユーザ
インタフェースオブジェクト、強度閾値、フォーカスセレクタ、アニメーションの特性の
うちの１つ以上を、任意選択的に、有する。簡潔性のために、これらの詳細は、ここでは
繰り返さない。
【０５１５】
　いくつかの実施形態によれば、図１６は、説明される様々な実施形態の原理に従って構
成された、電子デバイス１６００の機能ブロック図を示す。このデバイスの機能ブロック
は、説明される様々な実施形態の原理を遂行するために、ハードウェア、ソフトウェア、
又はハードウェアとソフトウェアとの組み合わせによって、任意選択的に実装される。図
１６で説明される機能ブロックが、説明される様々な実施形態の原理を実施するように、
任意選択的に、組み合わされ、又はサブブロックに分離されることが当業者には理解され
よう。したがって、本明細書における説明は、本明細書で説明されている機能ブロックの
あらゆる可能な組み合わせ若しくは分割、又は更なる定義を、任意選択的に、支持する。
【０５１６】
　図１６に示されるように、電子デバイス１６００は、ユーザインタフェースを表示する
ように構成されたディスプレイユニット１６０２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１６０４と、任意選択的に、タッチ感知面ユニット１６０４との接触の
強度を検出するように構成された１つ以上のセンサユニット１６０６と、ディスプレイユ
ニット１６０２、タッチ感知面ユニット１６０４、及び任意選択の１つ以上のセンサユニ
ット１６０６に結合された処理ユニット１６０８と、を含む。いくつかの実施形態では、
処理ユニット１６０８は、表示有効化ユニット１６１０と、検出ユニット１６１２と、移
動ユニット１６１４と、開始ユニット１６１６と、開示ユニット６１８と、判定ユニット
と、適用ユニット５２０と、挿入ユニット１６２４と、除去ユニット１６２６とを含む。
【０５１７】
　処理ユニット１６１０は、ディスプレイユニット１６０２上のスタック内の複数のユー
ザインタフェース表現の表示を有効にし（例えば、表示有効化ユニット１６１０を用いて
）、少なくとも第１のユーザインタフェース表現及びスタック内の第１のユーザインタフ
ェース表現の上方に配置された第２のユーザインタフェース表現は、ディスプレイユニッ
ト１６０２上で見えており、第２のユーザインタフェース表現は、第１のユーザインタフ
ェース表現から第１の方向にオフセットしており、第２のユーザインタフェース表現は、
第１のユーザインタフェース表現を部分的に露出させ、ディスプレイユニット１６０２上
の第１のユーザインタフェース表現の位置に対応するタッチ感知面ユニット１６０４上の
位置での第１の接触による第１のドラッグジェスチャを検出し（例えば、検出ユニット１
６１２を用いて）、第１の接触は、ディスプレイユニット１６０２上の第１の方向に対応
する方向にタッチ感知面ユニット１６０４にわたって移動し、第１の接触がディスプレイ
ユニット１６０２上の第１のユーザインタフェース表現の位置に対応するタッチ感知面ユ
ニット１６０４上の位置にあり、ディスプレイユニット上の第１の方向に対応する方向に
タッチ感知面ユニット１６０４にわたって移動している間に、第１のユーザインタフェー
ス表現を、ディスプレイユニット１６０２上の第１の方向にタッチ感知面ユニット１６０
４上の第１の接触の速さに応じた第１の速さで移動させ（例えば、移動ユニット１６０４
を用いて）、第１のユーザインタフェース表現の上方に配置された第２のユーザインタフ
ェース表現を、第１の速さより速い第２の速さで第１の方向に移動させる（例えば、移動
ユニット１６１４を用いて）、ように構成される。
【０５１８】
　いくつかの実施形態によれば、図１７は、説明される様々な実施形態の原理に従って構
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成された、電子デバイス１７００の機能ブロック図を示す。このデバイスの機能ブロック
は、説明される様々な実施形態の原理を遂行するために、ハードウェア、ソフトウェア、
又はハードウェアとソフトウェアとの組み合わせによって、任意選択的に実装される。図
１７で説明される機能ブロックが、説明される様々な実施形態の原理を実施するように、
任意選択的に、組み合わされ、又はサブブロックに分離されることが当業者には理解され
よう。したがって、本明細書における説明は、本明細書で説明されている機能ブロックの
あらゆる可能な組み合わせ若しくは分割、又は更なる定義を、任意選択的に、支持する。
【０５１９】
　図１７に示されるように、電子デバイス１７００は、ユーザインタフェースを表示する
ように構成されたディスプレイユニット１７０２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１７０４と、タッチ感知面ユニット１７０４との接触の強度を検出する
ように構成された１つ以上のセンサユニット１７０６と、ディスプレイユニット１７０２
、タッチ感知面ユニット１７０４、及び１つ以上のセンサユニット１７０６に結合された
処理ユニット１７０８と、を含む。いくつかの実施形態では、処理ユニット１７０８は、
表示有効化ユニット１７１０と、検出ユニット１７１２と、移動ユニット１７１４と、開
始ユニット１７１６と、動作実行ユニット１７１８と、を含む。
【０５２０】
　処理ユニット１７１０は、ディスプレイユニット１７０２上への第１のユーザインタフ
ェースの表示を有効にし（例えば、表示有効化ユニット１７１０を用いて）、第１のユー
ザインタフェースをディスプレイユニット１７０２上に表示している間に、タッチ感知面
ユニット１７０４上の第１の接触による入力を検出し（例えば、検出ユニット１７１２を
用いて）、第１の接触による入力を検出している間に、第１のユーザインタフェース表現
及び少なくとも第２のユーザインタフェース表現のディスプレイユニット１７０２上への
表示を有効にし（例えば、表示有効化ユニット１７１０を用いて）、第１のユーザインタ
フェース表現及び少なくとも第２のユーザインタフェース表現をディスプレイユニット１
７０２上に表示している間に、第１の接触による入力の終了を検出し（例えば、検出ユニ
ット１７１２を用いて）、第１の接触による入力の終了を検出したことに応じて、第１の
接触が入力の間に所定の強度閾値を下回る特性強度を有し、第１の接触が入力の間にディ
スプレイ１７０２上の既定の方向に対応する方向にタッチ感知面１７０４にわたって移動
したという判定に従って、第２のユーザインタフェース表現に対応する第２のユーザイン
タフェースの表示を有効にし（例えば、表示有効化ユニット１７１０を用いて）、第１の
接触が入力の間に所定の強度閾値を下回る特性強度を有し、第１の接触が入力の間にディ
スプレイユニット１７０２上の既定の方向に対応する方向にタッチ感知面ユニット１７０
４にわたって移動しなかったという判定に従って、第１のユーザインタフェースの再表示
を有効にする（例えば、表示有効化ユニット１７１０を用いて）、ように構成される。
【０５２１】
　いくつかの実施形態によれば、図１８は、説明される様々な実施形態の原理に従って構
成された、電子デバイス１８００の機能ブロック図を示す。このデバイスの機能ブロック
は、説明される様々な実施形態の原理を遂行するために、ハードウェア、ソフトウェア、
又はハードウェアとソフトウェアとの組み合わせによって、任意選択的に実装される。図
１８で説明される機能ブロックが、説明される様々な実施形態の原理を実施するように、
任意選択的に、組み合わされ、又はサブブロックに分離されることが当業者には理解され
よう。したがって、本明細書における説明は、本明細書で説明されている機能ブロックの
あらゆる可能な組み合わせ若しくは分割、又は更なる定義を、任意選択的に、支持する。
【０５２２】
　図１８に示されるように、電子デバイス１８００は、ユーザインタフェースを表示する
ように構成されたディスプレイユニット１８０２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１８０４と、タッチ感知面ユニット１８０４との接触の強度を検出する
ように構成された１つ以上のセンサユニット１８０６と、ディスプレイユニット１８０２
、タッチ感知面ユニット１８０４、及び１つ以上のセンサユニット１８０６に結合された
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処理ユニット１８０８と、を含む。いくつかの実施形態では、処理ユニット１８０８は、
表示有効化ユニット１８１０と、検出ユニット１８１２と、移動ユニット１８１４と、増
大ユニット１８１６と、変更ユニット１８１８と、変化ユニット１８２０とを含む。
【０５２３】
　処理ユニット１８１０は、ディスプレイユニット上への第１のユーザインタフェースの
表示を有効にし（例えば、表示有効化ユニット１８１０を用いて）、第１のユーザインタ
フェースのディスプレイユニット上への表示を有効にしている間に、タッチ感知面ユニッ
ト１８０４上で第１の接触の強度が増大する期間を含む第１の接触による入力を検出し（
例えば、検出ユニット１８１２を用いて）、第１の接触の強度が増大する期間を含む第１
の接触による入力を検出したことに応じて、ディスプレイユニット１８０２上への第１の
ユーザインタフェースに対する第１のユーザインタフェース表現及び第２のユーザインタ
フェースに対する第２のユーザインタフェース表現の表示を有効にし（例えば、表示有効
化ユニット１８１０を用いて）、第１のユーザインタフェース表現は、第２のユーザイン
タフェース表現の上方に表示され、第２のユーザインタフェース表現を部分的に露出させ
、第１のユーザインタフェース表現及び第２のユーザインタフェース表現のディスプレイ
ユニット１８０２上への表示を有効にしている間に、第１の接触の強度が増大する期間中
に第１の接触の強度が１つ以上の所定の強度基準を満たすことを検出し（例えば、検出ユ
ニット１８１２を用いて）、第１の接触の強度が１つ以上の所定の強度基準を満たすこと
を検出したことに応じて、第１のユーザインタフェース表現及び第２のユーザインタフェ
ース表現のディスプレイユニット１８０２上への表示を有効にすることを停止し（例えば
、表示有効化ユニット１８１０を用いて）、第２のユーザインタフェースのディスプレイ
ユニット１８０２上への表示を有効にする（例えば、表示有効化ユニット１８１０を用い
て）、ように構成される。
【０５２４】
　いくつかの実施形態によれば、図１９は、説明される様々な実施形態の原理に従って構
成された、電子デバイス１９００の機能ブロック図を示す。このデバイスの機能ブロック
は、説明される様々な実施形態の原理を遂行するために、ハードウェア、ソフトウェア、
又はハードウェアとソフトウェアとの組み合わせによって、任意選択的に実装される。図
１９で説明される機能ブロックが、説明される様々な実施形態の原理を実施するように、
任意選択的に、組み合わされ、又はサブブロックに分離されることが当業者には理解され
よう。したがって、本明細書における説明は、本明細書で説明されている機能ブロックの
あらゆる可能な組み合わせ若しくは分割、又は更なる定義を、任意選択的に、支持する。
【０５２５】
　図１９に示されるように、電子デバイス１９００は、ユーザインタフェースを表示する
ように構成されたディスプレイユニット１９０２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１９０４と、タッチ感知面ユニット１９０４との接触の強度を検出する
ように構成された１つ以上のセンサユニット１９０６と、ディスプレイユニット１９０２
、タッチ感知面ユニット１９０４、及び１つ以上のセンサユニット１９０６に結合された
処理ユニット１９０８と、を含む。いくつかの実施形態では、処理ユニット１９０８は、
表示有効化ユニット１９１０と、検出ユニット１９１２と、移動ユニット１９１４と、増
大ユニット１９１６と、減少ユニット１９１８と、開始ユニット１９２０とを含む。
【０５２６】
　処理ユニット１９１０は、ディスプレイユニット１９０２上のスタック内の複数のユー
ザインタフェース表現の表示を有効にし（例えば、表示有効化ユニット１９１０を用いて
）、少なくとも第１のユーザインタフェース表現、第２のユーザインタフェース表現、及
び第３のユーザインタフェース表現は、ディスプレイユニット１９０２上で見えており、
第１のユーザインタフェース表現は、第２のユーザインタフェース表現から第１の方向に
側方にオフセットしており、第２のユーザインタフェース表現を部分的に露出させ、第２
のユーザインタフェース表現は、第３のユーザインタフェース表現から第１の方向に側方
にオフセットしており、第３のユーザインタフェース表現を部分的に露出させ、ディスプ
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レイユニット１９０２上の第２のユーザインタフェース表現に対応する位置でのタッチ感
知面ユニット１９０４上の第１の接触による入力を検出し（例えば、検出ユニット１９２
２を用いて）、ディスプレイユニット１９０２上の第２のユーザインタフェース表現に対
応する位置でのタッチ感知面ユニット１９０４上の第１の接触の強度の増大を検出した（
例えば、検出ユニット１９１２を用いて）ことに応じて、第１のユーザインタフェース表
現と第２のユーザインタフェース表現との間の側方へのオフセットを増大させることによ
り、第１のユーザインタフェース表現の背後から露出される第２のユーザインタフェース
表現の領域を増大させる（例えば、増大ユニット１９１６を用いて）、ように構成される
。
【０５２７】
　いくつかの実施形態によれば、図２０は、説明される様々な実施形態の原理に従って構
成された、電子デバイス２０００の機能ブロック図を示す。このデバイスの機能ブロック
は、説明される様々な実施形態の原理を遂行するために、ハードウェア、ソフトウェア、
又はハードウェアとソフトウェアとの組み合わせによって、任意選択的に実装される。図
２０で説明される機能ブロックが、説明される様々な実施形態の原理を実施するように、
任意選択的に、組み合わされ、又はサブブロックに分離されることが当業者には理解され
よう。したがって、本明細書における説明は、本明細書で説明されている機能ブロックの
あらゆる可能な組み合わせ若しくは分割、又は更なる定義を、任意選択的に、支持する。
【０５２８】
　図２０に示されるように、電子デバイス２０００は、ユーザインタフェースを表示する
ように構成されたディスプレイユニット２００２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２００４と、任意選択的に、タッチ感知面ユニット２００４との接触の
強度を検出するように構成された１つ以上のセンサユニット２００６と、ディスプレイユ
ニット２００２、タッチ感知面ユニット２００４、及び任意選択の１つ以上のセンサユニ
ット２００６に結合された処理ユニット２００８と、を含む。いくつかの実施形態では、
処理ユニット２００８は、表示有効化ユニット２０１０と、検出ユニット２０１２と、移
動ユニット２０１４と、開示ユニット２０１６とを含む。
【０５２９】
　処理ユニット２０１０は、ディスプレイユニット２００２上のスタック内の複数のユー
ザインタフェース表現の表示を有効にし（例えば、表示有効化ユニット２０１０を用いて
）、少なくとも第１のユーザインタフェース表現、第２のユーザインタフェース表現、及
び第３のユーザインタフェース表現は、ディスプレイユニット２００２上で見えており、
第２のユーザインタフェース表現は、第１のユーザインタフェース表現から第１の方向に
側方にオフセットしており、第１のユーザインタフェース表現を部分的に露出させ、第３
のユーザインタフェース表現は、第２のユーザインタフェース表現から第１の方向に側方
にオフセットしており、第２のユーザインタフェース表現を部分的に露出させ、タッチ感
知面ユニット２００４にわたって移動する第１の接触によるドラッグジェスチャを検出し
（例えば、検出ユニット２０１２を用いて）、第１の接触によるドラッグジェスチャの移
動は、スタック内の複数のユーザインタフェース表現の１つ以上にわたる移動に対応し、
ドラッグジェスチャの間に、第１の接触がディスプレイユニット２００２上の第１のユー
ザインタフェース表現に対応するタッチ感知面ユニット２００４上の位置の上を移動する
と、ディスプレイユニット上で第２のユーザインタフェース表現の背後から第１のユーザ
インタフェース表現をより多く見せる（例えば、開示ユニット２０１６を用いて）、よう
に構成される。
【０５３０】
　いくつかの実施形態によれば、図２１は、説明される様々な実施形態の原理に従って構
成された、電子デバイス２１００の機能ブロック図を示す。このデバイスの機能ブロック
は、説明される様々な実施形態の原理を遂行するために、ハードウェア、ソフトウェア、
又はハードウェアとソフトウェアとの組み合わせによって、任意選択的に実装される。図
２１で説明される機能ブロックが、説明される様々な実施形態の原理を実施するように、
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任意選択的に、組み合わされ、又はサブブロックに分離されることが当業者には理解され
よう。したがって、本明細書における説明は、本明細書で説明されている機能ブロックの
あらゆる可能な組み合わせ若しくは分割、又は更なる定義を、任意選択的に、支持する。
【０５３１】
　図２１に示されるように、電子デバイス２１００は、ユーザインタフェースを表示する
ように構成されたディスプレイユニット１６０２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２１０４と、タッチ感知面ユニット２１０４との接触の強度を検出する
ように構成された１つ以上のセンサユニット２１０６と、ディスプレイユニット２１０２
、タッチ感知面ユニット２１０４、及び１つ以上のセンサユニット２１０６に結合された
処理ユニット２１０８と、を含む。いくつかの実施形態では、処理ユニット２１０８は、
表示有効化ユニット２１１０、及び検出ユニット２１１２を含む。
【０５３２】
　処理ユニット２１１０は、ディスプレイユニット２１０２上への第１のアプリケーショ
ンの第１のユーザインタフェースの表示を有効にし（例えば、表示有効化ユニット２１１
０を用いて）、第１のユーザインタフェースは、後方ナビゲーションコントロールを含み
、ディスプレイユニット２１０２上に第１のアプリケーションの第１のユーザインタフェ
ースを表示している間に、ディスプレイユニット２１０２上の後方ナビゲーションコント
ロールに対応する位置でのタッチ感知面ユニット２１０４上の第１の接触によるジェスチ
ャを検出し（例えば、検出ユニット２１１２を用いて）、後方ナビゲーションコントロー
ルに対応する位置でのタッチ感知面ユニット２１０４上の第１の接触によるジェスチャを
検出したことに応じて、第１の接触によるジェスチャが１つ以上の所定の強度基準を満た
す第１の接触の強度を有するジェスチャであるという判定に従って、第１のアプリケーシ
ョンの第１のユーザインタフェースの表示を、第１のユーザインタフェースの表現及び第
２のユーザインタフェースの表現を含む第１のアプリケーションのユーザインタフェース
の複数の表現の表示に置き換え（例えば、表示有効化ユニット２１１０を用いて）、第１
の接触によるジェスチャが１つ以上の所定の強度基準を満たさない第１の接触の強度を有
するジェスチャであるという判定に従って、第１のアプリケーションの第１のユーザイン
タフェースの表示を第１のアプリケーションの第２のユーザインタフェースの表示に置き
換える（例えば、表示有効化ユニット２１１０を使用して）、ように構成される。
【０５３３】
　いくつかの実施形態によれば、図２６は、説明される様々な実施形態の原理に従って構
成された、電子デバイス２６００の機能ブロック図を示す。このデバイスの機能ブロック
は、説明される様々な実施形態の原理を遂行するために、ハードウェア、ソフトウェア、
又はハードウェアとソフトウェアとの組み合わせによって、任意選択的に実装される。図
２６で説明される機能ブロックが、説明される様々な実施形態の原理を実施するように、
任意選択的に、組み合わされ、又はサブブロックに分離されることが当業者には理解され
よう。したがって、本明細書における説明は、本明細書で説明されている機能ブロックの
あらゆる可能な組み合わせ若しくは分割、又は更なる定義を、任意選択的に、支持する。
【０５３４】
　図２６に示されるように、電子デバイスは、コンテンツ項目を表示するように構成され
たディスプレイユニット２６０２と、ユーザ入力を受け取るように構成されたタッチ感知
面ユニット２６０４と、タッチ感知面ユニット２６０４との接触の強度を検出するように
構成された１つ以上のセンサユニット２６０６と、ディスプレイユニット２６０２、タッ
チ感知面ユニット２６０４、及び１つ以上のセンサユニット２６０６に結合された処理ユ
ニット２６０８と、を含む。いくつかの実施形態では、処理ユニット２６０８は、表示有
効化ユニット２６１０と、検出ユニット２６１２と、判定ユニット２６１４とを含む。い
くつかの実施形態では、処理ユニット７＄０８は、ディスプレイユニット（例えば、ディ
スプレイユニット２６０２）上のアプリケーションに対するユーザインタフェースの表示
を有効にし（例えば、表示有効化ユニット２６１０を用いて）、タッチ感知面の縁部に近
接した接触の特性強度の変化を検出することを含む、縁部入力を検出することを行い（例
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えば、検出ユニット２６１２を用いて）、縁部入力を検出したことに応じて、縁部入力が
システムジェスチャ基準を満たすという判定に従って（例えば、判定ユニット２６１４を
用いて）、アプリケーションに依存しない動作を実行し、システムジェスチャ基準は、強
度基準を含み、システムジェスチャ基準は、接触がタッチ感知面に対する第１の領域内に
ある間に接触に対する強度基準が満たされた場合に満たされる位置基準を含み、タッチ感
知面ユニット２６０４に対する第１の領域は、接触の１つ以上の特性に基づき判定される
、ように構成される。
【０５３５】
　いくつかの実施形態によれば、図２７は、説明される様々な実施形態の原理に従って構
成された、電子デバイス２７００の機能ブロック図を示す。このデバイスの機能ブロック
は、説明される様々な実施形態の原理を遂行するために、ハードウェア、ソフトウェア、
又はハードウェアとソフトウェアとの組み合わせによって、任意選択的に実装される。図
２７で説明される機能ブロックが、説明される様々な実施形態の原理を実施するように、
任意選択的に、組み合わされ、又はサブブロックに分離されることが当業者には理解され
よう。したがって、本明細書における説明は、本明細書で説明されている機能ブロックの
あらゆる可能な組み合わせ若しくは分割、又は更なる定義を、任意選択的に、支持する。
【０５３６】
　図２７に示されるように、電子デバイスは、コンテンツ項目を表示するように構成され
たディスプレイユニット２７０２と、ユーザ入力を受け取るように構成されたタッチ感知
面ユニット２７０４と、タッチ感知面ユニット２７０４との接触の強度を検出するように
構成された１つ以上のセンサユニット２７０６と、ディスプレイユニット２７０２、タッ
チ感知面ユニット２７０４、及び１つ以上のセンサユニット２７０６に結合された処理ユ
ニット２７０８と、を含む。いくつかの実施形態では、処理ユニット２７０８は、表示有
効化ユニット２７１０と、検出ユニット２７１２と、判定ユニット９＄１４とを含む。い
くつかの実施形態では、処理ユニット２７０８は、ディスプレイユニット（例えば、ディ
スプレイユニット２７０２）上の第１のアプリケーションの第１のビューの表示を有効に
し（例えば、表示有効化ユニット２７１０を用いて）、第１のビューの表示を有効にして
いる間に、タッチ感知面ユニット２７０４上の第１の接触を検出することを含む、第１の
入力の第１の部分を検出することを行い（例えば、検出ユニット２７１２を用いて）、第
１の入力の第１の部分を検出したことに応じて、第１の入力の第１の部分がアプリケーシ
ョン切換基準を満たすという判定に従って（例えば、判定ユニット２７１４を用いて）、
ディスプレイユニット上に、第１のアプリケーションビュー及び第２のアプリケーション
ビューを含む複数のアプリケーションビューの部分の同時表示を有効にし（例えば、表示
有効化ユニット２７１０を用いて）、複数のアプリケーションビューの部分の同時表示を
有効にしている間に、第１の接触のリフトオフを含む第１の入力の第２の部分を検出し（
例えば、検出ユニット２７１２を用いて）、第１の接触のリフトオフを含む第１の入力の
第２の部分を検出したことに応じて、第１の入力の第２の部分が、第１の接触のリフトオ
フがタッチ感知面ユニット２７０４の第１の領域内で検出された場合に満たされる基準を
含む、第１のビュー表示基準を満たすという判定に従って（例えば、判定ユニット２７１
４を用いて）、第２のアプリケーションビューの部分の表示を有効にすることを停止し（
例えば、表示有効化ユニット２７１０を用いて）、ディスプレイユニット上に第１のアプ
リケーションビューの表示を有効にし（例えば、表示有効化ユニット２７１０を用いて）
、第１の入力の第２の部分が、第１の接触のリフトオフがタッチ感知面ユニット２７０４
の第１の領域とは異なるタッチ感知面ユニット２７０４の第２の領域内で検出された場合
に満たされる基準を含む、マルチビュー表示基準を満たすという判定に従って（例えば、
判定ユニット２７１４を用いて）、第１の接触のリフトオフを検出した後、ディスプレイ
上の第１のアプリケーションビューの少なくとも一部分及び第２のアプリケーションビュ
ーの少なくとも一部分の同時表示を維持する（例えば、表示有効化ユニット２７１０を用
いて）、ように構成される。
【０５３７】
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　上述の情報処理方法での動作は、汎用プロセッサ（例えば、図１Ａ及び図３に関連して
上述されたようなもの）又は特定用途向けチップなどの、情報処理装置内の１つ以上の機
能モジュールを稼働させることによって、任意選択的に実施される。
【０５３８】
　図１０Ａ～図１０Ｈ、図１１Ａ～図１１Ｅ、図１２Ａ～図１２Ｅ、図１３Ａ～図１３Ｄ
、図１４Ａ～図１４Ｃ、及び図１５を参照して上述された動作は、任意選択的に、図１Ａ
～図１Ｂ又は図１６～図２１に示される構成要素によって実施される。例えば、ユーザイ
ンタフェース開始動作１００６、１１１０、及び１３１２、視覚効果適用動作１０１８、
１０２４、１０４８、１２０８、１２１２、１２２４、１３２０、１３２２、１３５０、
１４０８、１４１０、１４１４、及び１４１６、検出動作１０３０、１０５２、１０６２
、１０８０、１０８４、１０９１、１０９２、１０９６、１１０４、１１１６、１１２６
、１１３０、１１３８、１１４２、１１４６、１２０４、１２１０、１２２０、１２３２
、１２３６、１２４４、１２４８、１３０８、１３１８、１３２８、１３４０、１３４６
、１３５０、１４０４、１４１８、１４２６、及び１５０４、ユーザインタフェース表現
挿入動作１０８２、ユーザインタフェース表現除去動作１０８８、ユーザインタフェース
表現移動動作１０３４、１０３６、１０５０、１０５６、１０５８、１０６０、１０６８
、１０７０、１０７２、１０９８、１１５０、１１５２、１３２４、１３２６、１３３２
、１３３４、１３３６、及び１３３８、並びにコンテンツ依存実行動作１１４０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により、任意選
択的に、実施される。イベントソータ１７０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、そのイベント情報をそれぞれのイベント定義１８６と照会
し、タッチ感知面上の第１の位置での第１の接触（又は、デバイスの回転）が、ユーザイ
ンタフェース上のオブジェクトの選択、又は１つの向きから別の向きへのデバイスの回転
などの、既定のイベント又はサブイベントに対応するか否かを判定する。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１７６若しくはオブジェクトアップデータ１７７を、任意選択的に用いるか又は呼び出
す。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に示されるコンポーネントに基づい
てどのように実施されるかは明らかであるだろう。
【０５３９】
　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
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。例えば、本明細書で説明される方法はまた、リモコン及びディスプレイと通
信しているオーディオコンテンツ及び／又は映像コンテンツの管理、再生、及び／又はス
トリーミング（例えば、外部のサーバからの）のために構成された電子デバイス（例えば
、カリフォルニア州ＣｕｐｅｒｔｉｎｏのＡｐｐｌｅ　Ｉｎｃ．製のＡｐｐｌｅ　ＴＶ）
に、類似の方法により適用可能である。そのようなデバイスに関しては、タッチ感知面、
音声入力装置（例えば、マイクロフォン）、及び／又はボタンをデバイス自体に有するの
ではなく、リモコンのタッチ感知面上のジェスチャ、リモコンへの音声入力、及び／又は
リモコン上のボタンのアクティブ化に対応する入力が、任意選択的に受け取られる。その
ようなデバイスに関して、データは、デバイス自体により表示されるのではなく、ディス
プレイに任意選択的に提供される。本発明の原理及びその実際的な応用を最良の形で説明
し、それによって他の当業者が、想到される特定の用途に好適な様々な改良で本発明及び
様々な実施形態を最良な形で使用することを可能とするために、これらの実施形態を選択
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