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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　第１のタッチ感知ディスプレイを備える第１の電子デバイスであって、前記第１の電子
デバイスは、第２のディスプレイを備える第２の電子デバイスとペアリングされた関係に
あり、前記第２の電子デバイスは、前記第１の電子デバイスから離れている、前記第１の
電子デバイスにおいて、
　　前記第１のタッチ感知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
（１８０２）であって、前記第１のユーザインタフェースは前記第１のタッチ感知ディス
プレイ上に表示される１つ以上の表現を含み、前記１つ以上の表現は前記第２のディスプ
レイ上の第２のユーザインタフェースにおける１つ以上の場所に対応する、ことと、
　　前記第２のディスプレイ上の前記第２のユーザインタフェースにおける前記１つ以上
の場所のうちの第１の場所に対応する、前記第１のタッチ感知ディスプレイ上に表示され
る表現の場所において、前記第１のタッチ感知ディスプレイ上の前記第１のユーザインタ
フェースにおける第１のユーザ入力を検出すること（１８０４）であって、前記第１の場
所の前記表現はアフォーダンスを含む、ことと、
　　前記第１のタッチ感知ディスプレイ上の前記第１のユーザインタフェースにおいて前
記第１のユーザ入力を検出し続ける間に、前記第１のユーザ入力の、前記第２のディスプ
レイ上の前記第２のユーザインタフェースにおける前記１つ以上の場所のうちの前記第１
の場所に対応する前記表現の前記場所から前記第２のユーザインタフェースにおける前記
１つ以上の場所のうちの第２の場所に対応する表現の場所への移動を検出すること（１８
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０６）と、
　　前記第１の場所に対応する前記表現の前記場所から前記第２の場所に対応する前記表
現の前記場所への前記第１のユーザ入力の前記移動を検出したことに応じて、前記第２の
ディスプレイ上の前記第２のユーザインタフェースにおける前記第２の場所に対応する前
記表現の前記場所へと前記アフォーダンスを移動させ、前記第２の電子デバイスに、前記
アフォーダンスを前記第２のディスプレイ上の前記第２のユーザインタフェースにおける
前記第２の場所と関連付けさせる（１８０８）、ことと、
　を含む、方法（１８００）。
【請求項２】
　前記第１の場所に対応する前記表現は、前記第１の場所の前記第２のディスプレイ上に
おける位置のグラフィカルインジケーションを含み、
　前記グラフィカルインジケーションの色は、前記第２のディスプレイ上の前記第１の場
所に関連付けられた色と一致する、請求項１に記載の方法。
【請求項３】
　前記アフォーダンスは、連絡先と関連付けられている、請求項１～２のいずれか一項に
記載の方法。
【請求項４】
　前記アフォーダンスは、前記連絡先と関連付けられた画像を含む、請求項３に記載の方
法。
【請求項５】
　前記アフォーダンスは、前記連絡先の１つ以上のテキストインジケーションを含む、請
求項３～４のいずれか一項に記載の方法。
【請求項６】
　前記１つ以上のテキストインジケーションは、前記連絡先の名前を含む、請求項５に記
載の方法。
【請求項７】
　前記１つ以上のテキストインジケーションは、前記連絡先の前記名前に関連付けられた
イニシャルを含む、請求項６に記載の方法。
【請求項８】
　前記第１のユーザインタフェースは、前記第２のディスプレイ上の前記第２のユーザイ
ンタフェースにおける前記１つ以上の場所のうちの第３の場所に対応する表現を含み、前
記第３の場所に対応する前記表現は、第２の連絡先に関連付けられた第２のアフォーダン
スを含み、
　前記方法は更に、
　前記第１のユーザインタフェースにおける第２のユーザ入力を検出することと、
　前記第１のユーザインタフェースにおいて前記第２のユーザ入力を検出したことに応じ
て、
　　前記第２の連絡先に関連付けられた前記第２のアフォーダンスの表示を停止すること
と、
　を含む、請求項１～７のいずれか一項に記載の方法。
【請求項９】
　前記第１のユーザ入力を検出する前に、
　　前記第２のディスプレイ上の前記第２のユーザインタフェースにおける前記１つ以上
の場所うちの第４の場所に対応する、前記第１のタッチ感知ディスプレイ上に表示される
表現の場所において、前記第１のディスプレイ上の前記第１のユーザインタフェースにお
ける第３のユーザ入力を検出することと、
　　前記第３のユーザ入力を検出したことに応じて、１つ以上の連絡先の表現を表示する
ことと、
　　前記１つ以上の連絡先の第３の連絡先の選択を表す前記第１のタッチ感知ディスプレ
イ上の前記第１のユーザインタフェースにおける第４のユーザ入力を検出することと、
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　　前記第３の連絡先の前記選択を検出したことに応じて、前記第２のディスプレイ上の
前記第２のユーザインタフェースにおける前記１つ以上の場所のうちの前記第４の場所に
対応する前記表現の前記場所において、第３のアフォーダンスを表示することであって、
前記第３のアフォーダンスは前記第３の連絡先を表す、ことと、
　を更に含む請求項１～８のいずれか一項に記載の方法。
【請求項１０】
　前記第２のディスプレイ上の前記１つ以上の場所は、所定のパターンに配置された複数
の場所を含む、請求項１～９のいずれか一項に記載の方法。
【請求項１１】
　前記第２のディスプレイ上の前記１つ以上の場所に対応する前記１つ以上の表現は、前
記所定のパターンのインジケーションを含む、請求項１０に記載の方法。
【請求項１２】
　前記第２のディスプレイ上の前記複数の場所は、中心点の周囲に一定の距離に等しく離
れている、請求項１０～１１のいずれか一項に記載の方法。
【請求項１３】
　電子デバイスであって、
　第１のタッチ感知ディスプレイと、
　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は、前記メモリ内に記憶されており、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ており、
　前記１つ以上のプログラムは、請求項１～１２のいずれか一項に記載の方法を実行する
命令を含む、電子デバイス。
【請求項１４】
　１つ以上のプログラムを記憶するコンピュータ可読記憶媒体であって、前記１つ以上の
プログラムが命令を含み、前記命令が、第１のタッチ感知ディスプレイを含む第１の電子
デバイスの１つ以上のプロセッサによって実行されると、前記第１の電子デバイスに請求
項１～１２のいずれか一項に記載の方法を実行させる、コンピュータ可読記憶媒体。
【請求項１５】
　電子デバイスであって、
　第１のタッチ感知ディスプレイと、
　請求項１～１２のいずれか一項に記載の方法を実行する手段と、を備える電子デバイス
。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　関連出願の相互参照
　本出願は、２０１５年３月８日に出願された米国特許仮出願第６２／１２９，９４７号
に対する優先権を主張するものであり、参照によりその内容全体が本明細書に組み入れら
れる。
【０００２】
　本出願は、また、以下の米国特許仮出願に関する。「Ｅｌｅｃｔｒｏｎｉｃ　Ｔｏｕｃ
ｈ　Ｃｏｍｍｕｎｉｃａｔｉｏｎ」と題する２０１５年３月８日に出願された米国特許仮
出願第６２／１２９，９５５号、「Ｅｌｅｃｔｒｏｎｉｃ　Ｔｏｕｃｈ　Ｃｏｍｍｕｎｉ
ｃａｔｉｏｎ」と題する２０１５年３月８日に出願された米国特許仮出願第６２／０４４
，９６１号、「Ｒｅｄｕｃｅｄ－Ｓｉｚｅ　Ｉｎｔｅｒｆａｃｅｓ　ｆｏｒ　Ｍａｎａｇ
ｉｎｇ　Ａｌｅｒｔｓ」と題する２０１４年９月２日に出願された米国特許仮出願第６２
／０４４，８９４号、「Ｒｅｄｕｃｅｄ－Ｓｉｚｅ　Ｉｎｔｅｒｆａｃｅｓ　ｆｏｒ　Ｍ
ａｎａｇｉｎｇ　Ａｌｅｒｔｓ」と題する２０１５年３月７日に出願された米国特許仮出
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願第６２／１２９，８１８号、「Ｒｅｄｕｃｅｄ－Ｓｉｚｅ　Ｎｏｔｉｆｉｃａｔｉｏｎ
　Ｉｎｔｅｒｆａｃｅ」と題する２０１４年９月２日に出願された米国特許仮出願第６２
／０４４，９５３号、及び「Ｒｅｄｕｃｅｄ－Ｓｉｚｅ　Ｎｏｔｉｆｉｃａｔｉｏｎ　Ｉ
ｎｔｅｒｆａｃｅ」と題する２０１５年３月８日に出願された米国特許仮出願第６２／１
２９，９２４号。これらの出願の内容は、全体が、参照により本明細書に組み込まれる。
【０００３】
　技術分野
　本開示は、概して、コンピュータユーザインタフェースに関し、より詳細には電子デバ
イスを構成する技術に関する。
【背景技術】
【０００４】
　近年の電子デバイスは、多くの場合、ユーザの好みに従ってユーザが設定することがで
きる多くのカスタム可能な機能を備えている。こうした機能は、ユーザが個人の好みに基
づいてオン又はオフする様々なタスクやサービスを実行する能力を含む場合がある。よっ
て、ユーザが電子デバイスを構成するための、技術やインタフェースを提供する機会があ
る。近年の電子デバイスはまた、例えば無線通信を介して他の電子デバイスと通信するこ
とができる。他のデバイスと通信する能力によって、デバイスが情報を共有し、相互に対
話することができる。　したがって、デバイス間で通信を確立する技術を提供し、その通
信を使って構成処理を改善する機会もまたある。
【発明の概要】
【０００５】
　しかし、電子デバイスを構成する一部の技術は、概して面倒であり、非効率である。例
えば、既存の技術では、複雑で、時間のかかるユーザインタフェースを使用していて、小
型のディスプレイを備えるデバイスを構成するには適していない場合がある。既存の技術
では、必要以上の時間が必要であり、ユーザの時間やデバイスの電力を浪費する。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。
【０００６】
　したがって、より速く、より効率的な方法と及び電子デバイスを構成するインタフェー
スとを備える電子デバイスが必要とされている。このような方法及びインタフェースは、
電子デバイスを構成するための他の方法を任意に補完するか、又は置き換える。かかる方
法及びインタフェースは、ユーザの認識的負担を軽減し、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。バッテリ動作式のコンピューティングデバイスの場合には、
このような方法及びインタフェースにより、電力が節約され、バッテリを充電する間隔が
増す。
【０００７】
　第１の電子デバイスは、第１のディスプレイを備え、第２のディスプレイを備えて第１
の電子デバイスから離れた第２の電子デバイスとペアリングされた関係にある。第１の電
子デバイスは、情報を備える複数のアラートを受信する。この複数のアラートを受信した
ことに応じて、第１の電子デバイスは、第１のディスプレイ上に複数のアラートのうちの
第１のセットのアラートに対応するローカル通知を表示し、少なくともこの複数のアラー
トの一部を表すデータを送信する。このデータは、第２の電子デバイスに、第２のディス
プレイ上に複数のアラートのうちの少なくとも一部のうちの第２のセットのアラートに対
応するリモート通知を表示させる命令を含む。
【０００８】
　電子デバイスは、ディスプレイと、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、を含む。１つ以上のプログラムはメモリ内に記憶されており、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いる。１つ以上のプログラムは、情報を含
む複数のアラートを受信し、この複数のアラートを受信したことに応じて、ディスプレイ
上にこの複数のアラートのうちの第１のセットのアラートに対応するローカル通知を表示
し、少なくともこの複数のアラートの一部を表すデータを送信する命令を含む。このデー
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タは、第２のディスプレイを備える第２の電子デバイスに、第２のディスプレイ上に複数
のアラートのうちの少なくとも一部のうちの第２のセットのアラートに対応するリモート
通知を表示させる命令を含む。第２の電子デバイスは、電子デバイスから離れており、か
つこの電子デバイスとペアリングされた関係である。
【０００９】
　非一時的コンピュータ可読記憶媒体は、１つ以上のプログラムを記憶し、この１つ以上
のプログラムは命令を含み、この命令が、ディスプレイを備える電子デバイスの１つ以上
のプロセッサによって実行されると、このデバイスに情報を含む複数のアラートを受信さ
せる。この命令は、更に、デバイスに、この複数のアラートを受信したことに応じて、デ
ィスプレイ上にこの複数のアラートのうちの第１のセットのアラートに対応するローカル
通知を表示させ、少なくともこの複数のアラートの一部を表すデータを送信させる。この
データは、第２のディスプレイを備える第２の電子デバイスに、第２のディスプレイ上に
複数のアラートのうちの少なくとも一部のうちの第２のセットのアラートに対応するリモ
ート通知を表示させる命令を含む。第２の電子デバイスは、電子デバイスから離れており
、かつこの電子デバイスとペアリングされた関係である。
【００１０】
　電子デバイスは、ディスプレイと、情報を備える複数のアラートを受信する手段とを含
む。このデバイスは、この複数のアラートを受信したことに応じて、ディスプレイ上にこ
の複数のアラートのうちの第１のセットのアラートに対応するローカル通知を表示し、少
なくともこの複数のアラートの一部を表すデータを送信する手段を更に含む。このデータ
は、第２のディスプレイを備える第２の電子デバイスに、第２のディスプレイ上に複数の
アラートのうちの少なくとも一部のうちの第２のセットのアラートに対応するリモート通
知を表示させる命令を含む。第２の電子デバイスは、電子デバイスから離れており、かつ
この電子デバイスとペアリングされた関係である。
【００１１】
　電子デバイスは、グラフィックユーザインタフェースを表示するように構成されている
表示ユニットと、この表示ユニットに結合されている処理ユニットと、を含む。処理ユニ
ットは、情報を含む複数のアラートを受信するように構成されている。この複数のアラー
トを受信したことに応じて、処理ユニットは、表示ユニット上にこの複数のアラートのう
ちの第１のセットのアラートに対応するローカル通知の表示を可能化し、少なくともこの
複数のアラートの一部を表すデータを送信するように更に構成されている。このデータは
、第２の表示ユニットを備える第２の電子デバイスに、第２の表示ユニット上に複数のア
ラートのうちの少なくとも一部のうちの第２のセットのアラートに対応するリモート通知
を表示させる命令を含む。第２の電子デバイスは、電子デバイスから離れており、かつこ
の電子デバイスとペアリングされた関係である。
【００１２】
　第１の電子デバイスは、ディスプレイを備え、第１の電子デバイスから離れた第２の電
子デバイスとペアリングされた関係にある。第１の電子デバイスは、複数の作業パラメー
タに関連付けられた第１の構成で動作するように第１の電子デバイスを設定する第１のユ
ーザ入力を検出し、この作業パラメータは、第１の電子デバイスと第２の電子デバイスと
の両方によって実行される機能に関連付けられている。第１の電子デバイスは、第２の電
子デバイス上の複数の作業パラメータの構成を第１の電子デバイスの第１の構成に設定す
るオプションを含むユーザインタフェースを表示し、第２のユーザ入力を検出し、第２の
ユーザ入力はこのオプションの選択を表す。第２のユーザ入力を検出したことに応じて、
第１の電子デバイスは、第２の電子デバイスを第１の構成に設定させる命令を含むデータ
を送信する。
【００１３】
　電子デバイスは、ディスプレイと、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、を含む。１つ以上のプログラムはメモリ内に記憶されており、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いる。１つ以上のプログラムは、複数の作
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業パラメータに関連付けられた第１の構成で動作するように電子デバイスを設定する第１
のユーザ入力を、検出する命令を含み、この作業パラメータは、この電子デバイス及びこ
の電子デバイスから離れており、かつこの電子デバイスとペアリングされた関係にある第
２の電子デバイスによって実行される機能に関連付けられている。１つ以上のプログラム
は、第２の電子デバイスにおける複数の作業パラメータの構成を電子デバイスの第１の構
成に設定するオプションを含むユーザインタフェースを表示し、オプションの選択を表す
第２のユーザ入力を検出し、第２のユーザ入力を検出したことに応じて、第２の電子デバ
イスを第１の構成に設定させる命令を含むデータを送信する命令を更に備える。
【００１４】
　非一時的コンピュータ可読記憶媒体は、１つ以上のプログラムを記憶する。１つ以上の
プログラムは命令を含み、この命令は、ディスプレイを備える電子デバイスの１つ以上の
プロセッサによって実行されると、デバイスに、この電子デバイスを複数の作業パラメー
タに関連付けられた第１の構成で動作するように設定する第１のユーザ入力を、検出させ
る。作業パラメータは、電子デバイス及びこの電子デバイスから離れており、かつこの電
子デバイスとペアリングされた関係にある第２の電子デバイスによって実行される機能に
関連付けられている。命令は、更に、デバイスに、第２の電子デバイスにおける複数の作
業パラメータの構成を電子デバイスの第１の構成に設定するオプションを含むユーザイン
タフェースを表示させ、オプションの選択を表す第２のユーザ入力を検出させ、第２のユ
ーザ入力を検出したことに応じて、第２の電子デバイスを第１の構成に設定させる命令を
含むデータを送信させる。
【００１５】
　電子デバイスは、ディスプレイと、複数の作業パラメータに関連付けられた第１の構成
で動作するように電子デバイスを設定する第１のユーザ入力を検出する手段と、を含む。
作業パラメータは、電子デバイス及びこの電子デバイスから離れており、かつこの電子デ
バイスとペアリングされた関係にある第２の電子デバイスによって実行される機能に関連
付けられている。デバイスは、第２の電子デバイスにおける複数の作業パラメータの構成
を電子デバイスの第１の構成に設定するオプションを含むユーザインタフェースを表示す
る手段と、オプションの選択を表す第２のユーザ入力を検出する手段と、第２のユーザ入
力を検出したことに応じて、第２の電子デバイスを第１の構成に設定させる命令を含むデ
ータを送信する手段とを更に備える。
【００１６】
　電子デバイスは、グラフィックユーザインタフェースを表示するように構成されている
表示ユニットと、この表示ユニットに結合されている処理ユニットと、を含む。処理ユニ
ットは、複数の作業パラメータに関連付けられた第１の構成で動作するように電子デバイ
スを設定する第１のユーザ入力を、検出するように構成されており、この作業パラメータ
は、この電子デバイス及びこの電子デバイスから離れており、かつこの電子デバイスとペ
アリングされた関係にある第２の電子デバイスによって実行される機能に関連付けられて
いる。処理ユニットは、第２の電子デバイスにおける複数の作業パラメータの構成を電子
デバイスの第１の構成に設定するオプションを含むユーザインタフェースを表示し、オプ
ションの選択を表す第２のユーザ入力を検出し、第２のユーザ入力を検出したことに応じ
て、第２の電子デバイスを第１の構成に設定させる命令を含むデータを送信する、ように
更に構成されている。
【００１７】
　第１の電子デバイスは、第１のタッチ感知ディスプレイを備え、第２のディスプレイを
備え、かつ第１の電子デバイスから離れた第２の電子デバイスとペアリングされた関係に
ある。第１の電子デバイスは、第１のタッチ感知ディスプレイ上にユーザインタフェース
を表示する。ユーザインタフェースは、第２のディスプレイ上での１つ以上の場所の１つ
以上の表現を含む。第１の電子デバイスは、第２のディスプレイ上の１つ以上の場所のう
ちの第１の場所の表現において第１のタッチ感知ディスプレイ上のユーザ入力を検出し、
この第１の場所の表現は、アフォーダンスを含む。第１のタッチ感知ディスプレイ上のユ
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ーザ入力を検出し続ける間に、第１の電子デバイスは、ユーザ入力が、第２のディスプレ
イ上における１つ以上の場所のうちの第１の場所の表現から第２のディスプレイ上におけ
る１つ以上の場所のうちの第２の場所の表現への移動を検出する。第１の場所の表現から
第２の場所の表現へのユーザ入力の移動を検出したことに応じて、第１の電子デバイスは
、アフォーダンスを第２のディスプレイ上における第２の場所と関連付ける。
【００１８】
　電子デバイスは、タッチ感知ディスプレイと、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、を含む。１つ以上のプログラムはメモリ内に記憶されており、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いる。１つ以上のプログラムは
、タッチ感知ディスプレイ上にユーザインタフェースを表示する命令を含み、ユーザイン
タフェースは、第２の電子デバイスの第２のディスプレイ上における１つ以上の場所の１
つ以上の表現を含む。第２の電子デバイスは、電子デバイスとペアリングされた関係にあ
り、かつ電子デバイスから離れている。１つ以上のプログラムは、第２のディスプレイ上
の１つ以上の場所のうちの第１の場所の表現においてタッチ感知ディスプレイ上のユーザ
入力を検出する命令を更に含み、この第１の場所の表現は、アフォーダンスを含む。１つ
以上のプログラムは、タッチ感知ディスプレイ上のユーザ入力を検出し続ける間に、ユー
ザ入力が、第２のディスプレイ上における１つ以上の場所のうちの第１の場所の表現から
第２のディスプレイ上における１つ以上の場所のうちの第２の場所の表現への移動を検出
する命令を更に含む。１つ以上のプログラムは、第１の場所の表現から第２の場所の表現
へのユーザ入力の移動を検出したことに応じて、アフォーダンスを第２のディスプレイ上
における第２の場所と関連付ける命令を更に含む。
【００１９】
　非一時的コンピュータ可読記憶媒体は、１つ以上のプログラムを記憶する。１つ以上の
プログラムは命令を含み、この命令は、第１のタッチ感知ディスプレイを備える第１の電
子デバイスの１つ以上のプロセッサによって実行されると、第１の電子デバイスに、第１
のタッチ感知ディスプレイ上にユーザインタフェースを表示させ、ユーザインタフェース
は、第２の電子デバイスの第２のディスプレイ上における１つ以上の場所の１つ以上の表
現を含む。第２の電子デバイスは、第１の電子デバイスとペアリングされた関係にあり、
かつ第１の電子デバイスから離れている。第１の電子デバイスは、更に、第２のディスプ
レイ上の１つ以上場所のうちのアフォーダンスを含む第１の場所の表現において第１のタ
ッチ感知ディスプレイ上のユーザ入力を検出させられ、第１のタッチ感知ディスプレイ上
のユーザ入力を検出し続ける間に、ユーザ入力が、第２のディスプレイ上における１つ以
上の場所のうちの第１の場所の表現から第２のディスプレイ上における１つ以上の場所の
うちの第２の場所の表現への移動を検出する。第１の場所の表現から第２の場所の表現へ
のユーザ入力の移動を検出したことに応じて、第１の電子デバイスは、更に、アフォーダ
ンスを第２のディスプレイ上における第２の場所と関連付けさせられる。
【００２０】
　電子デバイスは、タッチ感知ディスプレイと、このタッチ感知ディスプレイ上にユーザ
インタフェースを表示する手段とを含み、ユーザインタフェースは、第２の電子デバイス
の第２のディスプレイ上における１つ以上の場所の１つ以上の表現を含む。第２の電子デ
バイスは、電子デバイスとペアリングされた関係にあり、かつ電子デバイスから離れてい
る。電子デバイスは、第２のディスプレイ上の１つ以上場所のうちのアフォーダンスを含
む第１の場所の表現において第１のタッチ感知ディスプレイ上のユーザ入力を検出する手
段と、第１のタッチ感知ディスプレイ上のユーザ入力を検出し続ける間に、ユーザ入力が
、第２のディスプレイ上における１つ以上の場所のうちの第１の場所の表現から第２のデ
ィスプレイ上における１つ以上の場所のうちの第２の場所の表現への移動を検出する手段
と、を更に含む。電子デバイスは、第１の場所の表現から第２の場所の表現へのユーザ入
力の移動を検出したことに応じて、アフォーダンスを第２のディスプレイ上における第２
の場所と関連付ける手段を更に含む。
【００２１】
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　電子デバイスは、グラフィックユーザインタフェースを表示するように構成されている
表示ユニットと、接触を受けるように構成されているタッチ感知面ユニットと、表示ユニ
ット及びタッチ感知面ユニットに結合されている処理ユニットと、を含む。処理ユニット
は、タッチ感知ディスプレイ上にユーザインタフェースの表示を可能化するように構成さ
れており、ユーザインタフェースは、第２の電子デバイスの第２のディスプレイ上におけ
る１つ以上の場所の１つ以上の表現を含む。第２の電子デバイスは、電子デバイスとペア
リングされた関係にあり、かつ電子デバイスから離れている。処理ユニットは、第２のデ
ィスプレイ上の１つ以上場所のうちの、アフォーダンスを含む第１の場所の表現において
タッチ感応ディスプレイ上のユーザ入力を検出し、第１のタッチ感知ディスプレイ上のユ
ーザ入力を検出し続ける間に、ユーザ入力が、第２のディスプレイ上における１つ以上の
場所のうちの第１の場所の表現から第２のディスプレイ上における１つ以上の場所のうち
の第２の場所の表現への移動を検出するように更に構成されている。処理ユニットは、第
１の場所の表現から第２の場所の表現へのユーザ入力の移動を検出したことに応じて、ア
フォーダンスを第２のディスプレイ上における第２の場所と関連付けるように更に構成さ
れている。
【００２２】
　このため、電子デバイスを構成するための、より速く、より効率的な方法及インタフェ
ースがデバイスに提供され、それによって、このようなデバイスの有効性、効率、及びユ
ーザ満足度が増す。このような方法及びインタフェースは、電子デバイスを構成するため
の他の方法を補完するか、又は置き換えてもよい。
【図面の簡単な説明】
【００２３】
　説明される様々な実施形態を良好に理解するため、以下の図面と併せて、以下の「発明
を実施するための形態」を参照されたい。ここで、類似の参照番号は、それらの図にわた
って、対応する部分を指す。
【００２４】
【図１Ａ】一部の実施形態に係る、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。
【００２５】
【図１Ｂ】一部の実施形態による、イベント処理のための例示的構成要素を示すブロック
図である。
【００２６】
【図２】一部の実施形態による、タッチスクリーンを有するポータブル多機能デバイスを
示す図である。
【００２７】
【図３】一部の実施形態に係る、ディスプレイ及びタッチ感知面を備える例示的な多機能
デバイスのブロック図である。
【００２８】
【図４Ａ】一部の実施形態に係る、ポータブル多機能デバイス上のアプリケーションのメ
ニューのための例示的なユーザインタフェースを示す図である。
【００２９】
【図４Ｂ】一部の実施形態に係る、ディスプレイとは別個のタッチ感知面を備えた多機能
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図である。
【００３０】
【図５Ａ】一部の実施形態に係る、パーソナル電子デバイスを示す。
【００３１】
【図５Ｂ】一部の実施形態に係る、パーソナル電子デバイスを示すブロック図である。
【００３２】
【図６】一部の実施形態に係る、例示的な電子デバイスを示す。
【００３３】
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【図７Ａ】一部の実施形態に係る、例示的なユーザインタフェースを示す。
【図７Ｂ】一部の実施形態に係る、例示的なユーザインタフェースを示す。
【図８Ａ】一部の実施形態に係る、例示的なユーザインタフェースを示す。
【図８Ｂ】一部の実施形態に係る、例示的なユーザインタフェースを示す。
【図８Ｃ】一部の実施形態に係る、例示的なユーザインタフェースを示す。
【図９Ａ】一部の実施形態に係る、例示的なユーザインタフェースを示す。
【図９Ｂ】一部の実施形態に係る、例示的なユーザインタフェースを示す。
【図９Ｃ】一部の実施形態に係る、例示的なユーザインタフェースを示す。
【図９Ｄ】一部の実施形態に係る、例示的なユーザインタフェースを示す。
【図９Ｅ】一部の実施形態に係る、例示的なユーザインタフェースを示す。
【図９Ｆ】一部の実施形態に係る、例示的なユーザインタフェースを示す。
【図１０Ａ】一部の実施形態に係る、例示的なユーザインタフェースを示す。
【図１０Ｂ】一部の実施形態に係る、例示的なユーザインタフェースを示す。
【図１０Ｃ】一部の実施形態に係る、例示的なユーザインタフェースを示す。
【００３４】
【図１１】一部の実施形態に係る、電子デバイスを構成するための処理を示すフロー図で
ある。
【００３５】
【図１２】一部の実施形態に係る電子デバイスの機能ブロック図である。
【００３６】
【図１３Ａ】一部の実施形態に係る、例示的なユーザインタフェースを示す。
【図１３Ｂ】一部の実施形態に係る、例示的なユーザインタフェースを示す。
【００３７】
【図１４】一部の実施形態に係る、電子デバイスを構成するための処理を示すフロー図で
ある。
【００３８】
【図１５】一部の実施形態に係る電子デバイスの機能ブロック図である。
【００３９】
【図１６】一部の実施形態に係る、例示的なユーザインタフェースを示す。
【図１７Ａ】一部の実施形態に係る、例示的なユーザインタフェースを示す。
【図１７Ｂ】一部の実施形態に係る、例示的なユーザインタフェースを示す。
【００４０】
【図１８】一部の実施形態に係る、電子デバイスを構成するための処理を示すフロー図で
ある。
【００４１】
【図１９】一部の実施形態に係る電子デバイスの機能ブロック図である。
【発明を実施するための形態】
【００４２】
　以下の説明では、例示的な方法、パラメータなどが記載される。ただし、そのような説
明の目的は、本開示の範囲を制限することではなく、例示的な実施形態の説明を提供する
ことであることを理解されたい。
【００４３】
　電子デバイスを構成する効率的な方法とインタフェースとを提供する電子デバイスが必
要とされている。例えば、デバイスは別のデバイスに関する設定を構成するために使用さ
れてもよい。一部の実施形態においては、前者のデバイスは、後者のデバイスよりも大き
なディスプレイを有している場合があり、これにより、ユーザにとって設定を操作、選択
しやすくなる。そのような技術は、イベント通知にアクセスするユーザの認識的負担を軽
減し、それによって生産性を高め得る。更には、そのような技術は、通常であれば冗長な
ユーザ入力に対して浪費される、プロセッサ及びバッテリの電力を削減することができる
。
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【００４４】
　以下、図１Ａ～図１Ｂ、図２、図３、図４Ａ～図４Ｂ、及び図５Ａ～図５Ｂは、電子デ
バイスを構成するための技術を実行するための例示的なデバイスの説明を提供する。図６
～図１０Ｃ、図１３Ａ～１３Ｂ、及び図１６～図１７Ｂは、電子デバイスを構成するため
の例示的なユーザインタフェースを示す。図１１、図１４、及び図１８は、一部の実施形
態に係る、電子デバイスを構成する方法を示すフロー図である。図６～図１０Ｃ、図１３
Ａ～１３Ｂ、及び図１６～図１７Ｂのユーザインタフェースは、図１１、図１４及び図１
８の処理を含む、以下に説明する処理を示すために用いられる。
【００４５】
　以下の説明では、様々な要素を説明するために「第１」、「第２」などの用語を使用す
るが、これらの要素はこれらの用語によって限定されるべきではない。これらの用語は、
ある要素を別の要素と区別するためにのみ使用される。例えば、説明されている様々な実
施形態の範囲から逸脱することなく、第１のタッチは第２のタッチと称することができ、
同様に、第２のタッチは第１のタッチと称し得る。第１のタッチと第２のタッチは共にタ
ッチであるが、同じタッチではない。
【００４６】
　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。様々
な記載の実施形態、及び添付の特許請求の範囲で使用される時に、単数形「ａ」、「ａｎ
」、及び「ｔｈｅ」は、文脈が別途明確に示さない限り、複数形も同様に含むことが意図
されている。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。用語「ｉｎｃｌｕｄｅｓ（含む）、「ｉｎｃｌｕｄｉｎｇ（含む）」、
「ｃｏｍｐｒｉｓｅｓ（含む、備える）」及び／又は「ｃｏｍｐｒｉｓｉｎｇ（含む、備
える）」は、本明細書で使用される時、述べられた特徴、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、の存在又は追加を除外しないことが更に理解さ
れるであろう。
【００４７】
　用語「ｉｆ（～場合に）」は、文脈に応じて「ｗｈｅｎ（～時に）」、「ｕｐｏｎ（～
すると）」、「ｉｎ　ｒｅｓｐｏｎｓｅ　ｔｏ　ｄｅｔｅｒｍｉｎｉｎｇ（～と判定した
ことに応じて）」、又は「ｉｎ　ｒｅｓｐｏｎｓｅ　ｔｏ　ｄｅｔｅｃｔｉｎｇ（～を検
出したことに応じて）」を意味すると解釈することができる。同様に、句「ｉｆ　ｉｔ　
ｉｓ　ｄｅｔｅｒｍｉｎｅｄ（～と判定される場合に）」又は「ｉｆ［ａ　ｓｔａｔｅｄ
　ｃｏｎｄｉｔｉｏｎ　ｏｒ　ｅｖｅｎｔ］ｉｓ　ｄｅｔｅｃｔｅｄ（［述べられる条件
又はイベント］が検出される場合に）」は、文脈に応じて「ｕｐｏｎ　ｄｅｔｅｒｍｉｎ
ｉｎｇ（～と判定される時に）」、又は「ｉｎ　ｒｅｓｐｏｎｓｅ　ｔｏ　ｄｅｔｅｒｍ
ｉｎｉｎｇ（～との判定に応じて）」、又は「ｕｐｏｎ　ｄｅｔｅｃｔｉｎｇ［ｔｈｅ　
ｓｔａｔｅｄ　ｃｏｎｄｉｔｉｏｎ　ｏｒ　ｅｖｅｎｔ］（［述べられる条件又はイベン
ト］の検出時に）」、又は「ｉｎ　ｒｅｓｐｏｎｓｅ　ｔｏ　ｄｅｔｅｃｔｉｎｇ［ｔｈ
ｅ　ｓｔａｔｅｄ　ｃｏｎｄｉｔｉｏｎ　ｏｒ　ｅｖｅｎｔ］（［述べられる条件又はイ
ベント］を検出したことに応じて）」を意味すると解釈することができる。
【００４８】
　電子デバイス、かかるデバイス用のユーザインタフェース、及びかかるデバイスを使用
するための関連処理、の実施形態を説明する。一部の実施形態において、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としては、
限定を伴わずに、Ｃａｌｉｆｏｒｎｉａ州ＣｕｐｅｒｔｉｎｏのＡｐｐｌｅ　Ｉｎｃ．の
ｉＰｈｏｎｅ（登録商標）、ｉＰｏｄ　Ｔｏｕｃｈ（登録商標）、及びｉＰａｄ（登録商
標）デバイスが挙げられる。タッチ感知面（例えば、タッチスクリーンディスプレイ及び
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／又はタッチパッド）を備えたラップトップ又はタブレットコンピュータなどの他のポー
タブル電子デバイスも、任意選択的に、使用される。また、一部の実施形態において、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）を備えるデスクトップコンピュータであること
を理解されたい。
【００４９】
　以下の検討では、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ついて説明す
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。
【００５０】
　このデバイスは、描画アプリケーション、プレゼンテーションアプリケーション、ワー
ドプロセッシングアプリケーション、ウェブサイト作成アプリケーション、ディスクオー
サリングアプリケーション、スプレッドシートアプリケーション、ゲームアプリケーショ
ン、電話アプリケーション、テレビ会議アプリケーション、電子メールアプリケーション
、インスタントメッセージングアプリケーション、トレーニングサポートアプリケーショ
ン、写真管理アプリケーション、デジタルカメラアプリケーション、デジタルビデオカメ
ラアプリケーション、ウェブブラウジングアプリケーション、デジタル音楽再生アプリケ
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つ以上などの、様
々なアプリケーションをサポートすることができる。
【００５１】
　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、アプリケーシ
ョンごとに、及び／又は対応するアプリケーション内で、任意選択的に、調節及び／又は
変更される。このように、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。
【００５２】
　次に、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、一部の実施形態に係る、タッチ感知ディスプレイシステム１１２を備えたポ
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１１２
は、便宜上「タッチスクリーン」と呼ばれる場合があり、タッチ感知ディスプレイシステ
ムとして、既知である場合又は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１２
２、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つ以上の接触強度センサ１６５
を任意選択的に含む。デバイス１００は、デバイス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３５５などの、タッチ感知面上に触知出力を生成する）ための、１つ以上の触知
出力生成器１６７を任意選択的に含む。これらの構成要素は、１つ以上の通信バス又は信
号ライン１０３を介して任意選択的に通信する。
【００５３】
　本明細書及び特許請求の範囲で使用される時、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）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、
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少なくとも４つの別個の数値を含み、より典型的には、何百もの異なる数値（例えば、少
なくとも２５６）を含む、数値の範囲を有する。接触の強度は、様々な方法及び様々なセ
ンサ、又はセンサの組み合わせを使用して、任意選択的に、判定（又は、測定）される。
例えば、タッチ感知面の下に又は隣接して配置された１つ以上の力センサは、タッチ感知
面上の様々な点における力を測定するために、任意選択的に使用される。いくつかの実装
において、複数の力センサの力測定値を組み合わせて（例えば、加重平均）、接触力の推
定値を判定する。同様に、スタイラスの感圧性先端部を任意選択的に使用して、タッチ感
知面上のスタイラスの圧力を判定する。あるいは、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替物として、任意選択的に用いられる。いく
つかの実装では、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否かを判
定するために直接に用いられる（例えば、強度閾値は、代替的測定値に対応する単位で記
述される）。いくつかの実装では、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否かを
判定する（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により、アフォーダンスを（例えば、タッチ感知
ディスプレイ上に）表示するための、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／機械的制御部を介し
て）受けるための、面積が制限されている、低減されたサイズのデバイス上で、他の場合
であればユーザによってアクセスすることが不可能であり得る、追加的なデバイス機能へ
の、ユーザのアクセスが可能となる。
【００５４】
　本明細書及び特許請求の範囲で使用される時、用語「触知出力」は、ユーザの触覚でユ
ーザによって検出されることになる、デバイスの従前の位置に対するデバイスの物理的変
位、デバイスの構成要素（例えば、タッチ感知面）の、デバイスの別の構成要素（例えば
、筐体）に対する物理的変位、又はデバイスの質量中心に対する構成要素の変位を指す。
例えば、デバイス又はデバイスの構成要素が、タッチに敏感なユーザの表面（例えば、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、ユーザの動作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であろう。別の実施例と
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場合であっても、ユー
ザによって、そのタッチ感知面の「粗さ」として、任意選択的に解釈又は感知される。そ
のようなユーザによるタッチの解釈は、ユーザの個人的な感覚認知に左右されるものでは
あるが、大多数のユーザに共通する、多くのタッチの感覚認知が存在する。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。
【００５５】
　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に示される様々な構成要素は、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、又はハ
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ードウェア及びソフトウェアの双方の組み合わせの形態で実装される。
【００５６】
　メモリ１０２は、１つ以上のコンピュータ可読記憶媒体を含んでもよい。このコンピュ
ータ可読記憶媒体は、有形かつ非一時的であってよい。メモリ１０２は、高速ランダムア
クセスメモリを含んでよく、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、又は他の不揮発性ソリッドステートメモリデバイスなどの、不揮発性メモリもま
た含んでよい。メモリコントローラ１２２は、デバイス１００の他の構成要素によるメモ
リ１０２へのアクセスを制御してよい。
【００５７】
　周辺機器インタフェース１１８を使用して、このデバイスの入力及び出力周辺機器を、
ＣＰＵ１２０及びメモリ１０２に連結することができる。１つ以上のプロセッサ１２０は
、デバイス１００のための様々な機能を実行するため並びにデータ処理を実行するために
、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
動作させたり、又は実行したりする。一部の実施形態において、周辺機器インタフェース
１１８、ＣＰＵ１２０、及びメモリコントローラ１２２は、チップ１０４などのシングル
チップ上に実装してもよい。いくつかの他の実施形態では、それらは、別個のチップ上に
実装してもよい。
【００５８】
　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、これらの機能を実行するための周知の回路を、任意選
択的に含む。ＲＦ回路１０８は、ワールドワイドウェブ（ＷＷＷ）とも呼ばれるインター
ネット、イントラネット、並びに／又は、セルラー電話ネットワーク、無線ローカルエリ
アネットワーク（ＬＡＮ）及び／若しくは、メトロポリタンエリアネットワーク（ＭＡＮ
）、などの無線ネットワーク、及び他のデバイスと無線通信によって、任意選択的に通信
する。ＲＦ回路１０８は、近距離通信無線などによる近距離無線通信（ＮＦＣ）フィール
ドを検出するための周知の回路を任意選択的に含む。無線通信は、複数の通信規格、通信
プロトコル、及び通信技術のうちのいずれかを、任意選択的に使用し、それらの通信規格
、通信プロトコル、及び通信技術としては、移動通信用のグローバルシステム（Global S
ystem for Mobile Communications、ＧＳＭ（登録商標））、拡張データＧＳＭ環境（Enh
anced Data GSM Environment、ＥＤＧＥ）、高速ダウンリンクパケット接続（high-speed
 downlink packet access、ＨＳＤＰＡ）、高速アップリンクパケット接続（high-speed 
uplink packet access、ＨＳＵＰＡ）、Ｅｖｏｌｕｔｉｏｎ，Ｄａｔａ－Ｏｎｌｙ（ＥＶ
－ＤＯ）、ＨＳＰＡ、ＨＳＰＡ＋、２重セルＨＳＰＡ（Dual-Cell HSPA、ＤＣ－ＨＳＰＤ
Ａ）、ロングタームエボリューション（long term evolution、ＬＴＥ）、近距離無線通
信（near field communication、ＮＦＣ）、広帯域符号分割多元接続（wideband code di
vision multiple access、Ｗ－ＣＤＭＡ）、符号分割多元接続（code division multiple
 access、ＣＤＭＡ）、時分割多元接続（time division multiple access、ＴＤＭＡ）、
Ｂｌｕｅｔｏｏｔｈ（登録商標）、Ｂｌｕｅｔｏｏｔｈ　Ｌｏｗ　Ｅｎｅｒｇｙ（ＢＴＬ
Ｅ）、Ｗｉｒｅｌｅｓｓ　Ｆｉｄｅｌｉｔｙ（Ｗｉ－Ｆｉ）（登録商標）（例えば、ＩＥ
ＥＥ　８０２．１１ａ、ＩＥＥＥ　８０２．１１ｂ、ＩＥＥＥ　８０２．１１ｇ、ＩＥＥ
Ｅ　８０２．１１ｎ、及び／又はＩＥＥＥ　８０２．１１ac）、ボイスオーバーインター
ネットプロトコル（voice over Internet Protocol、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（Internet
 message access protocol、ＩＭＡＰ）及び／又はポストオフィスプロトコル（post off
ice protocol、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（extensible messaging and presence protocol、ＸＭＰ
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Ｐ）、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（Session Initiation Protocol for Instant Messaging and Presence Leveraging Ex
tensions、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（Inst
ant Messaging and Presence Service、ＩＭＰＳ））、及び／又はショートメッセージサ
ービス（Short Message Service、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。
【００５９】
　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からオーディオデータを受信し、このオーディオデータを電
気信号に変換し、この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また受信する。オーディオ回路１１０は、電気信号をオー
ディオデータに変換し、処理するためにオーディオデータを周辺機器インタフェース１１
８に送信する。オーディオデータは、周辺機器インタフェース１１８によって、メモリ１
０２及び／又はＲＦ回路１０８から取得され、及び／又は、それらに送信されてもよい。
一部の実施形態において、オーディオ回路１１０はヘッドセットジャック（例えば、図２
の２１２）を更に備える。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
ロフォン）の双方を有する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。
【００６０】
　Ｉ／Ｏサブシステム１０６は、周辺機器インタフェース１１８に、タッチスクリーン１
１２及び他の入力制御デバイス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、任意選択的に、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、及び他の入力若しくは制御デバイスのための１つ以上の入力コントローラ１
６０を含む。１つ以上の入力コントローラ１６０は、他の入力制御デバイス１１６との間
で、電気信号を受信／送信する。他の入力制御デバイス１１６は、任意選択的に、物理ボ
タン（例えば、プッシュボタン、ロッカボタンなど）、ダイヤル、スライダスイッチ、ジ
ョイスティック、クリックホイールなどを含む。いくつかの代替的実施形態では、入力コ
ントローラ（単数又は複数）１６０は、任意選択的に、キーボード、赤外線ポート、ＵＳ
Ｂポート、及びマウスなどのポインタデバイスのうちのいずれかに連結される（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、任意選択的に
、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
ボタンを含む。１つ以上のボタンは、任意選択的に、プッシュボタン（例えば、図２の２
０６）を含む。
【００６１】
　２００５年１２月２３日に出願された、米国特許第７，６５７，８４９号である米国特
許出願第１１／３２２，５４９号、「Ｕｎｌｏｃｋｉｎｇ　ａ　Ｄｅｖｉｃｅ　ｂｙ　Ｐ
ｅｒｆｏｒｍｉｎｇ　Ｇｅｓｔｕｒｅｓ　ｏｎ　ａｎ　Ｕｎｌｏｃｋ　Ｉｍａｇｅ」に記
載されているように、プッシュボタンの素早い押し下げにより、タッチスクリーン１１２
のロックを解除するか、又はデバイスのロック解除にタッチスクリーン上のジェスチャを
用いる処理を開始してもよい。この特許は、その全体が本明細書において参照により組み
込まれている。プッシュボタン（例えば、２０６）をより長く押し下げることにより、デ
バイス１００の電源をオンオフすることができる。ユーザは、１つ以上のボタンの機能を
カスタマイズすることができる。タッチスクリーン１１２は、仮想又はソフトボタン、及
び１つ以上のソフトキーボードを実現するために用いられる。
【００６２】
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　タッチ感知ディスプレイ１１２は、デバイスとユーザとの間の入力インタフェース及び
出力インタフェースを提供する。ディスプレイコントローラ１５６は、タッチスクリーン
１１２から電気信号を受信し、それへ電気信号を送信する。タッチスクリーン１１２は、
ユーザに視覚出力を表示する。この視覚出力としては、グラフィック、テキスト、アイコ
ン、ビデオ、及びそれらの任意の組み合わせ（「グラフィック」と総称される）を挙げる
ことができる。一部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してもよい。
【００６３】
　タッチスクリーン１１２は、触覚及び／若しくは触感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。タッチスクリー
ン１１２及びディスプレイコントローラ１５６は（メモリ１０２内の任意の関連モジュー
ル及び／又は命令セットと共に）、タッチスクリーン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スクリーン１１２上に表示されたユー
ザインタフェースオブジェクト（例えば、１つ以上のソフトキー、アイコン、ウェブペー
ジ、又は画像）との対話に変換する。例示的な実施形態では、タッチスクリーン１１２と
ユーザとの間の接触点は、ユーザの指に対応する。
【００６４】
　タッチスクリーン１１２は、ＬＣＤ（ｌｉｑｕｉｄ　ｃｒｙｓｔａｌ　ｄｉｓｐｌａｙ
、液晶ディスプレイ）技術、ＬＰＤ（ｌｉｇｈｔ　ｅｍｉｔｔｉｎｇ　ｐｏｌｙｍｅｒ　
ｄｉｓｐｌａｙ、発光ポリマーディスプレイ）技術、又はＬＥＤ（ｌｉｇｈｔ　ｅｍｉｔ
ｔｉｎｇ　ｄｉｏｄｅ、発光ダイオード）技術を用いてもよいが、他の実施形態では、そ
の他のディスプレイ技術を使用してもよい。タッチスクリーン１１２及びディスプレイコ
ントローラ１５６は、現在既知の、又は今後開発される複数のタッチ感知技術のうちのい
ずれかを使用して、接触、及びその接触のあらゆる移動若しくは中断を検出することがで
き、これらの技術としては、静電容量技術、抵抗性技術、赤外線技術、及び表面弾性波技
術、並びにタッチスクリーン１１２との１つ以上の接触点を判定するための、他の近接セ
ンサアレイ又は他の要素、が挙げられるが、これらに限定されない。例示的な実施形態で
は、Ｃａｌｉｆｏｒｎｉａ州ＣｕｐｅｒｔｉｎｏのＡｐｐｌｅ　Ｉｎｃ．によるｉＰｈｏ
ｎｅ（登録商標）及びｉＰｏｄ　Ｔｏｕｃｈ（登録商標）において見られるような、投影
型相互静電容量感知技術が使用されている。
【００６５】
　タッチスクリーン１１２の一部の実施形態におけるタッチ感知ディスプレイは、以下の
米国特許、第６，３２３，８４６号（Ｗｅｓｔｅｒｍａｎら）、第６，５７０，５５７号
（Ｗｅｓｔｅｒｍａｎら）、及び／又は第６，６７７，９３２号（Ｗｅｓｔｅｒｍａｎ）
、及び／又は米国特許出願公開第２００２／００１５０２４（Ａ１）号に記載されている
マルチタッチ感知タッチパッドに類似し得る。これらの文献は、それぞれその全体が本明
細書において参照により組み込まれている。ただし、タッチスクリーン１１２はデバイス
１００からの視覚出力を表示するのに対して、タッチ感知タッチパッドは視覚出力を提供
しない。
【００６６】
　タッチスクリーン１１２の一部の実施形態におけるタッチ感知ディスプレイは、以下の
出願で説明されているとおりにすることができる。（１）２００６年５月２日出願の米国
特許出願第１１／３８１，３１３号、「Ｍｕｌｔｉｐｏｉｎｔ　Ｔｏｕｃｈ　Ｓｕｒｆａ
ｃｅ　Ｃｏｎｔｒｏｌｌｅｒ」、（２）２００４年５月６日出願の同第１０／８４０，８
６２号、「Ｍｕｌｔｉｐｏｉｎｔ　Ｔｏｕｃｈｓｃｒｅｅｎ」、（３）２００４年７月３
０日出願の同第１０／９０３，９６４号、「Ｇｅｓｔｕｒｅｓ　Ｆｏｒ　Ｔｏｕｃｈ　Ｓ
ｅｎｓｉｔｉｖｅ　Ｉｎｐｕｔ　Ｄｅｖｉｃｅｓ」、（４）２００５年１月３１日出願の
同第１１／０４８，２６４号、「Ｇｅｓｔｕｒｅｓ　Ｆｏｒ　Ｔｏｕｃｈ　Ｓｅｎｓｉｔ
ｉｖｅ　Ｉｎｐｕｔ　Ｄｅｖｉｃｅｓ」、（５）２００５年１月１８日出願の同第１１／
０３８，５９０号、「Ｍｏｄｅ－Ｂａｓｅｄ　Ｇｒａｐｈｉｃａｌ　Ｕｓｅｒ　Ｉｎｔｅ
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ｒｆａｃｅｓ　Ｆｏｒ　Ｔｏｕｃｈ　Ｓｅｎｓｉｔｉｖｅ　Ｉｎｐｕｔ　Ｄｅｖｉｃｅｓ
」、（６）２００５年９月１６日出願の同第１１／２２８，７５８号、「Ｖｉｒｔｕａｌ
　Ｉｎｐｕｔ　Ｄｅｖｉｃｅ　Ｐｌａｃｅｍｅｎｔ　Ｏｎ　Ａ　Ｔｏｕｃｈ　Ｓｃｒｅｅ
ｎ　Ｕｓｅｒ　Ｉｎｔｅｒｆａｃｅ」、（７）２００５年９月１６日出願の同第１１／２
２８，７００号、「Ｏｐｅｒａｔｉｏｎ　Ｏｆ　Ａ　Ｃｏｍｐｕｔｅｒ　Ｗｉｔｈ　Ａ　
Ｔｏｕｃｈ　Ｓｃｒｅｅｎ　Ｉｎｔｅｒｆａｃｅ」、（８）２００５年９月１６日出願の
同第１１／２２８，７３７号、「Ａｃｔｉｖａｔｉｎｇ　Ｖｉｒｔｕａｌ　Ｋｅｙｓ　Ｏ
ｆ　Ａ　Ｔｏｕｃｈ－Ｓｃｒｅｅｎ　Ｖｉｒｔｕａｌ　Ｋｅｙｂｏａｒｄ」、及び（９）
２００６年３月３日出願の同第１１／３６７，７４９号、「Ｍｕｌｔｉ－Ｆｕｎｃｔｉｏ
ｎａｌ　Ｈａｎｄ－Ｈｅｌｄ　Ｄｅｖｉｃｅ」。これらの出願の全ては、全体が参照によ
り本明細書に組み込まれる。
【００６７】
　タッチスクリーン１１２は、１００ｄｐｉを超えるビデオ解像度を有し得る。一部の実
施形態において、タッチスクリーンは約１６０ｄｐｉのビデオ解像度を有する。ユーザは
、スタイラス、指などの、任意の好適な物体又は付属物を使用して、タッチスクリーン１
１２と接触することができる。一部の実施形態において、ユーザインタフェースは、主と
して指に基づく接触及びジェスチャによって機能するように設計され、タッチスクリーン
上の指の接触面積が広いことにより、スタイラスに基づく入力よりも精度が低いことがあ
る。一部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。
【００６８】
　一部の実施形態において、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）を含んでもよ
い。一部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領域である。タッチパッドは、タッチスクリーン１
１２とは別個のタッチ感知面、又はタッチスクリーンによって形成されるタッチ感知面の
拡張部とすることができる。
【００６９】
　デバイス１００はまた、様々な構成要素に電力を供給するための電力システム１６２を
も含む。電力システム１６２は、電力管理システム、１つ以上の電源（例えば、バッテリ
、交流（ＡＣ））、再充電システム、停電検出回路、電力コンバータ又はインバータ、電
力状態インジケータ（例えば、発光ダイオード（ＬＥＤ））、並びにポータブルデバイス
における電力の生成、管理、及び分配に関連する任意の他の構成要素を含んでもよい。
【００７０】
　デバイス１００はまた、１つ以上の光センサ１６４を含んでもよい。図１Ａは、Ｉ／Ｏ
サブシステム１０６内の光センサコントローラ１５８に連結された光センサを示す。光セ
ンサ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含んでもよい。光センサ１６４は、１つ以上のレンズを通して投影さ
れた、環境からの光を受光し、その光を、画像を表すデータに変換する。撮像モジュール
１４３（カメラモジュールとも呼ばれる）と連携して、光センサ１６４は静止画像又はビ
デオをキャプチャすることができる。一部の実施形態において、タッチスクリーンディス
プレイを静止画像及び／又はビデオ画像取得のためのビューファインダとして使用するこ
とができるように、デバイスの前面のタッチスクリーンディスプレイ１１２の反対側であ
る、デバイス１００の背面に光センサが配置されている。一部の実施形態において、ユー
ザが他のテレビ会議参加者をタッチスクリーンディスプレイ上で見る間に、そのユーザの
画像をテレビ会議のために得ることができるように、デバイスの前面に光センサが配置さ
れている。一部の実施形態において、光センサ１６４の位置は、ユーザによって（例えば
、デバイス筐体内のレンズ及びセンサを回転させることによって）変更することができ、
それにより、テレビ会議並びに静止画像及び／又はビデオ画像の取得の双方のために、単
一の光センサ１６４を、タッチスクリーンディスプレイと共に使用することができる。
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【００７１】
　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に連結された接触強度
センサを示す。接触強度センサ１６５は、１つ以上のピエゾ抵抗ひずみゲージ、電気容量
式力センサ、電気力センサ、圧電力センサ、光学力センサ、容量式タッチ感知面、又は他
の強度センサ（例えば、タッチ感知面上の接触の力（又は圧力）を測定するために使用す
るセンサ）を、任意選択的に含む。接触強度センサ１６５は、環境から接触強度情報（例
えば、圧力情報又は圧力情報の代用物）を受信する。一部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１
１２）に配置されているか、又は、それに近接している。一部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、デバイス１００の前面に配置されたタッチスクリーンデ
ィスプレイ１１２の反対側である、デバイス１００の背面に配置されている。
【００７２】
　デバイス１００は１つ以上の近接センサ１６６を含んでもよい。図１Ａは、周辺機器イ
ンタフェース１１８と連結された近接センサ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に連結されてもよい。近接セ
ンサ１６６は、米国特許出願第１１／２４１，８３９号、「Ｐｒｏｘｉｍｉｔｙ　Ｄｅｔ
ｅｃｔｏｒ　Ｉｎ　Ｈａｎｄｈｅｌｄ　Ｄｅｖｉｃｅ」、同第１１／２４０，７８８号、
「Ｐｒｏｘｉｍｉｔｙ　Ｄｅｔｅｃｔｏｒ　Ｉｎ　Ｈａｎｄｈｅｌｄ　Ｄｅｖｉｃｅ」、
同第１１／６２０，７０２号、「Ｕｓｉｎｇ　Ａｍｂｉｅｎｔ　Ｌｉｇｈｔ　Ｓｅｎｓｏ
ｒ　Ｔｏ　Ａｕｇｍｅｎｔ　Ｐｒｏｘｉｍｉｔｙ　Ｓｅｎｓｏｒ　Ｏｕｔｐｕｔ」、同第
１１／５８６，８６２号、「Ａｕｔｏｍａｔｅｄ　Ｒｅｓｐｏｎｓｅ　Ｔｏ　Ａｎｄ　Ｓ
ｅｎｓｉｎｇ　Ｏｆ　Ｕｓｅｒ　Ａｃｔｉｖｉｔｙ　Ｉｎ　Ｐｏｒｔａｂｌｅ　Ｄｅｖｉ
ｃｅｓ」、及び、同第１１／６３８，２５１号、「Ｍｅｔｈｏｄｓ　Ａｎｄ　Ｓｙｓｔｅ
ｍｓ　Ｆｏｒ　Ａｕｔｏｍａｔｉｃ　Ｃｏｎｆｉｇｕｒａｔｉｏｎ　Ｏｆ　Ｐｅｒｉｐｈ
ｅｒａｌｓ」で説明されるように機能し得るものであり、これらの出願は、全体が参照に
より本明細書に組み込まれる。一部の実施形態において、多機能デバイスがユーザの耳の
近くに配置される場合（例えば、ユーザが電話で通話している場合）、近接センサは、タ
ッチスクリーン１１２をオフにして無効化する。
【００７３】
　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１６７は、スピーカ又は他のオーディオ構成要素
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、電気活性ポリマー
、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。接触強度センサ１６５は、触覚フ
ィードバックモジュール１３３から触覚フィードバック生成命令を受信し、デバイス１０
０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。一部の実施形態におい
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）に配置されているか、又はそれに近接しており、任意選択的に、タッ
チ感知面を垂直方向（例えば、デバイス１００の表面の内／外）に、又は横方向（例えば
、デバイス１００の表面と同じ平面内の前後）に動かすことによって、触知出力を生成す
る。一部の実施形態において、少なくとも１つの触知出力生成器センサが、デバイス１０
０の前面に配置されたタッチスクリーンディスプレイ１１２の反対側である、デバイス１
００の背面に配置されている。
【００７４】
　デバイス１００はまた、１つ以上の加速度計１６８も含み得る。図１Ａは、周辺機器イ
ンタフェース１１８に連結された加速度計１６８を示す。あるいは、加速度計１６８は、
Ｉ／Ｏサブシステム１０６内の入力コントローラ１６０に連結されてもよい。加速度計１
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６８は、米国特許出願公開第２００５０１９００５９号、「Ａｃｃｅｌｅｒａｔｉｏｎ－
ｂａｓｅｄ　Ｔｈｅｆｔ　Ｄｅｔｅｃｔｉｏｎ　Ｓｙｓｔｅｍ　ｆｏｒ　Ｐｏｒｔａｂｌ
ｅ　Ｅｌｅｃｔｒｏｎｉｃ　Ｄｅｖｉｃｅｓ」、及び同第２００６００１７６９２号、「
Ｍｅｔｈｏｄｓ　Ａｎｄ　Ａｐｐａｒａｔｕｓｅｓ　Ｆｏｒ　Ｏｐｅｒａｔｉｎｇ　Ａ　
Ｐｏｒｔａｂｌｅ　Ｄｅｖｉｃｅ　Ｂａｓｅｄ　Ｏｎ　Ａｎ　Ａｃｃｅｌｅｒｏｍｅｔｅ
ｒ」で説明されるように機能し得るものであり、これらの文献の双方は、全体が参照によ
り本明細書に組み込まれる。一部の実施形態において、情報は、１つ以上の加速度計から
受信したデータの分析に基づいて、縦長表示又は横長表示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、磁気
計（図示せず）並びにデバイス１００の位置及び向き（例えば、縦長又は横長）に関する
情報を取得するためのＧＰＳ（又はＧＬＯＮＡＳＳ又は他のグローバルナビゲーションシ
ステム）受信部（図示せず）を、任意選択的に含む。
【００７５】
　一部の実施形態において、メモリ１０２に記憶されたソフトウェア構成要素は、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）１３２、
テキスト入力モジュール（又は命令セット）１３４、全地球測位システム（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、一部の実施形態において、図１Ａ及び図３に示すように、メモリ１０２（図１
Ａ）又はメモリ３７０（図３）は、デバイス／グローバル内部状態１５７を記憶する。デ
バイス／グローバル内部状態１５７は、以下の１つ以上を含む：現在アクティブ状態のア
プリケーションがある場合、どのアプリケーションがアクティブかを示す、アクティブア
プリケーション状態、どのアプリケーション、ビュー、又は他の情報がタッチスクリーン
ディスプレイ１１２の様々な領域を占領しているかを示す、表示状態、デバイスの様々な
センサ及び入力制御デバイス１１６から得られる情報を含む、センサ状態、及び、デバイ
スの場所及び／又は姿勢に関する場所情報。
【００７６】
　オペレーティングシステム１２６（例えば、Ｄａｒｗｉｎ、ＲＴＸＣ、ＬＩＮＵＸ、Ｕ
ＮＩＸ、ＯＳ　Ｘ、ｉＯＳ、ＷＩＮＤＯＷＳ、又はＶｘＷｏｒｋｓ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構成要素及び／又は
ドライバを含み、様々なハードウェア構成要素とソフトウェア構成要素との間の通信を容
易にする。
【００７７】
　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）を通して間接的に、他のデバイスに連結するように
適応している。一部の実施形態において、外部ポートは、ｉＰｏｄ（登録商標）（Ａｐｐ
ｌｅ　Ｉｎｃ．の商標）デバイス上で使用される３０ピンコネクタと同じか、若しくは同
様のマルチピン（例えば、３０ピン）コネクタ、及び／又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。
【００７８】
　接触／動きモジュール１３０は、任意選択的に、（ディスプレイコントローラ１５６と
連携して）タッチスクリーン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）との接触を検出する。接触／動きモジュール１３０は、接触
が生じたか否かを判定すること（例えば、指を下ろすイベントを検出すること）、接触の
強度（例えば、接触の力若しくは圧力、又は、接触の力若しくは圧力の代替物）を判定す
ること、接触の移動が存在するか否かを判定し、タッチ感知面を横断する移動を追跡する
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こと（例えば、指をドラッグする１つ以上のイベントを検出すること）、及び接触が停止
したか否かを判定すること（例えば、指を上げるイベント又は接触の中断を検出すること
）などの、接触の検出に関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本
の指の接触）又は複数の同時接触（例えば、「マルチタッチ」／複数の指の接触）に適用
される。一部の実施形態において、接触／動きモジュール１３０及びディスプレイコント
ローラ１５６は、タッチパッド上の接触を検出する。
【００７９】
　一部の実施形態において、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。一部の実施形態において
、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の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することができる。更に、いくつかの実装では、デバイスのユ
ーザには、（例えば、個々の強度閾値を調整することにより、及び／又は、システムレベ
ルのクリック「強度」パラメータにより、一度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る。
【００８０】
　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／又は検出される接触の強度）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、（例えば、アイコンの位置での）指を下ろすイベントを
検出し、続いて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）イベントを検出することを含む。別の実施例として、タッチ感知面上
での指のスワイプジェスチャを検出することは、指を下ろすイベントを検出し、続いて、
１つ以上の、指をドラッグするイベントを検出し、その後、続いて指を上げる（リフトオ
フ）イベントを検出することを含む。
【００８１】
　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、タッチスクリーン１１２又は他のディスプレイ上にグラフィックをレンダリングして
表示するための、様々な既知のソフトウェア構成要素を含む。本明細書にて使用される時
、用語「グラフィック」は、ユーザに対して表示することができる任意のオブジェクトを
含み、こ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。
【００８２】
　一部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。各グラフィックには、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特性データと共に、表示されることとなるグラフィッ
クを指定する１つ以上のコードを受信し、次にディスプレイコントローラ１５６に出力す
る画面の画像データを生成する。
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【００８３】
　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。
【００８４】
　テキスト入力モジュール１３４は、グラフィックモジュール１３２の構成要素であって
もよく、様々なアプリケーション（例えば、連絡先１３７、電子メール１４０、ＩＭ１４
１、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。
【００８５】
　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
ションでの使用のために提供する（例えば、位置に基づいての電話での使用のために電話
１３８へ、写真／ビデオメタデータとしてカメラ１４３へ、及び、気象ウィジェット、ロ
ーカル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、位
置に基づくサービスを提供するアプリケーションへ）。
【００８６】
　アプリケーション１３６は、以下のモジュール（又は、命令セット）、又はそれらのサ
ブセット若しくはスーパーセットを含み得る。
　●連絡先モジュール１３７（時には、アドレス帳又は連絡先リストとも呼ぶ）、
　●電話モジュール１３８、
　●テレビ会議モジュール１３９、
　●電子メールクライアントモジュール１４０、
　●インスタントメッセージング（ＩＭ）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／又はビデオ画像用のカメラモジュール１４３、
　●画像管理モジュール１４４、
　●ビデオプレーヤモジュール、
　●ミュージックプレーヤモジュール、
　●ブラウザモジュール１４７、
　●カレンダモジュール１４８、
　●気象ウィジェット１４９－１、株価ウィジェット１４９－２、電卓ウィジェット１４
９－３、アラーム時計ウィジェット１４９－４、辞書ウィジェット１４９－５、及びユー
ザが取得した他のウィジェット、並びにユーザ作成ウィジェット１４９－６のうちの１つ
以上を含むことができるウィジェットモジュール１４９、
　●ユーザ作成ウィジェット１４９－６を作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
　●ビデオ再生モジュール及び音楽再生モジュールを統合した、ビデオ及び音楽再生モジ
ュール１５２
　●メモモジュール１５３、
　●マップモジュール１５４、及び／又は
　●オンラインビデオモジュール１５５。
【００８７】
　メモリ１０２内に記憶することができ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。
【００８８】
　タッチスクリーン１１２、ディスプレイコントローラ１５６、接触／動きモジュール１
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３０、グラフィックモジュール１３２、及びテキスト入力モジュール１３４と連携して、
連絡先モジュール１３７は、（例えば、メモリ１０２又はメモリ３７０内の連絡先モジュ
ール１３７のアプリケーション内部状態１９２に記憶される）アドレス帳又は連絡先リス
トを管理するために用いられる。この管理することとしては、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、名前を分類して並べ替える
こと、電話番号又は電子メールアドレスを提供して、電話１３８、テレビ会議モジュール
１３９、電子メール１４０、若しくはＩＭ１４１による通信を開始する及び／又は容易に
すること、などが含まれる。
【００８９】
　ＲＦ回路１０８、オーディオ回路１１０、スピーカ１１１、マイクロフォン１１３、タ
ッチスクリーン１１２、ディスプレイコントローラ１５６、接触／動きモジュール１３０
、グラフィックモジュール１３２、及びテキスト入力モジュール１３４と連携して、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、連絡先モジュール１３７
内の１つ以上の電話番号にアクセスし、入力された電話番号を修正し、対応する電話番号
をダイヤルし、会話を行い、そして、会話が完了した際に接続を切るか又は電話を切るた
めに、使用することができる。上述のように、無線通信は、複数の通信規格、通信プロト
コル、及び通信技術のうちのいずれかを使用することができる。
【００９０】
　ＲＦ回路１０８、オーディオ回路１１０、スピーカ１１１、マイクロフォン１１３、タ
ッチスクリーン１１２、ディスプレイコントローラ１５６、光センサ１６４、光センサコ
ントローラ１５８、接触／動きモジュール１３０、グラフィックモジュール１３２、テキ
スト入力モジュール１３４、連絡先モジュール１３７、及び電話モジュール１３８と連携
して、テレビ会議モジュール１３９は、ユーザの指示に従って、ユーザと１人以上の他の
参加者との間のテレビ会議を開始し、実行し、終了する、実行可能な命令を含む。
【００９１】
　ＲＦ回路１０８、タッチスクリーン１１２、ディスプレイコントローラ１５６、接触／
動きモジュール１３０、グラフィックモジュール１３２、及びテキスト入力モジュール１
３４と連携して、電子メールクライアントモジュール１４０は、ユーザの指示に応答して
、電子メールを作成し、送信し、受信し、管理する、実行可能な命令を含む。画像管理モ
ジュール１４４と連携した電子メールクライアントモジュール１４０により、カメラモジ
ュール１４３で撮影した静止画像又はビデオ画像を添付した電子メールを作成して送信す
ることが非常に容易になる。
【００９２】
　ＲＦ回路１０８、タッチスクリーン１１２、ディスプレイコントローラ１５６、接触／
動きモジュール１３０、グラフィックモジュール１３２、及びテキスト入力モジュール１
３４と連携して、インスタントメッセージングモジュール１４１は、インスタントメッセ
ージに対応する文字列を入力したり、入力済みの文字を修正したり、（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、若しくはＩＭＰＳを
使用して）対応するインスタントメッセージを送信したり、インスタントメッセージを受
信したり、及び受信したインスタントメッセージを閲覧したりする、実行可能な命令を含
む。一部の実施形態において、送信及び／又は受信されるインスタントメッセージは、Ｍ
ＭＳ及び／又は拡張メッセージングサービス（Enhanced Messaging Service、ＥＭＳ）で
サポートされるような、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／又は他の添付ファイルを含んでもよい。本明細書で使用する時、「インスタントメッ
セージング」とは、電話ベースのメッセージ（例えば、ＳＭＳ又はＭＭＳを使用して送信
されるメッセージ）及びインターネットベースのメッセージ（例えば、ＸＭＰＰ、ＳＩＭ
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ＰＬＥ、又はＩＭＰＳを使用して送信されるメッセージ）の双方を示す。
【００９３】
　ＲＦ回路１０８、タッチスクリーン１１２、ディスプレイコントローラ１５６、接触／
動きモジュール１３０、グラフィックモジュール１３２、テキスト入力モジュール１３４
、ＧＰＳモジュール１３５、マップモジュール１５４、及びミュージックプレーヤモジュ
ールと連携して、トレーニングサポートモジュール１４２は、次の実行可能な命令を含む
：（例えば、時間、距離、及び／又はカロリー消費目標を有する）トレーニングを作成す
ることと、トレーニングセンサ（スポーツデバイス）と通信することと、トレーニングセ
ンサデータを受信することと、トレーニングをモニタするために使用されるセンサを較正
することと、トレーニングのための音楽を選択し、再生することと、トレーニングデータ
を表示し、記憶し、送信すること。
【００９４】
　タッチスクリーン１１２、ディスプレイコントローラ１５６、光センサ（単数又は複数
）１６４、光センサコントローラ１５８、接触／動きモジュール１３０、グラフィックモ
ジュール１３２、及び画像管理モジュール１４４と連携して、カメラモジュール１４３は
、静止画像又は（ビデオストリームを含む）ビデオをキャプチャしてメモリ１０２にそれ
らを記憶する、静止画像又はビデオの特性を変更する、又はメモリ１０２から静止画像若
しくはビデオを削除する、実行可能な命令を含む。
【００９５】
　タッチスクリーン１１２、ディスプレイコントローラ１５６、接触／動きモジュール１
３０、グラフィックモジュール１３２、テキスト入力モジュール１３４、及びカメラモジ
ュール１４３と連携して、画像管理モジュール１４４は、静止画像及び／又はビデオ画像
を配置する、修正し（例えば、編集し）又は別の方法で操作する、ラベルを付け、削除す
る、（例えば、デジタルスライドショー又はアルバムにおいて）提示する、及び記憶した
りする、実行可能な命令を含む。
【００９６】
　ＲＦ回路１０８、タッチスクリーン１１２、ディスプレイコントローラ１５６、接触／
動きモジュール１３０、グラフィックモジュール１３２、及び、テキスト入力モジュール
１３４と連携して、ブラウザモジュール１４７は、ウェブページ又はそれらの一部、並び
にウェブページにリンクされた添付及び他のファイルを検索し、リンク付けし、受信し、
表示することを含むユーザの指示に従い、インターネットを閲覧するための実行可能な命
令を含む。
【００９７】
　ＲＦ回路１０８、タッチスクリーン１１２、ディスプレイコントローラ１５６、接触／
動きモジュール１３０、グラフィックモジュール１３２、テキスト入力モジュール１３４
、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と連携して
、カレンダモジュール１４８は、ユーザの指示に従い、カレンダ及びカレンダに関連付け
られたデータ（例えば、カレンダ項目、ｔｏ　ｄｏリストなど）を作成し、表示し、変更
し、記憶する実行可能な命令を含む。
【００９８】
　ＲＦ回路１０８、タッチスクリーン１１２、ディスプレイコントローラ１５６、接触／
動きモジュール１３０、グラフィックモジュール１３２、テキスト入力モジュール１３４
、及びブラウザモジュール１４７と連携して、ウィジェットモジュール１４９は、ユーザ
によってダウンロードされ、使用することが可能なミニアプリケーション（例えば、気象
ウィジェット１４９－１、株価ウィジェット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
ザによって作成することが可能なミニアプリケーション（例えば、ユーザ作成ウィジェッ
ト１４９－６）である。一部の実施形態において、ウィジェットは、ＨＴＭＬ（ハイパー
テキストマークアップ言語）ファイル、ＣＳＳ（カスケーディングスタイルシート）ファ
イル、及びＪａｖａＳｃｒｉｐｔ（登録商標）ファイルを含む。一部の実施形態において
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、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ＪａｖａＳｃｒｉ
ｐｔファイル（例えば、Ｙａｈｏｏ！（登録商標）ウィジェット）を含む。
【００９９】
　ＲＦ回路１０８、タッチスクリーン１１２、ディスプレイコントローラ１５６、接触／
動きモジュール１３０、グラフィックモジュール１３２、テキスト入力モジュール１３４
、及びブラウザモジュール１４７と連携して、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
）ために、ユーザによって使用することができる。
【０１００】
　タッチスクリーン１１２、ディスプレイコントローラ１５６、接触／動きモジュール１
３０、グラフィックモジュール１３２、及びテキスト入力モジュール１３４と連携して、
検索モジュール１５１は、ユーザの指示に従い、１つ以上の検索基準（例えば、１つ以上
のユーザ指定の検索語句）と一致する、メモリ１０２内のテキスト、音楽、音、画像、ビ
デオ、及び／又は他のファイルを検索する、実行可能な命令を含む。
【０１０１】
　タッチスクリーン１１２、ディスプレイコントローラ１５６、接触／動きモジュール１
３０、グラフィックモジュール１３２、オーディオ回路１１０、スピーカ１１１、ＲＦ回
路１０８、及びブラウザモジュール１４７と連携して、ビデオ及び音楽再生モジュール１
５２は、ＭＰ３又はＡＡＣファイルなどの１つ以上のファイル形式で記憶された録音済み
の音楽及び他のサウンドファイルをユーザがダウンロード及び再生できるようにする実行
可能な命令、並びにビデオを（タッチスクリーン１１２上又は外部ポート１２４を介して
接続された外部のディスプレイ上に）表示、提示、又は別の方法で再生する実行可能な命
令を含む。一部の実施形態において、デバイス１００は、任意選択的に、ｉＰｏｄ（Ａｐ
ｐｌｅ　Ｉｎｃ．の商標）などのＭＰ３プレーヤの機能を備える。
【０１０２】
　タッチスクリーン１１２、ディスプレイコントローラ１５６、接触／動きモジュール１
３０、グラフィックモジュール１３２、及びテキスト入力モジュール１３４と連携して、
メモモジュール１５３は、ユーザの指示に従って、メモ、ｔｏ　ｄｏリストなどを作成及
び管理する実行可能な命令を含む。
【０１０３】
　ＲＦ回路１０８、タッチスクリーン１１２、ディスプレイコントローラ１５６、接触／
動きモジュール１３０、グラフィックモジュール１３２、テキスト入力モジュール１３４
、ＧＰＳモジュール１３５、及びブラウザモジュール１４７と連携して、マップモジュー
ル１５４は、ユーザの指示に従い、地図及び地図に関連付けられたデータ（例えば、運転
方向、特定の位置又はその近くの店舗及びその他の見所のデータ、並びに他の位置ベース
のデータ）を受信し、表示し、変更し、及び記憶するために、使用することができる。
【０１０４】
　タッチスクリーン１１２、ディスプレイコントローラ１５６、接触／動きモジュール１
３０、グラフィックモジュール１３２、オーディオ回路１１０、スピーカ１１１、ＲＦ回
路１０８、テキスト入力モジュール１３４、電子メールクライアントモジュール１４０、
及びブラウザモジュール１４７と連携して、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、閲覧し
、（例えば、ストリーミング及び／又はダウンロードにより）受信し、（例えば、タッチ
スクリーン上で又は外部ポート１２４を介して接続された外部のディスプレイ上で）再生
し、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、別の方法で管理する
ことが可能となる命令を含む。一部の実施形態において、特定のオンラインビデオへのリ
ンクを送信するために、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が使用される。オンラインビデオアプリケーションの
追加の説明は、２００７年６月２０日に出願された米国特許仮出願第６０／９３６，５６
２号、「Ｐｏｒｔａｂｌｅ　Ｍｕｌｔｉｆｕｎｃｔｉｏｎ　Ｄｅｖｉｃｅ，Ｍｅｔｈｏｄ
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，ａｎｄ　Ｇｒａｐｈｉｃａｌ　Ｕｓｅｒ　Ｉｎｔｅｒｆａｃｅ　ｆｏｒ　Ｐｌａｙｉｎ
ｇ　Ｏｎｌｉｎｅ　Ｖｉｄｅｏｓ」、及び２００７年１２月３１日に出願された米国特許
出願第１１／９６８，０６７号、「Ｐｏｒｔａｂｌｅ　Ｍｕｌｔｉｆｕｎｃｔｉｏｎ　Ｄ
ｅｖｉｃｅ，Ｍｅｔｈｏｄ，ａｎｄ　Ｇｒａｐｈｉｃａｌ　Ｕｓｅｒ　Ｉｎｔｅｒｆａｃ
ｅ　ｆｏｒ　Ｐｌａｙｉｎｇ　Ｏｎｌｉｎｅ　Ｖｉｄｅｏｓ」に見出すことができ、これ
らの出願の内容はその全体が本明細書において参照により組み込まれている。
【０１０５】
　上記で特定されたモジュール及びアプリケーションのそれぞれは、１つ以上の上記の機
能を実行する実行可能な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（例えば、命令のセット）は、別個のソフトウェアプログラム、手順、又はモジュー
ルとして実現される必要はなく、それゆえ、様々な実施形態では、これらのモジュールの
様々なサブセットを組み合わせるか、又は他の方式で再編成することができる。例えば、
ビデオ再生モジュールは、音楽再生モジュールと組み合わせて、単一のモジュール（例え
ば、図１Ａのビデオ及び音楽再生モジュール１５２）としてもよい。一部の実施形態にお
いて、メモリ１０２は、上記で特定されたモジュール及びデータ構造のサブセットを記憶
することができる。更に、メモリ１０２は、上述されていない追加のモジュール及びデー
タ構造を記憶してもよい。
【０１０６】
　一部の実施形態では、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の動作に関する主要な入力制御デバイス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って、デバイス１００上の（プッシュボタン、ダイヤル
などの）物理入力制御デバイスの数を低減することができる。
【０１０７】
　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。一部の実施
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。そのような実施形態では、「メニューボ
タン」はタッチパッドを使って実現される。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、物理プッシュボタン又は他の物理入力制御デバイスであ
る。
【０１０８】
　図１Ｂは、一部の実施形態に係る、イベント処理のための例示的な構成要素を示すブロ
ック図である。一部の実施形態において、メモリ１０２（図１Ａ）又はメモリ３７０（図
３）は、イベントソート部１７０（例えば、オペレーティングシステム１２６内）及び対
応するアプリケーション１３６－１（例えば、上述のアプリケーション１３７～１５１、
１５５、３８０～３９０のうちのいずれか）を含む。
【０１０９】
　イベントソート部１７０は、イベント情報を受信し、イベント情報を配信するアプリケ
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。イベントソート部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。一部の実施形態において、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１１２上に表示
される現在のアプリケーションビュー（単数又は複数）を示す、アプリケーション内部状
態１９２を含む。一部の実施形態において、デバイス／グローバル内部状態１５７は、い
ずれのアプリケーション（単数又は複数）が現在アクティブであるかを判定するために、
イベントソート部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、イベントソート
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部１７０によって使用される。
【０１１０】
　一部の実施形態において、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。
【０１１１】
　イベントモニタ１７１は、周辺機器インタフェース１１８からイベント情報を受信する
。イベント情報は、サブイベント（例えば、マルチタッチジェスチャの一部としての、タ
ッチ感知ディスプレイ１１２上でのユーザのタッチ）についての情報を含む。周辺機器イ
ンタフェース１１８は、Ｉ／Ｏサブシステム１０６、又は近接センサ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を介する）マイクロフォ
ン１１３などのセンサから受信する情報を送信する。周辺機器インタフェース１１８がＩ
／Ｏサブシステム１０６から受信する情報は、タッチ感知ディスプレイ１１２又はタッチ
感知面からの情報を含む。
【０１１２】
　一部の実施形態では、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に要求を送信する。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
を送信する。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上回り、かつ／又は所定の持続時間を超えた入力を受けること
）が存在する場合にのみ、イベント情報を送信する。
【０１１３】
　一部の実施形態において、イベントソート部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。
【０１１４】
　ヒットビュー判定モジュール１７２は、タッチ感知ディスプレイ１１２が２つ以上のビ
ューを表示する場合に、サブイベントが１つ以上のビュー内のいずれの場所で発生したか
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、制御部及びユーザがディス
プレイ上で見ることが可能な他の要素で構成される。
【０１１５】
　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生じ
る。タッチが検出される（対応するアプリケーションの）アプリケーションビューは、そ
のアプリケーションのプログラム階層又はビュー階層内のプログラムレベルに対応し得る
。例えば、タッチが検出される最下位レベルのビューを、ヒットビューと呼ぶことができ
、適切な入力として認識されるイベントのセットは、少なくとも部分的には、タッチに基
づくジェスチャを開始する最初のタッチのヒットビューに基づいて、判定することができ
る。
【０１１６】
　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
連する情報を受信する。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、そのサブイベントを処理すべき階層内の
最下位のビューとしての、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（例えば、イベント又は潜在的なイベントを形成するサブイベン
トのシーケンスにおける最初のサブイベント）が発生する最下位レベルのビューである。
ヒットビューがヒットビュー判定モジュール１７２によって特定されると、ヒットビュー
は、典型的には、それがヒットビューとして特定された、同じタッチ又は入力ソースに関
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連する全てのサブイベントを受信する。
【０１１７】
　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（単数
又は複数）がサブイベントの特定のシーケンスを受信すべきかを判定する。一部の実施形
態では、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信すべきであると判定する。他の実施形態では、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、アクティブに関わって
いる全てのビューは、サブイベントの特定のシーケンスを受信す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、依然としてアクティブに関わっているビ
ューであり続ける。
【０１１８】
　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信
する。一部の実施形態では、イベントディスパッチャモジュール１７４は、対応するイベ
ント受信部１８２により取得されるイベント情報をイベント待ち行列に記憶する。
【０１１９】
　一部の実施形態において、オペレーティングシステム１２６は、イベントソート部１７
０を含む。あるいは、アプリケーション１３６－１が、イベントソート部１７０を含む。
更に他の実施形態では、イベントソート部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に記憶された別のモジュールの一部であ
る。
【０１２０】
　一部の実施形態において、アプリケーション１３６－１は、それぞれがアプリケーショ
ンのユーザインタフェースのそれぞれのビュー内で発生するタッチイベントを処理する命
令を含む、複数のイベント処理部１９０及び１つ以上のアプリケーションビュー１９１を
含む。アプリケーション１３６－１の各アプリケーションビュー１９１は、１つ以上のイ
ベント認識部１８０を含む。通常、それぞれのアプリケーションビュー１９１は、複数の
イベント認識部１８０を含む。他の実施形態では、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
及び他の特性を継承する上位レベルのオブジェクトなどの、別個のモジュールの一部であ
る。一部の実施形態において、それぞれのイベント処理部１９０は、データ更新部１７６
、オブジェクト更新部１７７、ＧＵＩ更新部１７８、及び／又はイベントソート部１７０
から受信したイベントデータ１７９、のうちの１つ以上を含む。イベント処理部１９０は
、アプリケーション内部状態１９２を更新するために、データ更新部１７６、オブジェク
ト更新部１７７、又はＧＵＩ更新部１７８を利用するか又は呼び出してもよい。あるいは
、アプリケーションビュー１９１のうちの１つ以上は、１つ以上のそれぞれのイベント処
理部１９０を含む。また、一部の実施形態において、データ更新部１７６、オブジェクト
更新部１７７、及びＧＵＩ更新部１７８のうちの１つ以上も、それぞれのアプリケーショ
ンビュー１９１に含まれる。
【０１２１】
　各イベント認識部１８０は、イベントソート部１７０からイベント情報（例えば、イベ
ントデータ１７９）を受信して、そのイベント情報からイベントを識別する。イベント認
識部１８０は、イベント受信部１８２及びイベント比較部１８４を含む。一部の実施形態
において、イベント認識部１８０は更に、メタデータ１８３及びイベント配信命令１８８
（サブイベント配信命令を含んでいてもよい）の少なくとも部分集合を含む。
【０１２２】
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　イベント受信部１８２は、イベントソート部１７０からイベント情報を受信する。この
イベント情報は、サブイベントについての情報、例えば、タッチ又はタッチの移動につい
ての情報を含む。サブイベントによっては、イベント情報はまた、サブイベントの場所な
どの追加情報も含む。サブイベントが、タッチの動きに関係する場合、イベント情報はま
た、そのサブイベントの速度及び方向も含み得る。一部の実施形態において、イベントは
、１つの向きから別の向きへの（例えば、縦向きから横向きへの、又はその逆の）デバイ
スの回転を含み、そのイベント情報は、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。
【０１２３】
　イベント比較部１８４は、イベント情報を既定のイベント又はサブイベントの定義と比
較し、その比較に基づいて、イベント又はサブイベントを判定する、あるいはイベント又
はサブイベントの状態を判定若しくは更新する。一部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。一部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。ある実施例では、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。このダブルタップは、例えば、所定の段階に関する表
示オブジェクト上での第１のタッチ（タッチの開始）、所定の段階に関する第１のリフト
オフ（タッチの終了）、所定の段階に関する表示オブジェクト上での第２のタッチ（タッ
チの開始）、及び所定の段階に関する第２のリフトオフ（タッチの終了）を含む。別の実
施例では、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操
作である。このドラッグ操作は、例えば、所定の段階に関する表示オブジェクト上でのタ
ッチ（又は、接触）、タッチ感知ディスプレイ１１２を横断するタッチの移動、及びタッ
チのリフトオフ（タッチの終了）を含む。一部の実施形態において、イベントはまた、１
つ以上の関連付けられたイベント処理部１９０に関する情報も含む。
【０１２４】
　一部の実施形態において、イベント定義１８７は、それぞれのユーザインタフェースオ
ブジェクトに関するイベントの定義を含む。一部の実施形態において、イベント比較部１
８４は、サブイベントに関連付けられたユーザインタフェースオブジェクトを判定するヒ
ットテストを実行する。例えば、３つのユーザインタフェースオブジェクトがタッチ感知
ディスプレイ１１２に表示されるアプリケーションビューにおいて、タッチ感知ディスプ
レイ１１２上でタッチが検出されると、イベント比較部１８４は、３つのユーザインタフ
ェースオブジェクトのうちのどれがタッチ（サブイベント）に関連付けられているかを判
定するためのヒットテストを行う。表示された各オブジェクトが、対応するイベント処理
部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、
どのイベント処理部１９０をアクティブ化すべきかを判定する。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となるオブジェクトに関連付けられた
イベント処理部を選択する。
【０１２５】
　一部の実施形態において、それぞれのイベント１８７の定義は、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対応しないかが判定されるまで、
イベント情報の配信を遅延させる、遅延作用も含む。
【０１２６】
　それぞれのイベント認識部１８０が、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
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、タッチに基づく
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、ヒットビューに関してアクテ
ィブのまま維持される他のイベント認識部があれば、進行中のタッチに基づくジェスチャ
のサブイベントを、引き続き追跡及び処理する。
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【０１２７】
　一部の実施形態において、それぞれのイベント認識部１８０は、構成変更可能なプロパ
ティと、フラグと、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と、を有するメ
タデータ１８３を含む。一部の実施形態において、メタデータ１８３は、構成変更可能な
プロパティと、フラグと、及び／又はイベント認識部が互いにどのように対話し得るか、
あるいは、対話が可能になるかについて示すリストと、を含む。一部の実施形態において
、メタデータ１８３は、構成変更可能なプロパティと、フラグと、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信されるか否かを示すリストと
、を含む。
【０１２８】
　一部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処理部１９０
をアクティブ化する。一部の実施形態において、それぞれのイベント認識部１８０は、イ
ベントに関連付けられたイベント情報をイベント処理部１９０に配信する。イベント処理
部１９０をアクティブ化することは、対応する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）することとは異なる。一部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
ベント処理部１９０は、フラグをキャッチし、既定の処理を実行する。
【０１２９】
　一部の実施形態において、イベント配信命令１８８は、イベント処理部をアクティブ化
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処
理部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送信する。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たイベント処理部は、イベント情
報を受信し、所定の処理を実行する。
【０１３０】
　一部の実施形態において、データ更新部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、データ更新部１７６は、連絡先モジュール１
３７で使用される電話番号を更新したり、ビデオ再生モジュールで使用されるビデオファ
イルを記憶したりする。一部の実施形態において、オブジェクト更新部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
クト更新部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か、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。ＧＵＩ更新部１７８は、ＧＵＩを更新
する。例えば、ＧＵＩ更新部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。
【０１３１】
　一部の実施形態において、イベント処理部（単数又は複数）１９０は、データ更新部１
７６、オブジェクト更新部１７７、及びＧＵＩ更新部１７８を含むか、若しくはそれらに
アクセスすることができる。一部の実施形態において、データ更新部１７６、オブジェク
ト更新部１７７、及びＧＵＩ更新部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の単一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。
【０１３２】
　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、口頭による指示検出された眼
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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。
【０１３３】
　図２は、一部の実施形態に係る、タッチスクリーン１１２を有するポータブル多機能デ
バイス１００を示す。タッチスクリーンは、ユーザインタフェース（ＵＩ）２００内に１
つ以上のグラフィックを、任意選択的に表示する。本実施形態、並びに後述する実施形態
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
上を選択することができる。一部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、その１つ以上のグラフィックの選択が生じる。一部の実施形態で
は、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
つかの実装又は状況では、グラフィックとの不測の接触は、そのグラフィックを選択する
ものではない。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イー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。
【０１３４】
　デバイス１００はまた、「ホーム」又はメニューボタン２０４などの、１つ以上の物理
ボタンも含み得る。上述したように、メニューボタン２０４を使用して、デバイス１００
上で実行することができるアプリケーションセット内の任意のアプリケーション１３６へ
、ナビゲートすることができる。あるいは、一部の実施形態では、メニューボタンは、タ
ッチスクリーン１１２に表示されたＧＵＩにおけるソフトキーとして実装されている。
【０１３５】
　一実施形態では、デバイス１００は、タッチスクリーン１１２、メニューボタン２０４
、デバイスの電源をオン／オフし、デバイスをロックするためのプッシュボタン２０６、
音量調節ボタン（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、ボタンを押し下げて、既定の時間にわたってボタンを押し
下げ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、ボタンを押し下げ
て、既定時間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、及び／
又は、デバイスのロックを解除する、若しくは、ロック解除処理を開始する。別の実施形
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
ブ化又は非アクティブ化するための口頭入力を受信する。デバイス１００はまた、タッチ
スクリーン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も、任意選択的に含む。
【０１３６】
　図３は、一部の実施形態に係る、ディスプレイ及びタッチ感知面を備える例示的な多機
能デバイスのブロック図である。デバイス３００は、ポータブル型である必要はない。一
部の実施形態において、デバイス３００は、ラップトップコンピュータ、デスクトップコ
ンピュータ、タブレットコンピュータ、マルチメディア再生デバイス、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、家庭用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、１つ以上のネットワーク若しくは他の通信インタ
フェース３６０、メモリ３７０、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（チップセットと呼ばれることがある）を、任意選択的に含む。デバイス３０
０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
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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３
５５、デバイス３００上に触知出力を生成するための（例えば、図１Ａを参照して上述し
た触知出力生成器１６７（単数又は複数）と同様の）触知出力生成器３５７、センサ３５
９（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１
Ａを参照して上述した接触強度センサ（単数又は複数）１６５と同様の接触強度センサ）
も、任意選択的に含む。メモリ３７０は、ＤＲＡＭ、ＳＲＡＭ、ＤＤＲ　ＲＡＭ、又は他
のランダムアクセスソリッドステートメモリデバイスなどの、高速ランダムアクセスメモ
リを含み、また任意選択的に、１つ以上の磁気ディスク記憶デバイス、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３７０は、ＣＰＵ（単数又は複数）３１０から離れて位置する
１つ以上の記憶デバイスを任意選択的に含む。一部の実施形態では、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、又はそれらの部分集合に類似する、プログラム、モジュール、
及びデータ構造を記憶する。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１Ａ）のメモリ１０２はこれらのモジュールを任意選択的に記憶しない。
【０１３７】
　図３における上記で特定された要素のそれぞれは、前述のメモリデバイスのうちの１つ
以上に記憶されてもよい。上記で特定されたモジュールのうちのそれぞれは、上述した機
能を実行する命令セットに対応する。上記で特定されたモジュール又はプログラム（例え
ば、命令セット）は、別個のソフトウェアプログラム、手順、又はモジュールとして実装
される必要はなく、それゆえ、様々な実施形態では、これらのモジュールの様々なサブセ
ットを組み合わせるか、又は他の方式で再編成することができる。一部の実施形態におい
て、メモリ３７０は、上記で特定されたモジュール及びデータ構造のサブセットを記憶す
ることができる。更に、メモリ３７０は、上述されていない追加のモジュール及びデータ
構造を記憶してもよい。
【０１３８】
　次に、例えば、ポータブル多機能デバイス１００上に実施することができるユーザイン
タフェースの実施形態に注意を向ける。
【０１３９】
　図４Ａは、一部の実施形態に係る、ポータブル多機能デバイス１００上のアプリケーシ
ョンのメニュー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
ースを、デバイス３００上に実施してもよい。一部の実施形態において、ユーザインタフ
ェース４００は、以下の要素、又はそれらの部分集合若しくは上位集合を含む。
　●セルラー及びＷｉ－Ｆｉ信号などの無線通信（単数又は複数）のための信号強度イン
ジケータ（単数又は複数）４０２、
　●時刻４０４、
　●Ｂｌｕｅｔｏｏｔｈインジケータ４０５、
　●バッテリ状態インジケータ４０６、
　●下記などの、頻繁に利用されるアプリケーション用のアイコンを含むトレー４０８、
　　○不在着信又は音声メールメッセージの数のインジケータ４１４を任意選択的に含む
、「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インジケータ４１０を任意選択的に含む、「メール」とラベ
ル付けされた、電子メールクライアントモジュール１４０用のアイコン４１８、
　　○「ブラウザ」とラベル付けされた、ブラウザモジュール１４７用のアイコン４２０
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、及び
　　○「ｉＰｏｄ」とラベル付けされた、ｉＰｏｄ（Ａｐｐｌｅ　Ｉｎｃ．の商標）モジ
ュール１５２とも称されるビデオ及び音楽再生モジュール１５２用のアイコン４２２、及
び
　●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」とラベル付けされた、ＩＭモジュール１４１用のアイコン４２４、
　　○「カレンダ」とラベル付けされた、カレンダモジュール１４８用のアイコン４２６
、
　　○「写真」とラベル付けされた、画像管理モジュール１４４用のアイコン４２８、
　　○「カメラ」とラベル付けされた、カメラモジュール１４３用のアイコン４３０、
　　○「オンラインビデオ」とラベル付けされた、オンラインビデオモジュール１５５用
のアイコン４３２、
　　○「株価」とラベル付けされた、株価ウィジェット１４９－２用のアイコン４３４、
　　○「マップ」とラベル付けされた、マップモジュール１５４用のアイコン４３６、
　　○「天気」とラベル付けされた、天気ウィジェット１４９－１用のアイコン４３８、
　　○「時計」とラベル付けされた、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」とラベル付けされた、トレーニングサポートモジュール
１４２用のアイコン４４２、
　　○「メモ」とラベル付けされた、メモモジュール１５３用のアイコン４４４、及び
　　○デバイス１００及びその様々なアプリケーション１３６に関する設定へのアクセス
を提供する、「設定」とラベル付けされた、設定アプリケーション若しくはモジュール用
のアイコン４４６。
【０１４０】
　図４Ａに示されるアイコンのラベルは、単なる例示であることに留意されたい。例えば
、ビデオ及び音楽再生モジュール１５２用のアイコン４２２は、任意選択的に、「ミュー
ジック」又は「ミュージックプレーヤ」とラベル付けされてもよい。他のラベルが、様々
なアプリケーションアイコンのために、任意選択的に使用される。一部の実施形態では、
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。一部の実施形態では、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。
【０１４１】
　図４Ｂは、ディスプレイ４５０（例えば、タッチスクリーンディスプレイ１１２）とは
別個のタッチ感知面４５１（例えば、図３のタブレット又はタッチパッド３５５）を備え
るデバイス（例えば、図３のデバイス３００）上の、例示的なユーザインタフェースを示
す。デバイス３００はまた、タッチ感知面４５１上の接触の強度を検出するための１つ以
上の接触強度センサ（例えば、センサ３５７のうちの１つ以上）、及び／又はデバイス３
００のユーザに対する触知出力を生成するための１つ以上の触知出力生成器３５９を任意
選択的に含む。
【０１４２】
　以下の実施例のうちのいくつかは、タッチスクリーンディスプレイ１１２上の入力（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、一部
の実施形態において、デバイスは、図４Ｂに示すように、ディスプレイとは別個のタッチ
感知面上で入力を検出する。一部の実施形態において、このタッチ感知面（例えば、図４
Ｂ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。これらの実施形態によれば、デバ
イスは、タッチ感知面４５１との接触（例えば、図４Ｂの４６０及び４６２）を、ディス
プレイ上のそれぞれの場所に対応する場所（例えば、図４Ｂでは、４６０は４６８に対応
し、４６２は４７０に対応する）にて検出する。このように、タッチ感知面がディスプレ
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イとは別個のものである場合、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、並びにそれらの移動）が
、多機能デバイスのディスプレイ（例えば、図４Ｂでの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。
【０１４３】
　更に加えて、以下の説明は、主に指入力（例えば、指の接触、指のタップジェスチャ、
指のスワイプジェスチャ）を参照して説明されるが、一部の実施形態では、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ている間、任意選択的に、
マウスクリックと置換される。同様に、複数のユーザ入力が同時に検出される時、複数の
コンピュータマウスが同時に、任意選択的に用いられているか、又はマウスと指接触が同
時に用いられていることが理解されよう。
【０１４４】
　図５Ａは、例示的なパーソナル電子デバイス５００を示す。デバイス５００は、本体５
０２を含む。一部の実施形態において、デバイス５００は、デバイス１００及び３００（
例えば、図１Ａ～図４Ｂ）に関して記載した特徴のいくつか又は全てを含み得る。一部の
実施形態では、デバイス５００は、タッチ感知ディスプレイ画面５０４、以後、タッチス
クリーン５０４を有する。タッチスクリーン５０４の代わりに、又はそれに追加して、デ
バイス５００は、ディスプレイ及びタッチ感知面を有する。デバイス１００及びデバイス
３００と同様に、一部の実施形態において、タッチスクリーン５０４（又はタッチ感知面
）は、加えられている接触（例えば、タッチ）の強度を検出するための１つ以上の強度セ
ンサを有してもよい。タッチスクリーン５０４（又は、タッチ感知面）の１つ以上の強度
センサは、タッチの強度を表す出力データを提供することができる。デバイス５００のユ
ーザインタフェースは、タッチの強度に基づきタッチに応じてもよく、これは、異なる強
度のタッチは、デバイス５００上で異なるユーザインタフェース動作を呼び出し得ること
を意味する。
【０１４５】
　タッチ強度を検出して処理するための技術は、例えば、関連出願である、２０１３年５
月８日出願の「Ｄｅｖｉｃｅ，Ｍｅｔｈｏｄ，ａｎｄ　Ｇｒａｐｈｉｃａｌ　Ｕｓｅｒ　
Ｉｎｔｅｒｆａｃｅ　ｆｏｒ　Ｄｉｓｐｌａｙｉｎｇ　Ｕｓｅｒ　Ｉｎｔｅｒｆａｃｅ　
Ｏｂｊｅｃｔｓ　Ｃｏｒｒｅｓｐｏｎｄｉｎｇ　ｔｏ　ａｎ　Ａｐｐｌｉｃａｔｉｏｎ」
と題された国際出願ＰＣＴ／ＵＳ２０１３／０４００６１号、及び２０１３年１１月１１
日出願の「Ｄｅｖｉｃｅ，Ｍｅｔｈｏｄ，ａｎｄ　Ｇｒａｐｈｉｃａｌ　Ｕｓｅｒ　Ｉｎ
ｔｅｒｆａｃｅ　ｆｏｒ　Ｔｒａｎｓｉｔｉｏｎｉｎｇ　Ｂｅｔｗｅｅｎ　Ｔｏｕｃｈ　
Ｉｎｐｕｔ　ｔｏ　Ｄｉｓｐｌａｙ　Ｏｕｔｐｕｔ　Ｒｅｌａｔｉｏｎｓｈｉｐｓ」と題
された同ＰＣＴ／ＵＳ２０１３／０６９４８３号に見出すことができ、これらの文献のそ
れぞれは、全体が参照により本明細書に組み込まれる。
【０１４６】
　一部の実施形態において、デバイス５００は、１つ以上の入力機構５０６及び入力機構
５０８を有する。入力機構５０６及び入力機構５０８は、含まれる場合には、物理的なも
のとすることができる。物理入力機構の例としては、プッシュボタン及び回転可能機構が
挙げられる。一部の実施形態において、デバイス５００は、１つ以上のアタッチメント機
構を有する。そのようなアタッチメント機構は、含まれる場合には、例えば、帽子、アイ
ウェア、イヤリング、ネックレス、シャツ、ジャケット、ブレスレット、腕時計バンド、
チェーン、ズボン、ベルト、靴、財布、バックパックなどに、デバイス５００を取り付け
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ることを可能にし得る。これらのアタッチメント機構は、ユーザによってデバイス５００
が着用されることを可能にし得る。
【０１４７】
　図５Ｂは、例示的なパーソナル電子デバイス５００を示す。一部の実施形態では、デバ
イス５００は、図１Ａ、図１Ｂ及び図３に関して記載した構成要素のいくつか又は全てを
含み得る。デバイス５００は、Ｉ／Ｏ部５１４を１つ以上のコンピュータプロセッサ５１
６及びメモリ５１８に動作可能に連結するバス５１２を有する。Ｉ／Ｏ部５１４は、タッ
チ感知構成要素５２２、及び、任意選択的に、タッチ強度感知構成要素５２４を有し得る
ディスプレイ５０４に接続することができる。更に、Ｉ／Ｏ部５１４は、Ｗｉ－Ｆｉ、Ｂ
ｌｕｅｔｏｏｔｈ、近距離通信（ＮＦＣ）、セルラー及び／又は他の無線通信技術を使用
して、アプリケーション及びオペレーティングシステムのデータを受信するための通信ユ
ニット５３０に接続し得る。デバイス５００は、入力機構５０６及び／又は入力機構５０
８を含むことができる。入力機構５０６は、例えば、回転可能入力デバイスであってもよ
い。入力機構５０８は、一部の実施例では、ボタンであってもよい。
【０１４８】
　入力機構５０８は、一部の実施例では、マイクロフォンであってもよい。パーソナル電
子デバイス５００は、ＧＰＳセンサ５３２、加速度計５３４、方向センサ５４０（例えば
、コンパス）、ジャイロスコープ５３６、動きセンサ５３８、及び／又はこれらの組み合
わせなどの、様々なセンサを含み得るものであり、それらの全ては、Ｉ／Ｏ部５１４に動
作可能に接続することができる。
【０１４９】
　パーソナル電子デバイス５００のメモリ５１８は、コンピュータ実行可能命令を記憶す
るための、非一時的コンピュータ可読記憶媒体とすることができ、それらの命令は、１つ
以上のコンピュータプロセッサ５１６によって実行されると、例えば、コンピュータプロ
セッサに、処理１１００、処理１４００、及び処理１８００（図１１、図１４、及び図１
８）を含めた、上述の技術を実行させることができる。コンピュータ実行可能な命令はま
た、コンピュータベースのシステム、プロセッサを含むシステム、又は、命令実行システ
ム、装置、若しくはデバイスから命令をフェッチし、その命令を実行し得る他のシステム
などの、命令実行システム、装置、又はデバイス、によって、若しくはそれらに関連して
、使用される任意の非一時的コンピュータ可読記憶媒体に記憶及び／又は伝送されてもよ
い。本文書の目的上、「非一時的コンピュータ可読記憶媒体」は、命令実行システム、装
置、又はデバイスによって、若しくはそれらに関連して、使用されるコンピュータ実行可
能命令を有形的に収容又は記憶することが可能な任意の媒体とすることができる。非一時
的コンピュータ可読記憶媒体は、磁気的、光学的、及び／又は半導体記憶装置を含み得る
が、これらに限定されない。かかる記憶装置の例としては、磁気ディスク、ＣＤ、ＤＶＤ
、又はＢｌｕ－ｒａｙ技術に基づく光ディスク、及び、フラッシュ、ソリッドステートド
ライブなどの永続的ソリッドステートメモリが挙げられる。パーソナル電子デバイス５０
０は、図５Ｂの構成要素及び構成に限定されるものではなく、他の構成要素又は追加的構
成要素を、複数の構成で含み得る。
【０１５０】
　本明細書で使用する時、用語「アフォーダンス」は、デバイス１００、３００、及び／
又は５００（図１、図３、及び図５）のディスプレイ画面上に表示され得るユーザ対話式
のグラフィックユーザインタフェースオブジェクトを指す。例えば、画像（例えば、アイ
コン）、ボタン、及びテキスト（例えば、ハイパーリンク）はそれぞれ、アフォーダンス
を構成することができる。
【０１５１】
　本明細書にて使用される時、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。カーソル又は他の位置マーカ
を含むいくつかの実装において、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
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ソルが特定のユーザインタフェース要素（例えば、ボタン、ウィンドウ、スライダ、又は
他のユーザインタフェース要素）の上にある時、カーソルは「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対話を可能にす
る、タッチスクリーンディスプレイ（例えば、図１Ａでのタッチ感知ディスプレイシステ
ム１１２、又は図４Ａでのタッチスクリーン１１２）を含む一部の実装では、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」としての役割を果たすことにより、
入力（例えば、接触による押圧入力）が、タッチスクリーンディスプレイ上の特定のユー
ザインタフェース要素（例えば、ボタン、ウィンドウ、スライダ、又は他のユーザインタ
フェース要素）の場所で検出されると、その特定のユーザインタフェース要素が、検出さ
れた入力に従って調節される。いくつかの実装では、（例えば、タブキー又は矢印キーを
使ってフォーカスを１つのボタンから別のボタンに移動させることにより）タッチスクリ
ーンディスプレイ上の対応するカーソルの移動又は接触の移動なしに、フォーカスが、ユ
ーザインタフェースの１つの領域からユーザインタフェースの別の領域に移動される。こ
れらの実装において、フォーカスセレクタは、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採用する具体的な形態とは関
わりなく、フォーカスセレクタは、全般的に、ユーザが意図するユーザインタフェースと
の対話を（例えば、ユーザが対話することを意図しているユーザインタフェースの要素を
デバイスに示すことによって）伝達するために、ユーザによって制御されるユーザインタ
フェース要素（又は、タッチスクリーンディスプレイ上での接触）である。例えば、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）上で押圧入力が検出される間の
、対応のボタンの上の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
）の場所は、その対応のボタンを（そのデバイスのディスプレイ上に示される他のユーザ
インタフェース要素ではなく）アクティブ化することをユーザが意図していることを示す
ものである。
【０１５２】
　本明細書及び特許請求の範囲で使用する時、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、その接触の特性を指す。一部の実施形態では、特性強度は複数
の強度サンプルに基づく。特性強度は、任意選択的に、既定の数の強度サンプル、又は既
定のイベント（例えば、接触を検出した後、接触のリフトオフを検出する前、接触の移動
の開始を検出する前若しくは後、接触の終了を検出する前、接触の強度の増加を検出する
前若しくは後、及び／又は接触の強度の減少を検出する前若しくは後）に対して所定の時
間期間（例えば、０．０５、０．１、０．２、０．５、１、２、５、１０秒）内に収集さ
れた強度サンプルのセットに基づく。接触の特性強度は、任意選択的に、接触の強度の最
大値、接触の強度の平均値（mean value）、接触の強度の平均値（average value）、接
触の強度の上位１０％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％
の値など、のうちの１つ以上に基づく。一部の実施形態では、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時）。
一部の実施形態では、動作がユーザによって実行されたか否かを判定するために、特性強
度を１つ以上の強度閾値のセットと比較する。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の強度閾値を含むことができる。この実施例では、第１の閾値を
越え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の強度閾値を越
え、第２の強度閾値を越えない特性強度を有する接触の結果として第２の動作が実行され
、第２の閾値を越え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。一部
の実施形態では、特性強度と１つ以上の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、それぞれの動作を実行するのか、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】
　一部の実施形態では、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。
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例えば、タッチ感知面は、接触の強度が増加する、開始位置から遷移して終了位置まで達
する連続的なスワイプ接触を受け取ってもよい。この実施例では、終了位置における接触
の特性強度は、連続的なスワイプ接触全体ではなく、そのスワイプ接触の一部分のみ（例
えば、終了位置におけるスワイプ接触の部分のみ）に基づいてもよい。一部の実施形態で
は、接触の特性強度を判定する前に、平滑化アルゴリズムをそのスワイプ接触の強度に適
用してもよい。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】
　タッチ感知面上の接触の強度は、接触検出強度閾値、軽い押圧強度閾値、深い押圧強度
閾値、及び／又は１つ以上の他の強度閾値などの１つ以上の強度閾値に対して特徴付けし
てもよい。一部の実施形態では、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。一部の実施形態では、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。一部の実施形態では、軽い押圧強度閾値を下回る（例えば
、かつ、それを下回ると接触がもはや検出されないわずかな接触検出強度閾値を上回る）
特性強度で接触が検出される場合、デバイスは、軽い押圧強度閾値又は深い押圧強度閾値
に関連付けられた動作を実行することなく、タッチ感知面上の接触の移動に従って、フォ
ーカスセレクタを移動させる。全般的には、特に明記しない限り、これらの強度閾値は、
ユーザインタフェース図の異なるセット間でも一貫している。
【０１５５】
　軽い押圧強度閾値を下回る強度から、軽い押圧強度閾値と深い押圧強度閾値との間の強
度への接触の特性強度の増大は、「軽い押圧」入力と称される場合がある。深い押圧強度
閾値を下回る強度から、深い押圧強度閾値を上回る強度への接触の特性強度の増大は、「
深い押圧」入力と称される場合がある。接触検出強度閾値を下回る強度から、接触検出強
度閾値と軽い押圧強度閾値との間の強度への接触の特性強度の増大は、タッチ面上の接触
の検出と称される場合がある。接触検出強度閾値を上回る強度から、接触検出強度閾値を
下回る強度への接触の特性強度の減少は、タッチ面からの接触のリフトオフの検出と称さ
れる場合がある。一部の実施形態では、接触検出強度閾値はゼロである。一部の実施形態
では、接触検出強度閾値はゼロを上回る。
【０１５６】
　本明細書で説明される一部の実施形態では、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、それぞれの押圧入力は、
少なくとも部分的に、押圧入力強度閾値を上回る接触（又は、複数の接触）の強度の増大
の検出に基づいて検出される。一部の実施形態では、それぞれの動作は、押圧入力強度閾
値を上回る、対応する接触の強度の増大（例えば、対応する押圧入力の「ダウンストロー
ク」）を検出したことに応じて実行される。一部の実施形態では、押圧入力は、押圧入力
強度閾値を上回る、対応する接触の強度の増大、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、対応する動作は、その後続の押圧入力閾値を下回る対応する接
触の強度の減少（例えば、対応する押圧入力の「アップストローク」）を検出したことに
応じて、実行される。
【０１５７】
　一部の実施形態では、デバイスは、「ジッタ」と呼ばれる場合がある不測の入力を回避
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
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度閾値の７５％、９０％、若しくは何らかの妥当な比率である）。したがって、一部の実
施形態では、押圧入力は、押圧入力強度閾値を上回る対応する接触の強度の増大、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、対応する動作は、そのヒステリシス強度閾値を下回る、後続の対応する接触の強度の
減少（例えば、対応する押圧入力の「アップストローク」）を検出したことに応じて、実
行される。同様に、一部の実施形態では、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、対応する動作は、その押圧入力の検出（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）に応じて、実行される。
【０１５８】
　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
る強度への接触の強度の増大、押圧入力強度閾値を下回る接触の強度の減少、及び／又は
押圧入力強度閾値に対応するヒステリシス強度閾値を下回る接触の強度の減少のいずれか
を検出したことに応じて、任意選択的にトリガされる。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、かつそれ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。
【０１５９】
　本明細書で使用する時、「インストール済みアプリケーション」とは、電子デバイス（
例えば、デバイス１００、３００、及び／又は５００）にダウンロードされており、かつ
、そのデバイス上で起動される（例えば、開かれた状態になる）準備が整っているソフト
ウェアアプリケーションを指す。一部の実施形態では、ダウンロードされたアプリケーシ
ョンは、ダウンロードされたパッケージからプログラム部分を抽出して、その抽出部分を
コンピュータシステムのオペレーティングシステムと統合するインストールプログラムに
よって、インストール済みアプリケーションになる。
【０１６０】
　ここで、デバイ１００、デバイス３００、又はデバイス５００などの電子デバイスで実
施することができるユーザインタフェース（「ＵＩ」）及び関連処理の実施形態に注目す
る。
　１．カスタマイズされた通知パラメータ
【０１６１】
　一部の実施形態による通知パラメータを構成する技術及びユーザインタフェースの例を
、図６～図１０Ｃを参照しながら以下に説明する。これらの図のユーザインタフェースは
、図１１の処理を含めた、以下で説明される処理を例示するために使用される。
【０１６２】
　図６は、例示的な電子デバイス６００及びデバイス６００から離れている例示的な外部
電子デバイス７００を示す。一部の実施形態において、デバイス６００は、デバイス１０
０（図１）、デバイス３００（図３）、及び／又はデバイス５００（図５）のうちの１つ
以上であってもよい。説明のため、デバイス６００は、タッチ感知ディスプレイ６０２を
有する、図４に示すようなポータブル多機能デバイス１００と同様の、パーソナル電子デ
バイスである。一部の実施形態において、外部デバイス７００は、デバイス１００（図１
）、デバイス３００（図３）、及び／又はデバイス５００（図５）のうちの１つ以上であ
ってもよい。説明のため、デバイス７００は、タッチ感知ディスプレイ７０２及び回転可
能入力機構７０４を有する、図５Ａに示すようなデバイス５００と同様の、パーソナル電
子デバイスである。
【０１６３】
　図６に示すように、デバイス６００は、無線ネットワークを介して情報を受信すること
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ができる。図６はまた、デバイス６００が、外部デバイス７００とペアリングされた関係
として動作し、これら２つのデバイス間でデータを交換可能であることを示している。ペ
アリングされた関係において、デバイス６００と外部デバイス７００は、それぞれを登録
しており、双方向の無線通信を実行可能である。一部の実施形態では、ペアリングされた
関係を目的とする無線通信は、Ｂｌｕｅｔｏｏｔｈ及び／又はＢｌｕｅｔｏｏｔｈ　Ｌｏ
ｗ　Ｅｎｅｒｇｙ（ＢＴＬＥ）などのピアツーピア無線通信プロトコルを介して実施され
る。一部の実施形態では、無線通信は、２つ以上の無線通信プロトコルを使用する。例え
ば、ＢＴＬＥに加えて、ＷｉＦｉを使用することができる。これらの実施形態では、２つ
のデバイス間の初期の通信は、そのプロトコルが、より低速のデータ転送速度をもたらす
場合であっても、ＢＴＬＥなどの、より低電力のプロトコルを介して実施することができ
る。後続の通信は、ＷｉＦｉなどの、比較的高速の二次ネットワークを介して実施するこ
とができる。ペアリングされた関係を開始及び動作させる更なる例示的な技術は、以下の
発明者Ｌａｗｒｅｎｃｅ　Ｙ．Ｙａｎｇらの同時係属出願にて説明されている。「Ｃｏｍ
ｐａｎｉｏｎ　Ａｐｐｌｉｃａｔｉｏｎ　ｆｏｒ　Ａｃｔｉｖｉｔｙ　Ｃｏｏｐｅｒａｔ
ｉｏｎ」と題する２０１４年５月３０日に出願された米国特許仮出願第６２／００５，７
９３号、「Ｐｒｅｄｅｆｉｎｅｄ　Ｗｉｒｅｌｅｓｓ　Ｐａｉｒｉｎｇ」と題する２０１
４年５月３０日出願の米国特許仮出願第６２／００５，７５１号、「Ｒｅｄｕｃｅｄ－ｓ
ｉｚｅ　Ｃｏｎｆｉｇｕｒａｔｉｏｎ　Ｉｎｔｅｒｆａｃｅ」と題する２０１４年９月２
日出願の米国特許仮出願第６２／０４４，９５６号、及び、「Ｒｅｄｕｃｅｄ－ｓｉｚｅ
　Ｃｏｎｆｉｇｕｒａｔｉｏｎ　Ｉｎｔｅｒｆａｃｅ」と題する２０１５年３月８日出願
の米国特許仮出願。
【０１６４】
　一部の実施形態では、デバイス６００は、アラートを受信することができる。デバイス
６００は、デバイス６００上で動作するインストールされたアプリケーションからのアラ
ートを受信することができる、又は、例えばデバイス６００と通信している外部デバイス
上で動作するインストールされたアプリケーションからのアラートを受信することができ
る。一部の実施形態では、デバイス６００は、アプリケーションから又は外部デバイスか
らのアラートを受信することでアラートを受信する。
【０１６５】
　一部の実施形態では、アラートは、例えば、テキストメッセージ、カレンダーアラート
、ボイスメール、時計のアラーム、システムアラート、天気アラート、又はフィットネス
アラートであってもよい。アラートは、「日付－時刻」と称される日付及び時刻に関連付
けられてもよく、「日付－時刻」はアラートが送信又は受信された日付及び時刻、又は、
例えば、予定されているアラートイベントの日付及び時刻を特徴付けている。アラート日
付－時刻は、現在の日付と時刻に対して、未来の（例えば、予定されている）日付－時刻
、又は、過去の日付－時刻であってもよい。アラート日付－時刻は、デバイス６００によ
って又は外部デバイスによってアラートに割り当てられたタイムスタンプ、又は、アプリ
ケーション（例えば、カレンダーリマインダー又は時計アラームに関連付けられている日
付と時刻）内にて割り当てられている日付と時刻であってもよい。アラートは、タイムレ
スアラートであってもよい。すなわち、タスクリマインダー、又は、デバイス６００が特
定の場所にいる時又は所定のジオフェンス内にいる時にトリガされる位置ベースのアラー
トなどの、特定の日付－時刻に関連付けられていないアラートである。
【０１６６】
　受信したアラートは、アラートのソース（例えばデバイス又はユーザ）、そのアラート
に対応するアプリケーション、日付－時刻、及びアラートコンテンツなどの、情報を含ん
でもよい。アラートコンテンツは、例えば、テキストメッセージの本文、電子メールの件
名及び／又は本文、ボイスメールメッセージ、画像、音声録音、又は、カレンダーリマイ
ンダーに関連付けられているテキストを含んでもよい。
【０１６７】
　一部の実施形態において、アラートを受信したことに応じて、デバイス６００は、ディ
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スプレイ６０２上において、受信したアラートの１つ以上を表す１つ以上の通知を表示す
る。すなわち、デバイス６００は、受信したアラートの１組に対応する通知を表示する。
アラートを表す通知は、アラート情報の少なくとも一部を含んでもよい。図７Ａは、デバ
イス６００のディスプレイ６０２上に表示され、デバイス６００によって受信したアラー
トを表す例示的な通知６１０及び通知６２０を示す。通知６１０及び通知６２０は、デバ
イス６００によって受信された一部の又は全てのアラートを表してもよい。
【０１６８】
　図７Ａに示すように、通知６１０及び通知６２０は、対応するアラートに関連付けられ
たアプリケーションを示すアプリケーションアフォーダンス６１２、アプリケーションア
フォーダンス６２２をそれぞれ含んでもよい。この例において、通知６１０及び通知６２
０で表されるアラートは、それぞれテキストメッセージアプリケーション及び電子メール
アプリケーションに関連付けられている。一部の実施形態において、アプリケーションア
フォーダンス６１２又はアプリケーションアフォーダンス６２２の選択を検出したことに
応じて、デバイス６００は、対応するアラートに関連付けられているアプリケーションを
起動することができる。一部の実施形態において、アプリケーションの起動は、タッチス
クリーン６０２上においてアプリケーションを表示すること、及び、アプリケーション内
において閲覧、編集、又は応答するためにアラートを開くことを含む。
【０１６９】
　通知６１０及び通知６２０はまた、それぞれのアラートのソース６１４及びソース６２
４（Ｊａｓｏｎ　Ｊｏｎｅｓ及びＪｕｌｉａ　Ｓｍｉｔｈ）、及び、それぞれのアラート
のコンテンツの一部６１６及びコンテンツの一部６２６を含む。コンテンツの一部６１６
は、通知６１０に関連付けられているテキストメッセージの本文の始まりを含む。コンテ
ンツの一部６２６は、通知６２０に関連付けられている電子メールの件名の始まりを含む
。一部の実施形態において、デバイス６００は、（例えば、図７Ａに示されるように）同
時に２つを以上の通知を表示する。一部の実施形態において、通知６１０及び通知６２０
は、それぞれのアラートを受信した順番に基づいて、順番に表示される。
【０１７０】
　例えば、アラートの管理、通知の表示、及び通知の対話などの、アラート及び通知に関
する例示的な技術は、以下の発明者Ｌａｗｒｅｎｃｅ　Ｙ．Ｙａｎｇらの同時係属出願に
おいて、説明されている。「Ｒｅｄｕｃｅｄ－ｓｉｚｅ　Ｉｎｔｅｒｆａｃｅｓ　ｆｏｒ
　Ｍａｎａｇｉｎｇ　Ａｌｅｒｔｓ」と題する２０１４年９月２日出願の米国特許仮出願
第６２／０４４，８９４号号、「Ｒｅｄｕｃｅｄ－ｓｉｚｅ　Ｉｎｔｅｒｆａｃｅｓ　ｆ
ｏｒ　Ｍａｎａｇｉｎｇ　Ａｌｅｒｔｓ」と題する２０１４年３月７日出願の米国特許仮
出願第６２／０４４，８９４号号、２０１４年９月２日出願の米国特許仮出願第６２／０
４４，９５３号号の名称「Ｒｅｄｕｃｅｄ－ｓｉｚｅ　Ｎｏｔｉｆｉｃａｔｉｏｎ　Ｉｎ
ｔｅｒｆａｃｅ」、及び、発明者Ｊｏｎａｔｈａｎ　Ｒ．Ｄａｓｃｏｌａらの２０１５年
３月８日出願の米国特許仮出願の名称「Ｒｅｄｕｃｅｄ－ｓｉｚｅ　Ｎｏｔｉｆｉｃａｔ
ｉｏｎ　Ｉｎｔｅｒｆａｃｅ」。これらは、参照によりその内容全体が本明細書に組み入
れられる。
【０１７１】
　一部の実施形態では、デバイス６００は、受信したアラートの少なくとも一部を表すデ
ータを送信する。一部の実施形態において、デバイス６００は、アラートを受信したこと
に応じて、データを送信する。図７Ａ～図７Ｂに示される例において、デバイス６００は
、通知６１０及び通知６２０で表されるアラートを表すデータを送信する。データは、デ
バイス６００と外部デバイス７００との間の通信リンクを介して外部デバイス７００へ送
信されてもよい。一部の実施形態において、通信リンクは、デバイス６００とデバイス７
００とのペアリングされた関係による動作の結果、存在する。
【０１７２】
　一部の実施形態において、受信したアラート（例えば、アラートの第１のセット）の少
なくとも一部を表すデータは、外部デバイス７００、デバイス６００によって送信された
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データで表されるアラート（例えば、アラートの第２のセット）の少なくとも一部に対応
する通知を表示させる命令を含む。図７Ａ～図７Ｂに示される例においては、デバイス６
００は、通知６１０及び通知６２０に関連付けられている２つのアラートを表すデータを
送信する。データは、外部デバイス７００に、両方のアラートに関する通知を表示させる
命令を含む。外部デバイス７００はデータを受信し、そのデータを受信したことに応じて
、命令に従って、例示的な通知７１０及び例示的な通知７２０を表示する。
【０１７３】
　通知７１０及び通知７２０は、デバイス６００によって送信されたデータによって表さ
れたアラートを表す。また、通知７１０は、デバイス６００上に表示された通知６１０に
よって表される同じアラートを表し、通知７２０は、通知６２０によって表される同じア
ラートを表す。本開示の目的のために、デバイス６００のディスプレイ６０２上に表示さ
れる通知（例えば、６１０、６２０）は、「ローカル通知」と称され、外部デバイス７０
０のディスプレイ７０２上に表示される通知（例えば、７１０、７２０）は、「リモート
通知」と称される。
【０１７４】
　図７Ｂに示されるように、通知７１０及び通知７２０は、それぞれ通知６１０及び通知
６２０と同じスタイル及びフォーマットを有する。それぞれは、対応するアラートに関連
付けられたアプリケーションを示すアプリケーションアフォーダンス７１２及びアプリケ
ーションアフォーダンス７２２（例えば、それぞれ、テキストメッセージアプリケーショ
ン及び電子メールアプリケーション）を含む。一部の実施形態において、アプリケーショ
ンアフォーダンス７１２又はアプリケーションアフォーダンス７２２の選択を検出したこ
とに応じて、デバイス７００は、対応するアラートに関連付けられているアプリケーショ
ンを起動することができる。一部の実施形態において、アプリケーションの起動は、タッ
チスクリーン７０２上においてアプリケーションを表示すること、及び、アプリケーショ
ン内において閲覧、編集、又は応答するためにアラートを開くことを含む。
【０１７５】
　通知７１０及び通知７２０はまた、それぞれのアラートのソース７１４及びソース７２
４（Ｊａｓｏｎ　Ｊｏｎｅｓ及びＪｕｌｉａ　Ｓｍｉｔｈ）、及び、それぞれのアラート
のコンテンツの一部７１６及びコンテンツの一部７２６を含み、これらは、それぞれ通知
６１０及び通知６２０と同じスタイル及びフォーマットにて表示される。一部の実施形態
において、外部デバイス７００は、（例えば、図７Ｂに示されるように）同時に２つ以上
の通知を表示する。一部の実施形態において、通知７１０及び通知７２０は、それぞれの
アラートを受信した順番に基づいて順次表示される、又は、それぞれのアラートを表すデ
バイス６００によって送信されたデータを受信した順番に基づいて順次表示される。
【０１７６】
　一部の実施形態において、デバイス６００は、ユーザに対して外部デバイス７００上に
おける通知の表示に関連付けられたパラメータを設定することを可能にするユーザインタ
フェースを提供する。外部デバイス７００上における通知の表示に関連付けられたパラメ
ータは、リモート通知パラメータと称される。リモート通知パラメータは、リモート通知
を表示するかどうか、及び／又は、リモート通知を表示する方法を決定してもよい。リモ
ート通知パラメータの設定を変更する能力によって、ユーザはデバイス７００上における
通知のカスタマイズが可能になる。
【０１７７】
　一部の実施形態において、デバイス６００は、リモート通知パラメータの状態を設定す
るオプションを含むユーザインタフェースを表示する。図８Ａは、アプリケーションに関
連付けられたリモート通知パラメータの状態を設定するオプションを含む、例示的なユー
ザインタフェース８００を示す。表現８１０は、メールアプリケーションに関連付けられ
ており、表現８２０は、テキストメッセージアプリケーションに関連付けられている。表
現８１０は、グラフィックトグルスイッチ８１２を含み、これにより、ユーザ入力に応じ
てＯＮ位置とＯＦＦ位置との間を切り替えることができる。一部の実施形態において、ス
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イッチ８１２の位置は、ディスプレイ６０２上の接触を検出したことに応じて変わる。接
触は、スイッチ８１２上又はスイッチ８１２の近傍における、タップ、ドラッグ、スワイ
プ、又はフリックなどのタッチジェスチャによって実行されてもよい。一部の実施形態に
おいて、スイッチ８１２の位置は、電子メールアプリケーションに関連付けられたアラー
トを外部デバイス７００上に表示することになるかどうかを決定するリモート通知パラメ
ータの状態を設定する。表現８２０は、また、グラフィックトグルスイッチ８２２も含み
、その位置は、テキストメッセージアプリケーションに関連付けられたアラートを外部デ
バイス７００上に表示することになるかどうかを決定するリモート通知パラメータの状態
を表示する。
【０１７８】
　リモート通知は、表現８１０及び表現８２０に関連付けられたリモート通知パラメータ
の状態に従って、外部デバイス７００のディスプレイ７０２上に表示されてもよい。一部
の実施形態において、デバイス６００は、表現８１０及び表現８２０に関連付けられたリ
モート通知パラメータの状態に従って、受信したアラートの少なくとも一部を表すデータ
を送信する。例えば、図８Ａにおいて、電子メールアプリケーション及びテキストメッセ
ージアプリケーションに関連付けられたリモート通知パラメータは、両方ともＯＮ状態に
設定されている。この構成に従って、デバイス６００は、電子メールアプリケーション及
びテキストメッセージアプリケーションの受信アラートを表すデータを送信する。データ
はまた、これらのアプリケーションのアラートを表す通知を表示する命令を含む。この構
成に従って、外部デバイス７００は、電子メールアプリケーション及びテキストメッセー
ジアプリケーションのアラートを表す通知を表示してもよい。図７Ｂは、外部デバイス７
００が、それぞれ電子メールアプリケーション及びテキストメッセージアプリケーション
に関連付けられているアラートを表す通知７１０及び通知７２０を表示する例を示す。
【０１７９】
　一部の実施形態において、ユーザインタフェース８００を表示している間に、デバイス
６００は、ユーザ入力を検出し、このユーザ検出は、リモート通知パラメータの状態の選
択を表す。例えば、デバイス６００は、表現８２０に関連付けられているタッチ感知ディ
スプレイ６０２上の接触を検出してもよい。図８Ａにおいて、タッチ８５０は、スイッチ
８２２における、又は、スイッチ８２２の近傍の接触を引き起こす。この接触に応じて、
デバイス６００は、図８Ｂに示すように、スイッチ８２２をＯＮ位置からＯＦＦ位置へと
変更する。この接触に応じて、デバイス６００は、テキストメッセージアプリケーション
からのアラートの通知を外部デバイス７００上に表示しないように、表現８２０に関連付
けられているリモートテキスト通知パラメータを設定する。図８Ｃは、外部デバイス７０
０が、テキストメッセージアプリケーションに関連付けられている通知７１０を表示せず
、電子メールアプリケーションに関連付けられている通知７２０を表示する例を示す。一
部の実施形態において、リモートテキスト通知パラメータの構成に従って、デバイス６０
０は、テキストメッセージアプリケーションに関連付けられているアラートの表現を含む
データを送信しない。一部の実施形態において、外部デバイス７００は、デバイス６００
からテキストメッセージアプリケーションに関連付けられている受信したアラートの通知
を表示しない。
【０１８０】
　一部の実施形態において、リモート通知パラメータは、デバイス６００上に記憶されて
おり、この場合、デバイス６００は、ユーザ入力に応じて、デバイス６００内において選
択された状態にリモート通知パラメータを設定する。一部の実施形態において、リモート
通知パラメータは、デバイス７００上に記憶される。一部の実施形態において、ユーザ入
力に応じて、デバイス６００はデータを送信し、このデータは、デバイス７００に、選択
された状態にデバイス７００上のリモート通知パラメータを設定させる命令を含む。命令
を受信したことに応じて、デバイス７００は、選択された状態にデバイス７００上のリモ
ート通知パラメータを設定してもよい。
【０１８１】
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　通知は、アラートに関連付けられたアプリケーションを除く他の様々な要因に基づいて
表示されもよい。例えば、リモート通知パラメータは、特定の連絡先からのリモート通知
を表示しないように状態を設定してもよい。
【０１８２】
　一部の実施形態において、アラートのコンテンツに関するリモート通知パラメータに従
って、通知を表示する。図９Ａに示すユーザインタフェース９００によって、例えば、ユ
ーザは、電子メールアプリケーションに関連付けられたリモート通知パラメータを調整す
ることができる。表現９１０は、電子メールアプリケーションのアラートに関連付けられ
た通知を外部デバイス７００上に表示するかどうかを決定するパラメータを表す。表現９
２０、表現９３０、及び、表現９４０は、電子メールアプリケーションのアラートに関連
付けられた通知の表示フォーマットを決定するアラートコンテンツに関連付けられたパラ
メータを表す。より詳細には、表現９２０、表現９３０、及び、表現９４０は、アラート
のどのコンテンツが、通知に含まれるかに影響を与える。表現９２０は、アラートの件名
が含まれるかどうかを決定するパラメータを表し、表現９３０は、アラートの本文のプレ
ビューが含まれるかどうかを決定するパラメータを表し、及び、表現９４０は、デバイス
６００によってアラートが受信された時刻が含まれるかどうかを決定するパラメータを表
す。
【０１８３】
　図９Ｂは、ユーザインタフェース９００上において選択されたリモート通知パラメータ
の構成に従って外部デバイス７００上に表示される通知９５０を示す。通知９５０は、通
知６２０及び通知７２０によって表されるＪｕｌｉａ　Ｓｍｉｔｈからの同じメールのア
ラートを表す。表現９２０、表現９３０、及び、表現９４０に対応するパラメータに従っ
て、通知９５０は、電子メールの件名及びプレビューを含むが、時刻は含まない。この場
合、リモート通知（例えば、９５０）は、同じアラートのローカル通知（例えば、６２０
）内に含まれる部分とは異なる、アラートの情報の部分を含む。
【０１８４】
　図９Ｃ及び図９Ｄは、ユーザインタフェース９００上に表されるリモート通知パラメー
タの別の例示的な構成、及び、通知９５０に関連付けられている同じ電子メールに対して
外部デバイス７００上に表示される対応する通知９６０を示す。図９Ｃにおけるパラメー
タの設定に従って、通知９６０は、電子メールの件名及び時刻を含むが、本体のプレビュ
ーは含まない。
【０１８５】
　通知９６０はまた、通知は、デバイス６００とは異なるスタイルで外部デバイス７００
上に表示され得ることを示す。通知のスタイルは、形状、色、フォント、又は位置などの
、通知の視覚的な側面を含んでもよく、並びに、アラート情報のうちのどの部分が通知に
含まれるかを含んでもよい。一部の実施形態において、デバイス６００は、デバイス７０
０上に表示する通知のスタイルをカスタマイズするオプションを提供する、ユーザインタ
フェースを表示する。例えば、デバイス６００は、リモート通知の表示スタイルに関連付
けられたリモート通知スタイルパラメータの状態を調整するオプションを、提供してもよ
い。一部の実施形態において、デバイス７００は、リモート通知スタイルパラメータの状
態に従って、デバイス６００とは異なるスタイルにおいて通知を表示するように命令され
る。
【０１８６】
　図９Ｅは、ユーザインタフェース９００上で表されるリモート通知パラメータの更に別
の例示的な構成を示す。スイッチ９１２の位置によって示されるように、リモート通知は
、電子メールアプリケーションのアラートに対してオフになっている。すなわち、外部デ
バイス７００が電子メールアプリケーションのアラートに対する通知を表示するかどうか
を決定するリモート通知パラメータは、ＯＦＦの状態に設定されている。一部の実施形態
において、アプリケーションのアラートに関連付けられた通知を表示するかどうかを判定
するパラメータを、オフ状態にすることよって、そのアプリケーションに関連付けられた
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他のパラメータを設定するオプションを非アクティブ化又は無効にすることができる。図
９Ｅに示される例において、表現９２０、表現９３０、及び、表現９４０は、強調されて
おらず、それらが表すパラメータを変更できないことが示されている。
【０１８７】
　一部の実施形態において、デバイス６００は、デバイス６００が外部デバイス７００の
通信範囲外にある場合、又は、外部デバイス７００と通信していない場合は、リモート通
知パラメータを設定するオプションを非アクティブ化又は無効化する。すなわち、デバイ
ス６００が外部デバイス７００と通信していないこととの判定に従って、リモート通知パ
ラメータの状態を設定するオプションは、非アクティブ化される。図９Ｆは、デバイス６
００が外部デバイス７００と通信していない場合のユーザインタフェース９００の例を示
す。図９Ｆにおいて、ユーザインタフェース９００は、デバイス６００が外部デバイス７
００と通信していないインジケーション９７０を含み、表現９１０、表現９２０、表現９
３０、及び、表現９４０が非アクティブ化されている。
【０１８８】
　一部の実施形態において、デバイス６００は、デバイス６００上における通知の表示に
影響を与えるパラメータの状態を設定するオプションを含むユーザインタフェースを示す
。そのようなパラメータは、本開示においては、ローカル通知に影響を与えるので、ロー
カル通知パラメータと記載される。一部の実施形態において、ローカル通知は、ローカル
通知パラメータに従ってデバイス６００上に表示されることとなる。図１０Ａは、ローカ
ル通知パラメータの状態を設定するオプションを含む例示的なユーザインタフェース１０
００を示す。ユーザインタフェース１０００は、電子メールアプリケーションの表現１０
１０及びテキストメッセージアプリケーションの表現１０２０を含む。表現１０１０及び
表現１０２０は、ローカル通知パラメータに関連付けられており、リモート通知パラメー
タに関して述べた表現８１０及び表現８２０に類似する。スイッチ１０１２及びスイッチ
１０２２の位置は、それぞれ電子メールアプリケーション及びテキストメッセージアプリ
ケーションのアラートがデバイス６００上において表示されことになるかどうかを決定す
るローカル通知パラメータの状態を示す。一部の実施形態において、表現１０１０は、表
現８１０に関連付けられた電子メールアプリケーションの１つ以上と関連付けられており
、表現１０２０は、表現８２０に関連付けられているテキストメッセージアプリケーショ
ンの１つ以上と関連付けられている。
【０１８９】
　ユーザインタフェース１０００を表示している間に、デバイス６００は、１つ以上の表
されたローカル通知パラメータの状態の選択を表すユーザ入力を検出することができる。
一部の実施形態において、ユーザ入力は、タッチ感知ディスプレイ６０２上のローカル通
知パラメータに関連付けられた場所（例えば、表現１０１０のスイッチ１０１２の場所）
における接触である。一部の実施形態において、接触は、図８Ａを参照して上述されたタ
ッチ８５０などのタッチジェスチャによって引き起こされる。ユーザ入力を検出したこと
に応じて、デバイス６００は、選択された状態にローカル通知パラメータを設定すること
ができる。
【０１９０】
　ローカル通知は、表現１０１０及び表現１０２０に関連付けられたローカル通知パラメ
ータの状態に従って、デバイス６００のディスプレイ６０２上に表示されてもよい。例え
ば、図１０Ａにおいて、電子メールアプリケーションに関連付けられたローカル通知パラ
メータはオンであり、テキストメッセージアプリケーションに関連付けられたローカル通
知パラメータは、オフである。この構成に従って、デバイス６００は、電子メールアプリ
ケーションのアラートを表す通知を表示するが、テキストメッセージアプリケーションの
アラートは表示しない。図１０Ｂに示すように、この構成に従って、デバイス６００は、
電子メールアプリケーションのアラートに関連付けられた通知６２０を表示するが、図７
Ａに示す通知６１０は表示しない。
【０１９１】
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　図１０Ａに戻り、ユーザインタフェース１０００はまた、表現１０１０及び表現１０２
０に関連付けられた電子メールアプリケーション及びテキストメッセージアプリケーショ
ンのリモート通知パラメータに関して上述された表現８１０及び表現８２０を含む。表現
８１０に関連付けられたリモート通知パラメータ及び表現１０１０に関連付けられたロー
カル通知パラメータは、同じ通知設定に関連付けられている。通知設定は、例えば、両方
のデバイスにインストールされた特定のアプリケーションに関する通知を表示するかどう
かなどの、デバイス６００又は外部デバイス７００のどちらかに固有ではない設定を含む
。
【０１９２】
　一部の実施形態において、設定、機能、及び／又は、アプリケーションに関連付けられ
たリモート通知パラメータは、同じ設定、機能、及び／又は、アプリケーションに関して
、対応するローカル通知パラメータとは独立して設定することができる。例えば、ユーザ
インタフェース１０００は、電子メールアプリケーション及びテキストメッセージアプリ
ケーションに関連付けられたローカル通知パラメータが、同じアプリケーションに関連付
けられた対応するリモート通知パラメータとは異なる状態に設定される構成を示している
。図１０Ｃは、ユーザインタフェース１０００上において設定されたパラメータの構成に
従う外部デバイス７００上での表示を示す。図示するように、外部デバイス７００は、デ
バイス６００とは異なるアラートの通知を表示する。
【０１９３】
　表現８１０、表現８２０、及び、表現１０１０、表現１０２０に関連付けられたパラメ
ータの状態の任意の組み合わせが可能であることは、認識すべきである。一部の実施形態
において、デバイス６００は、外部デバイス７００と同じセットのアラートの通知を表示
している。一部の実施形態において、デバイス６００は、外部デバイス７００が表示する
通知に関するサブセットのアラートの通知を表示している。一部の実施形態において、外
部デバイス７００は、デバイス６００が表示する通知に関するサブセットのアラートの通
知を表示している。一部の実施形態において、デバイス６００は、外部デバイス７００が
表示しない通知に関する１つ以上のアラートの通知を表示している。一部の実施形態にお
いて、外部デバイス７００は、デバイス６００が表示しない通知に関する１つ以上のアラ
ートの１つ以上の通知を表示している。一部の実施形態において、デバイス６００及び外
部デバイス７００は、同じアラートの通知は表示しない。
【０１９４】
　調整可能な（ローカル及びリモートの両方の）通知パラメータに関連付けられる特徴は
、上述したものに限られず、上述した技術は、他の様々な通知の特徴に適用することがで
きることは、認識すべきである。一部の実施形態において、通知設定の状態に従って、デ
バイス６００又は外部デバイス７００は、アラートのソース、アラートのコンテンツ、ア
ラートに関連付けられたアプリケーション、アラートの優先順位、アラートに関連付けら
れたイベント、アラートに関連付けられた時刻、アラートに関連付けられた場所、アラー
トに関連付けられた人物など、アラートの情報の少なくとも一部に基づく通知を表示する
。例えば、通知パラメータを使用して、特定のソース（例えば、デバイス又はユーザ）に
関連付けられたアラートの通知を表示するかどうかを決定してもよい。
【０１９５】
　構成できる通知機能の更なる例としては、サイズ、形状、色、又は、通知の場所、通知
のアニメーション、通知との相互作用能力、通知表示の持続時間、通知のアクセシビリテ
ィ又は利用可能性、インジケーションを伴う音声又は触覚インジケーションなどが挙げら
れる。こうした例示的な特徴は、これらの特徴に関連付けられる通知パラメータの状態に
少なくとも部分的に基づいてもよい。
【０１９６】
　上述した技術は、デバイス６００又は外部デバイス７００の通知以外の他の様々な特徴
に適用可能なこともまた、認識すべきである。例えば、他の動作可能な様々な機能及び／
又は特徴は、調整可能なパラメータの設定に従って実行される。



(44) JP 6487592 B2 2019.3.20

10

20

30

40

50

【０１９７】
　図１１は、一部の実施形態に係る、電子デバイスを使用した１１００のための方法を示
すフロー図である。方法１１００は、ディスプレイを備えたデバイス（例えば、１００、
３００、５００、６００）にて実行される。方法１１００のいくつかの動作は組み合わせ
てもよく、いくつかの動作は順序を変更してもよく、いくつかの動作は省略してもよい。
【０１９８】
　以下において説明されるように、方法１１００は、電子デバイスを構成するための直感
的な仕方を提供する。この方法は、電子デバイスを構成するユーザの認識的負担を軽減し
、それによって、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
動作式のコンピューティングデバイスの場合には、ユーザが電子デバイスをより高速かつ
より効率的に構成することを可能にすることにより、電力が節約され、バッテリ充電の間
隔が増す。
【０１９９】
　ブロック１１０２において、デバイス（例えば６００）は、情報を含む複数のアラート
を受信する。
【０２００】
　ブロック１１０４において、複数のアラートを受信したことに応じて、デバイス（例え
ば、６００）は、第１のディスプレイ（例えば、６０２）上に複数のアラートうちの第１
のセットのアラートに対応するローカル通知（例えば、６１０、６２０）を表示する。
【０２０１】
　ブロック１１０６において、更に複数のアラートを受信したことに応じて、デバイス（
例えば、６００）は、複数のアラートの少なくとも一部を表すデータを送信する。このデ
ータは、第２のデバイス（例えば、７００）に、第２のディスプレイ上に複数のアラート
の少なくとも一部のうちの第２のセットのアラートに対応するリモート通知（例えば、７
１０、７２０）を表示させる命令を含む。任意選択的に、第２のデバイス（例えば、７０
０）は、デバイス（例えば、６００）から離れており、かつこのデバイス（例えば、６０
０）とペアリングされた関係にある。
【０２０２】
　なお、方法１１００に関して上述された処理（例えば、図１１）の詳細はまた、以下で
説明される方法にも、類似の方式で適用可能であることに留意されたい。例えば、方法１
４００及び方法１８００は、方法１１００を参照して上述された、様々な方法の特性のう
ちの１つ以上を含み得る。
【０２０３】
　一部の実施形態によれば、図１２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１２００の、例示的な機能ブロック図を示す。一部の実施形態によれば
、電子デバイス１２００の機能ブロックは、上述の技術を実行するように構成されている
。デバイス１２００の機能ブロックは、任意選択的に、説明される様々な実施例の原理を
実行するために、ハードウェア、ソフトウェア、又はハードウェア及びソフトウェアの組
み合わせによって実行される。図１２で説明する機能ブロックが、説明される様々な実施
例の原理を実施するために、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任意の可能な組み合わせ若しくは分離、又は更なる定義を任意
選択的にサポートする。
【０２０４】
　図１２に示すように、電子デバイス１２００は、グラフィックユーザインタフェースを
表示するように構成された表示ユニット１２０２、任意選択的に、接触を受けるように構
成されたタッチ感知面ユニット１２０４、並びに表示ユニット１２０２及び任意選択的に
タッチ感知面ユニット１２０４に連結された処理ユニット１２０６を含む。一部の実施形
態において、処理ユニット１２０６は、受信ユニット１２０８と、表示可能化ユニット１
２１０と、送信ユニット１２１２と、検出ユニット１２１４と、を含む。



(45) JP 6487592 B2 2019.3.20

10

20

30

40

50

【０２０５】
　処理ユニット１２０６は、情報を含む複数のアラートを（例えば、受信ユニット１２０
８により）受信するように構成されている。処理ユニット１２０６は、この複数のアラー
トを受信したことに応じて、表示ユニット上にこの複数のアラートのうちの第１のセット
のアラートに対応するローカル通知を（例えば、表示可能化ユニット１２１０により）表
示し、少なくともこの複数のアラートの一部を表すデータを（例えば、送信ユニット１２
１２により）送信することができるように更に構成されている。このデータは、第２の表
示ユニットを備える第２の電子デバイスに、第２の表示ユニット上に複数のアラートのう
ちの少なくとも一部のうちの第２のセットのアラートに対応するリモート通知を表示させ
る命令を含む。第２の電子デバイスは、電子デバイスから離れており、かつこの電子デバ
イスとペアリングされた関係である。
【０２０６】
　一部の実施形態において、第１のセットのアラートは、第２のセットのアラートとは異
なる。一部の実施形態において、第２のセットのアラートは、第１のセットのアラートの
サブセットである。
【０２０７】
　一部の実施形態において、ローカル通知は、第１のアラートの情報の第１の部分を含む
第１のローカル通知を含み、リモート通知は、第１の部分とは異なる第１のアラートの情
報の第２の部分を含む第１のリモート通知を含む。
【０２０８】
　一部の実施形態において、処理ユニット１２０６は、リモート通知パラメータの状態を
設定するオプションを含むユーザインタフェースの（例えば、表示可能化ユニット１２１
０により）表示を可能化するように更に構成されており、リモート通知は、リモート通知
パラメータに従って、第２のディスプレイ上に表示されることとなる。
【０２０９】
　一部の実施形態において、処理ユニット１２０６は、リモート通知パラメータの選択さ
れた状態を表すユーザ入力を（例えば、検出ユニット１２１４によって）検出し、第２の
電子デバイスに、第２の電子デバイス上のリモート通知パラメータをリモート通知パラメ
ータの選択された状態に設定する命令を含むデータを（例えば、送信ユニット１２１２に
より）送信するように更に構成されている。一部の実施形態において、リモート通知パラ
メータは、第１の通知設定に関連付けられている。一部の実施形態において、処理ユニッ
ト１２０６は、第１の通知設定に関連付けられたローカル通知パラメータの状態を設定す
るオプションを含むユーザインタフェースの（例えば、表示可能化ユニット１２１０によ
り）表示を可能にし、ローカル通知パラメータの選択された状態を表すユーザ入力を（例
えば、検出ユニット１２１４により）検出するように更に構成されている。一部の実施形
態において、ローカル通知は、ローカル通知パラメータに従って第１のディスプレイ上に
表示されることとなる。一部の実施形態において、ローカル通知パラメータの選択された
状態は、リモート通知パラメータの選択された状態とは異なる。
【０２１０】
　一部の実施形態において、通知設定の状態に従って、通知は、アラートの情報の少なく
とも一部に基づいて表示される。一部の実施形態において、通知のフォーマットは、通知
設定の状態に少なくとも部分的に基づいている。一部の実施形態において、第１の電子デ
バイスが第２の電子デバイスと通信していないとの判定に従って、リモート通知パラメー
タの状態を設定するオプションは、非アクティブ化される。
【０２１１】
　図１１を参照して上述された動作は、図１Ａ～図１Ｂ又は図１２に示される構成要素に
よって、任意選択的に実施される。例えば、受信動作１１０２、表示動作１１０４、及び
送信動作１１０６は、イベントソート部１７０、イベント認識部１８０、及びイベント処
理部１９０によって実施することができる。イベントソート部１７０のイベントモニタ１
７１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
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ュール１７４は、イベント情報をアプリケーション１３６－１に配信する。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と比較して、タッチ感知面上の第１の場所での第１の接触が、ユーザ
インタフェース上のアフォーダンスのアクティブ化などの、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、そのイベント又はサブイベントの検出に関連付けられ
た、イベント処理部１９０をアクティブ化させる。イベント処理部１９０は、アプリケー
ション内部状態１９２を更新するために、データ更新部１７６若しくはオブジェクト更新
部１７７を利用するか、又は呼び出すことができる。一部の実施形態では、イベント処理
部１９０は、アプリケーションによって表示されるものを更新するために、それぞれのＧ
ＵＩ更新部１７８にアクセスする。同様に、図１Ａ、図１Ｂに示される構成要素に基づい
て、どのように他の処理を実施することができるかは、当業者には明らかであろう。
　２．構成ミラーリング
【０２１２】
　図１３Ａから図１３Ｂは、一部の実施形態に係る、１つのデバイスの構成を別のデバイ
スに対してミラーリングするための例示的なユーザインタフェースを示す。これらの図の
ユーザインタフェースは、図１４の処理を含めた、以下で説明される処理を例示するため
に使用される。
【０２１３】
　一部の実施形態において、デバイス６００は、デバイス６００の構成（例えば、設定、
作業パラメータ、など）をデバイス７００に対してミラーリングするオプションを含むユ
ーザインタフェースを示す。本開示の目的では、「ミラーリング」は、外部デバイス７０
０が、外部デバイス７００とデバイス６００との両デバイスにて実行することができる少
なくとも一部の動作に関して、デバイス６００と同じ方式で動作するように構成されてい
ることを意味する。ミラーリングには、デバイス６００及び外部デバイス７００の両方に
対して、作業パラメータ（例えば、通知パラメータ）について同じ設定を使用することを
含む。
【０２１４】
　一部の実施形態において、デバイス６００は、デバイス６００を特定の構成で動作する
ように設定するユーザ入力を検出する。例えば、６００は、図１０Ａに関して上述した表
現１０１０又は表現１０２０に関連付けられた１つのローカル通知パラメータの状態に関
する選択を検出してもよい。一部の実施形態において、デバイス６００の構成は、通知パ
ラメータ以外の、デバイス６００の１つ以上の作業パラメータを含む。例示的な作業パラ
メータとしては、アプリケーション設定、オペレーティングシステム設定、機内モード、
Ｂｌｕｅｔｏｏｔｈ設定、おやすみ設定、通知設定（例えば、表現１０１０又は表現１０
２０に関連付けられたローカル通知パラメータ）、などが挙げられるが、これに限定され
ない。作業パラメータは、デバイス６００及びデバイス７００の両方によって実行される
機能に関連付けられてもよい。すなわち、このパラメータは、両方のデバイスに共通する
特徴、機能、動作などに関する。一部の実施形態において、デバイス６００及びデバイス
７００の両方によって実行される機能は、機内モード、Ｂｌｕｅｔｏｏｔｈ機能、アプリ
ケーション機能、又は、オペレーティングシステム機能を含む。
【０２１５】
　図１３Ａは、デバイス６００の設定を外部デバイス７００に対してミラーリングするオ
プションを含む、デバイス６００上に表示されるユーザインタフェース１３００を示す。
すなわち、ユーザインタフェース１３００は、外部デバイス７００上の作業パラメータの
構成をデバイス６００の構成に設定するオプションを含む。ユーザインタフェース１３０
０は、図８Ａを参照して上述した表現８１０及び表現８２０を含む。また、ユーザインタ
フェース１３００は、表現１３１０を含み、この表現１３１０は、デバイス６００の設定
を外部デバイス７００にミラーリングするかどうかを判定するミラーデバイスパラメータ
の状態を示す。ユーザは、表現１３２０と対話してミラーデバイスパラメータの状態をオ



(47) JP 6487592 B2 2019.3.20

10

20

30

40

50

ンかオフに設定する。この状態は、例えば、上述したパラメータ表現（例えば、８１０、
８２０）に関して説明した入力などの様々なタイプの入力に応じて、設定されてもよい。
一部の実施形態において、ミラーデバイスパラメータの状態は、タッチ感知ディスプレイ
６０２上の表現１３１０に対応する位置において検出される接触（例えば、スイッチ１３
１２のタップ、スワイプ、ドラッグ、又はフリックによって引き起こされる接触）に応じ
て、設定される。
【０２１６】
　図１３Ａに示されるように、デバイス６００は、デバイス６００の設定をデバイス７０
０にミラーリングするオプションの選択を表す、ユーザ入力である、タッチ１３２０を検
出する。ユーザ入力を検出したことに応じて、デバイス６００は、デバイス７００をデバ
イス６００の構成に設定する命令を備えるデータを送信する。デバイス７００は、このデ
ータを受信し、命令に従って、デバイス７００の構成をデバイス６００にミラーリングす
るように設定してもよい。
【０２１７】
　ユーザ入力を検出したことに応じて、デバイス６００はまた、スイッチ１３１２を更新
し、ミラーリングデバイスパラメータの状態を反映してもよい。一部の実施形態において
、ミラーリングデバイスパラメータがオン状態に設定されたことに応じて、デバイス６０
０は、外部デバイス７００の他のパラメータを調整する能力を無効にする。一部の実施形
態において、デバイス６００は、他の外部デバイスパラメータは調整不可であることのイ
ンジケーションを表示する。例えば、図１３Ｂに示すように、デバイス６００は、表現８
１０及び表現８２０を強調しないようにすることができる。
【０２１８】
　図１４は、一部の実施形態に係る、別の電子デバイスを使用して電子デバイスを構成す
るための方法を示すフロー図である。方法１４００は、ディスプレイを備えたデバイス（
例えば、１００、３００、５００、６００）にて実行される。方法１４００のいくつかの
動作は組み合わせてもよく、いくつかの動作は順序を変更してもよく、いくつかの動作は
省略してもよい。
【０２１９】
　以下において説明されるように、方法１４００は、電子デバイスを構成するための直感
的な仕方を提供する。この方法は、電子デバイスを構成するユーザの認識的負担を軽減し
、それによって、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
動作式のコンピューティングデバイスの場合には、ユーザが電子デバイスをより高速かつ
より効率的に構成することを可能にすることにより、電力が節約され、バッテリ充電の間
隔が増す。
【０２２０】
　ブロック１４０２において、デバイス（例えば、６００）は、複数の作業パラメータに
関連付けられた第１の構成で動作するようにデバイスを設定する、第１のユーザ入力を検
出する。作業パラメータは、デバイス（例えば、６００）及び第２のデバイス（例えば、
７００）の両方によって実行される機能に関連付けられる。任意選択的に、第２の電子デ
バイス（例えば、７００）は、電子デバイスから離れており、かつ第１の電子デバイスと
ペアリングされた関係である。
【０２２１】
　ブロック１４０４において、デバイス（例えば、６００）は、第２のデバイス（例えば
、７００）上の複数の作業パラメータの構成をデバイス（例えば、６００）の第１の構成
に設定するオプション（例えば、１３１０）を含むユーザインタフェース（例えば、１３
００）を表示する。
【０２２２】
　ブロック１４０６において、デバイス（例えば、６００）は、オプションの選択を表す
第２のユーザ入力を検出する。
【０２２３】
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　ブロック１４０８において、第２のユーザ入力を検出したことに応じて、デバイス（例
えば、６００）は、第２のデバイス（例えば、７００）を第１の構成に設定する命令を含
むデータを送信する。
【０２２４】
　なお、方法１４００（例えば、図１４）に関して上述した処理の詳細もまた、本明細書
中で説明した他の方法にも、類似の方式で適用可能であることに留意されたい。例えば、
方法１１００及び方法１８００は、方法１４００を参照して上述された、様々な方法の特
性のうちの１つ以上を含み得る。
【０２２５】
　一部の実施形態によれば、図１５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１５００の、例示的な機能ブロック図を示す。一部の実施形態によれば
、電子デバイス１５００の機能ブロックは、上述の技術を実行するように構成されている
。デバイス１５００の機能ブロックは、説明される様々な実施例の原理を実行するために
、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、任意選択的に実施される。当業者であれば、図１５に記載された機能ブロックは、説
明された様々な実施例の原理を実現するために、任意選択的にサブブロックに組み合わさ
れるか、又は分離されることが理解される。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任意の可能な組み合わせ若しくは分離、又は更なる
定義を任意選択的にサポートする。
【０２２６】
　図１５に示すように、電子デバイス１５００は、グラフィックユーザインタフェースを
表示するように構成された表示ユニット１５０２、任意選択的に、接触を受けるように構
成されたタッチ感知面ユニット１５０４、並びに表示ユニット１５０２及び任意選択的に
タッチ感知面ユニット１５０４に連結された処理ユニット１５０６を含む。一部の実施形
態において、処理ユニット１５０６は、検出ユニット１５０８、表示可能化ユニット１５
１０、及び送信ユニット１５１２を含む。
【０２２７】
　処理ユニット１５０６は、複数の作業パラメータに関連付けられた第１の構成で動作す
るようにデバイスを設定する第１のユーザ入力を、（例えば、検出ユニット１５０８によ
り）検出するように構成されている。作業パラメータは、電子デバイス及びこの電子デバ
イスから離れており、かつこの電子デバイスとペアリングされた関係にある第２の電子デ
バイスによって実行される機能に関連付けられている。処理ユニット１５０６は、第２の
電子デバイスにおける複数の作業パラメータの構成を電子デバイスの第１の構成に設定す
るオプションを含むユーザインタフェースの（表示可能化ユニット１５１０により）表示
を可能化するように更に構成されている。処理ユニット１５０６は、オプションの選択を
表す第２のユーザ入力を（検出ユニット１５０８により）検出するように更に構成されて
いる。処理ユニット１５０６は、第２のユーザ入力を検出したことに応じて、第２の電子
デバイスを第１の構成に設定する命令を含むデータを、（送信ユニット１５１２により）
送信するように更に構成されている。
【０２２８】
　一部の実施形態において、電子デバイスと第２の電子デバイスとの両方により実行され
る機能は、機内モードを含む。請求項１０～請求項１１のいずれか一項に記載の電子デバ
イスにおいて、電子デバイスと第２の電子デバイスの両方によって実行される機能は、Ｂ
ｌｕｅｔｏｏｔｈ機能を含む。一部の実施形態において、電子デバイスと第２の電子デバ
イスとの両方により実行される機能は、アプリケーション機能を含む。一部の実施形態に
おいて、電子デバイスと第２の電子デバイスとの両方により実行される機能は、オペレー
ティングシステム機能を含む。
【０２２９】
　図１４を参照して上述された動作は、図１Ａ～図１Ｂ又は図１５に示される構成要素に
よって、任意選択的に実施される。例えば、検出動作１４０２及び検出動作１４０６、表
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示動作１４０４、及び送信動作１４０８は、イベントソート部１７０、イベント認識部１
８０、及びイベント処理部１９０によって実施することができる。イベントソート部１７
０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
信する。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と比較して、タッチ感知面上の第１の場所での
第１の接触が、ユーザインタフェース上のアフォーダンスのアクティブ化などの、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、そのイベント又はサブイベント
の検出に関連付けられた、イベント処理部１９０をアクティブ化させる。イベント処理部
１９０は、アプリケーション内部状態１９２を更新するために、データ更新部１７６若し
くはオブジェクト更新部１７７を利用するか、又は呼び出すことができる。一部の実施形
態では、イベント処理部１９０は、アプリケーションによって表示されるものを更新する
ために、それぞれのＧＵＩ更新部１７８にアクセスする。同様に、図１Ａ、図１Ｂに示さ
れる構成要素に基づいて、どのように他の処理を実施することができるかは、当業者には
明らかであろう。
　３．グラフィックオブジェクトの配列の構成
【０２３０】
　図１６から図１７Ｂは、一部の実施形態に係る、外部デバイス上に表示されるグラフィ
ックオブジェクトの配列を構成する例示的なユーザインタフェースを示す。これらの図の
ユーザインタフェースは、図１８の処理を含めた、以下で説明される処理を例示するため
に使用される。
【０２３１】
　図１６は、外部デバイス７００上に表示される例示的なユーザインタフェース１６００
を示す。ユーザインタフェース１６００は、ディスプレイ７０２上の場所１６０１～１６
１２の例示的な配列を含む。一部の実施形態において、グラフィックオブジェクトは、１
つ以上の場所において表示される。一部の実施形態において、場所１６０１～１６１２は
、所定のパターンに配置される。図１６は、中心点を中心に等しく一定距離を隔てた場所
のパターン（例えば、円状パターン）を示す。ユーザインタフェース１６００はまた、よ
り大きな中央場所１６２０を含む。一部の実施形態において、他の場所１６０１～１６１
２の１つに関連付けられたより大きい又はより詳細なグラフィックオブジェクトが、場所
１６２０において表示されている。例えば、場所１６０１～１６１２の１つに関連付けら
れた連絡先の画像が、場所１６０１～１６１２の１つに対するユーザの選択に応じて、場
所１６２０において表示されてもよい。
【０２３２】
　ユーザインタフェース１６００は、場所についての１つの例示的な配置を提供するに過
ぎず、これ以外の様々な配置、場所、大きさなどを有する異なる数の場所を取りうること
を、認識すべきである。また、場所において表示されるグラフィックオブジェクトは、様
々な大きさ、色、フォーマット、スタイルなどを取り得る。場所の配置を含む例示的なユ
ーザインタフェースはまた、発明者Ｆｒｅｄｄｙ　Ａｌｌｅｎ　Ａｎｚｕｒｅｓらの２０
１５年３月８日出願の米国特許仮出願号の名称「Ｅｌｅｃｔｒｏｎｉｃ　Ｔｏｕｃｈ　Ｃ
ｏｍｍｕｎｉｃａｔｉｏｎ」においても説明されている。
【０２３３】
　一部の実施形態において、デバイス６００は、オブジェクトを外部デバイス７００上に
表示される場所１６０１～１６１２のうちの１つ以上に関連付けることで、ユーザがユー
ザインタフェース１６００を構成できるユーザインタフェースを表示する。一部の実施形
態において、オブジェクトは、連絡先、人、場所、ビジネス、アイテム、活動などを表す
。以下に説明する例においては、人の連絡先が場所１６０１～１６１２のうちの１つ以上
に関連付けられている。一部の実施形態において、オブジェクトを場所と関連付けること
で、対応する場所において、オブジェクトのグラフィックオブジェクト表示を表示させる
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。一部の実施形態において、連絡先のイニシャルを含むグラフィックオブジェクトが、関
連する場所において表示される。
【０２３４】
　図１７Ａは例示的なユーザインタフェース１７００を示し、このユーザインタフェース
１７００は、外部デバイス７００のディスプレイ７０２上の場所１６０１～１６１２の表
現１７０１～１７１２を含む。例示的な表現１７０１～１７１２は、場所１６０１～１６
０７に対応する。一部の実施形態において、場所１６０８～１６１２に対応する表現１７
０８～１７１２は、ユーザインタフェース１７００を上にスクロールすることで表示する
ことが可能である。
【０２３５】
　図１７Ａは、表現１７０１～１７１２は、外部デバイス７００のディスプレイ７０２上
の場所に対応する位置のグラフィックインジケーションを含む。例えば、表現１７０１は
、円状パターン１７２２及びドット１７２４を含むグラフィックインジケーション１７２
０を含む。円状パターン１７２２は、場所１６０１～１６１２のパターンのインジケーシ
ョンを提供する。円状パターン１７２２はまた、それぞれディスプレイ７０２上の場所１
６０１～１６１２のうちの１つの位置に対応する１２個のダッシュを含む。ドット１７２
４は、表現１７０１に関連付けられた場所１６０１の位置を示す。一部の実施形態におい
て、ドット１７２４又はインジケーション１７２０の他のいくつかの部分は、場所１６０
１に関連付けられた色に一致する色を備える。一部の実施形態において、場所１６０１に
関連付けられた色は、場所１６０１に表示されるグラフィックオブジェクトの色を含む。
【０２３６】
　表現は、連絡先を表すアフォーダンスに関連付けられてもよい。図１７Ａにおいて、表
現１７０１は、Ａｌｅｘという連絡先に関連付けられたアフォーダンス１７３０を含む。
任意選択的に、アクティブになった時に、アフォーダンス１７３０は、連絡先の情報及び
様々なオプション（例えば、電子メール、メッセージ、コールなど）を表示する。アフォ
ーダンス１７３０は、連絡先に関連付けられた画像１７３２及びこの連絡先のテキストイ
ンジケーション１７３４及びテキストインジケーション１７３６を含む。図１７Ａに示す
ように、画像１７３２は、連絡先の画像であってもよく、テキストインジケータは、連絡
先の名前１７３４及び連絡先の名前に関連付けられたイニシャル１７３６であってもよい
。
【０２３７】
　一部の実施形態において、デバイス６００は、タッチ感知ディスプレイ６０２上のユー
ザ入力を検出することができる。図１７Ａに示すように、例えば、デバイス６００は、表
現１７０１におけるアフォーダンス１７３０に対応する場所において接触（例えば、タッ
チ１７５０）を検出する。デバイス６００は、ディスプレイ６０２上のユーザ入力を検出
し続けることができ、更に、ユーザ入力が表現１７０１からディスプレイ７０２上の位置
の異なる位置１６０４の表現１７０４への移動を検出することができる。ユーザ入力が表
現１７０１から表現１７０４への移動を検出したことに応じて、連絡先のアフォーダンス
は、ディスプレイ７０２上の場所１６０４に関連付けられる。図１７Ｂに示すように、ユ
ーザ入力が表現１７０１から表現１７０４へ移動を検出したことに応じて、デバイス６０
０は、表現１７０１における連絡先のアフォーダンスを表示することを停止し、それをデ
ィスプレイ６０２上の表現１７０４にて表示する。
【０２３８】
　一部の実施形態において、デバイス６００は、ユーザインタフェース１７００からのア
フォーダンスを除去する、又は、連絡先をディスプレイ７０２上の場所と関係ないものと
するオプションを提供する。例えば、デバイス６００は、ユーザインタフェース１７００
上に表示された連絡先のアフォーダンスに関連付けられたユーザ入力を検出してもよい。
ユーザ入力を検出したことに応じて、デバイス６００は、連絡先に関連付けられたアフォ
ーダンスの表示を停止してもよい。一部の実施形態において、ユーザ入力を検出したこと
に応じて、デバイス６００は、連絡先をディスプレイ７０２上の対応する場所に関連付け
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ることを停止する。一部の実施形態において、ユーザ入力を検出したことに応じて、デバ
イス６００は、命令を含むデータを送信し、それらの命令が実行されると、外部デバイス
７００は、連絡先を位置６０１の任意に関連付けることを停止し、その連絡先に関連付け
られたグラフィックオブジェクトの表示を停止する。
【０２３９】
　一部の実施形態において、デバイス６００は、追加のアフォーダンスをディスプレイ７
０２上の場所に関連付けるオプションを提供する。一部の実施形態において、デバイス６
００は、現在連絡先と関連付けられていないディスプレイ７０２上の場所の選択を表すタ
ッチ感知ディスプレイ６０２上のユーザ入力を検出する。例えば、デバイス６００は、図
１７Ｂにおける表現１７０２におけるタッチを検出してもよい。ユーザ入力を検出したこ
とに応じて、デバイス６００は、１つ以上の連絡先の表現（例えば、メニュー又はリスト
）を表示してもよい。そして、デバイス６００は、連絡先の選択を表すユーザ入力を検出
してもよい。連絡先の選択を検出するのに応じて、デバイス６００は、選択された場所に
関連付けられた表現において選択された連絡先のアフォーダンスを表示してもよい。
【０２４０】
　図１８は、一部の実施形態に係る、別の電子デバイスを使用して電子デバイスのディス
プレイを構成するための方法を示すフロー図である。方法１８００は、タッチ感知ディス
プレイを備えたデバイス（例えば、１００、３００、５００、６００）にて実行される。
方法１８００のいくつかの動作は組み合わせてもよく、いくつかの動作は順序を変更して
もよく、いくつかの動作は省略してもよい。
【０２４１】
　以下において説明されるように、方法１８００は、電子デバイスのディスプレイを構成
するための直感的な仕方を提供する。この方法は、電子デバイスのディスプレイを構成す
るユーザの認識的負担を軽減し、それによって、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。バッテリ動作式のコンピューティングデバイスの場合には、ユーザ
が電子デバイスのディスプレイをより高速かつより効率的に構成することを可能にするこ
とにより、電力が節約され、バッテリ充電の間隔が増す。
【０２４２】
　ブロック１８０２において、デバイス（例えば、６００）は、タッチ感知ディスプレイ
（例えば、６０２）上にユーザインタフェース（例えば、１７００）を表示する。ユーザ
インタフェースは、第２のデバイス（例えば、７００）の第２のディスプレイ（例えば、
７０２）上の１つ以上の場所（例えば、１６０１～１６１２）の１つ以上の表現（例えば
、１７０１～１７１２）を含む。第２のデバイス（例えば、７００）は、デバイス（例え
ば、６００）とペアリングされた関係にある。第２のデバイス（例えば、７００）は、デ
バイス（例えば、６００）とは離れている。
【０２４３】
　ブロック１８０４において、デバイス（例えば、６００）は、第２のディスプレイ（例
えば、７０２）上の１つ以上の場所のうちの第１の場所（例えば、１６０１）の表現（例
えば、１７０１）におけるタッチ感知ディスプレイ（例えば、６０２）上のユーザ入力を
検出する。第１の場所の表現は、アフォーダンス（例えば、１７３０）を含む。
【０２４４】
　ブロック１８０６において、タッチ感知ディスプレイ上のユーザ入力を検出し続ける間
に、デバイス（例えば、６００）は、ユーザ入力の、第２のディスプレイ上における１つ
以上の場所のうちの第１の場所（例えば、１７０１）の表現から第２のディスプレイ上に
おける１つ以上の場所のうちの第２の場所（例えば、１７０４）の表現への移動を検出す
る。
【０２４５】
　ブロック１８０８において、第１の場所の表現から第２の場所の表現へとユーザ入力の
移動を検出したことに応じて、デバイス（例えば、６００）は、アフォーダンス（例えば
、１７３０）を第２のディスプレイ（例えば、１６０４）上における第２の場所と関連付
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ける。
【０２４６】
　なお、方法１８００に関して上述された処理（例えば、図１８）の詳細はまた、以下で
説明される方法にも、類似の方式で適用可能であることに留意されたい。例えば、方法１
１００及び方法１４００は、方法１８００を参照して上述された、様々な方法の特性のう
ちの１つ以上を含み得る。
【０２４７】
　一部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、例示的な機能ブロック図を示す。一部の実施形態によれば
、電子デバイス１９００の機能ブロックは、上述の技術を実行するように構成されている
。デバイス１９００の機能ブロックは、説明される様々な実施例の原理を実行するために
、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。当業者であれば、図１９に記載された機能ブロックは、説
明された様々な実施例の原理を実現するために、任意選択的にサブブロックに組み合わさ
れるか、又は分離されることが理解される。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任意の可能な組み合わせ若しくは分離、又は更なる
定義を任意選択的にサポートする。
【０２４８】
　図１９に示されるように、電子デバイス１９００は、グラフィックユーザインタフェー
スを表示して接触を受けるように構成されたタッチ感知ディスプレイユニット１９０２と
、ディスプレイユニット１９０２に結合された処理ユニット１９０４と、を含む。一部の
実施形態において、処理ユニット１９０４は、検出ユニット１９０６、表示可能化ユニッ
ト１９０８、及び関連付けユニット１９１０を含む。
【０２４９】
　処理ユニット１９０４は、タッチ感知ディスプレイ上にユーザインタフェースの（例え
ば、表示可能化ユニット１９０８により）表示を可能化するように構成されており、ユー
ザインタフェースは、第２の電子デバイスの第２のディスプレイ上における１つ以上の場
所の１つ以上の表現を含む。第２の電子デバイスは、電子デバイス１９００から離れてお
り、かつこの電子デバイス１９００とペアリングされた関係である。処理ユニット１９０
４は、第２のディスプレイ上の１つ以上の場所のうちの第１の場所の表現においてタッチ
感知ディスプレイユニット１９０２上のユーザ入力を（例えば、検出ユニット１９０６に
より）検出するように更に構成されており、この第１の場所の表現は、アフォーダンスを
含む。処理ユニット１９０４は、第１のタッチ感知ディスプレイ上のユーザ入力を検出し
続ける間に、ユーザ入力が、第２のディスプレイ上における１つ以上の場所のうちの第１
の場所の表現から第２のディスプレイ上における１つ以上の場所のうちの第２の場所の表
現への移動を（例えば、検出ユニット１９０６）検出するように更に構成されている。処
理ユニット１９０４は、第１の場所の表現から第２の場所の表現へとユーザ入力の移動を
検出したことに応じて、アフォーダンスを第２のディスプレイ上における第２の場所と（
例えば、関連付けユニット１９１０により）関連付けるように更に構成されている。
【０２５０】
　一部の実施形態において、第１の場所の表現は、第１の場所の第２のディスプレイ上に
おける位置のグラフィックインジケーションを含む。一部の実施形態において、インジケ
ーションの色は、第２のディスプレイ上の第１の場所に関連付けられた色と一致する。
【０２５１】
　一部の実施形態において、アフォーダンスは連絡先に関連付けられる。一部の実施形態
において、アフォーダンスは連絡先に関連付けられた画像を含む。一部の実施形態におい
て、アフォーダンスは連絡先の１つ以上のテキストインジケーションを含む。一部の実施
形態において、１つ以上のテキストインジケーションは連絡先の名前を含む。一部の実施
形態において、１つ以上のテキストインジケーションは連絡先の名前に関連付けられたイ
ニシャルを含む。
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【０２５２】
　一部の実施形態において、ユーザインタフェースは、第２のディスプレイ上の１つ以上
の場所のうちの第３の場所の表現を含み、第３の場所の表現は、第２の連絡先に関連付け
られた第２のアフォーダンスを含む。一部の実施形態において、処理ユニット１９０４は
、第２のユーザ入力を（例えば、検出ユニット１９０６により）検出し、第２のユーザ入
力を検出したことに応じて、第２の連絡先に関連付けられた第２のアフォーダンスの表示
を停止することができるように更に構成されている。
【０２５３】
　一部の実施形態において、処理ユニット１９０４は、第１のユーザ入力を検出する前に
、第２のディスプレイ上の１つ以上の場所のうちの第４の場所の表現における第１のタッ
チ感知ディスプレイ上の第３のユーザ入力を（例えば、検出ユニット１９０６により）検
出し、第３のユーザ入力を検出したことに応じて、１つ以上の連絡先の表現の（例えば、
表示可能化ユニット１９０８により）表示を可能化するように更に構成されている。処理
ユニット１９０４は、１つ以上の連絡先のうちの第３の連絡先の選択を表す第１のタッチ
感知ディスプレイ上の第４のユーザ入力を（例えば、検出ユニット１９０６により）検出
し、第３の連絡先の選択を検出したことに応じて、第２のディスプレイ上の１つ以上の場
所のうちの第４の場所の表現において第３の連絡先を表す第３のアフォーダンスの（例え
ば、表示可能化ユニット１９０８により）表示を可能化するように更に構成されている。
【０２５４】
　一部の実施形態において、第２のディスプレイ上の１つ以上の場所は、所定のパターン
に配置された複数の場所を含む。一部の実施形態において、第２のディスプレイ上の１つ
以上場所の１つ以上の表現は、所定のパターンのインジケーションを含む。一部の実施形
態において、第２のディスプレイ上の複数の場所は、中心点を中心に一定の距離に等しく
離れている。
【０２５５】
　図１８を参照して上述された動作は、図１Ａ～図１Ｂ又は図１９に示される構成要素に
よって、任意選択的に実施される。例えば、表示動作１８０２、検出動作１８０４、検出
動作１８０６、及び関連付け動作１８０８は、イベントソート部１７０、イベント認識部
１８０、及びイベント処理部１９０によって、実施され得る。イベントソート部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に配信す
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と比較して、タッチ感知面上の第１の場所での第１
の接触が、ユーザインタフェース上のアフォーダンスのアクティブ化などの、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、そのイベント又はサブイベントの検
出に関連付けられた、イベント処理部１９０をアクティブ化させる。イベント処理部１９
０は、アプリケーション内部状態１９２を更新するために、データ更新部１７６若しくは
オブジェクト更新部１７７を利用するか、又は呼び出すことができる。一部の実施形態で
は、イベント処理部１９０は、アプリケーションによって表示されるものを更新するため
に、それぞれのＧＵＩ更新部１７８にアクセスする。同様に、図１Ａ、図１Ｂに示される
構成要素に基づいて、どのように他の処理を実施することができるかは、当業者には明ら
かであろう。
【０２５６】
　前述の説明は、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。しかしなが
ら、上記の例示的な論考は、網羅的であること、又は本発明を、開示される厳密な形態に
限定することを意図するものではない。上記の教示を鑑みて、多くの修正及び変形が可能
である。これらの実施形態は、本技術の原理、及びその実際の適用を最も良好に説明する
ために、選択及び説明されたものである。当業者は、これにより、意図される特定の使用
に適合する様々な修正を施して、本技術及び様々な実施形態を最も良好に利用することが
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可能になる。
【０２５７】
　添付図面を参照して、本開示及び実施例を十分に説明してきたが、様々な変更及び修正
が、当業者には明らかとなるであろうことに留意されたい。そのような変更及び修正は、
特許請求の範囲によって定義されるような、本開示及び実施例の範囲内に含まれるものと
して理解されたい。

【図１Ａ】 【図１Ｂ】
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【図２】 【図３】

【図４Ａ】 【図４Ｂ】
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【図５Ａ】 【図５Ｂ】

【図６】 【図７Ａ】

【図７Ｂ】
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【図８Ａ】 【図８Ｂ】

【図８Ｃ】

【図９Ａ】

【図９Ｂ】

【図９Ｃ】

【図９Ｄ】
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【図９Ｅ】 【図９Ｆ】

【図１０Ａ】 【図１０Ｂ】

【図１０Ｃ】
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【図１１】 【図１２】

【図１３Ａ】 【図１３Ｂ】
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【図１４】 【図１５】

【図１６】 【図１７Ａ】

【図１７Ｂ】
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【図１８】 【図１９】
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