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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　元来の第１領域に、複数の元来のグラフィックを表示するためのユーザーインターフェ
ースを表示する段階と、
　ここで、前記複数の元来のグラフィックの各々は、携帯用装置における一つの操作を可
能にするようにユーザーにより選択可能であって、前記ユーザーインターフェースの列内
に表示され、
　前記元来の第１領域から区別される元来の第２領域に、コンテンツの情報を表示する段
階と、
　前記元来の第１領域の拡張のための前記ユーザーのジェスチャーを感知する段階と、
　前記ユーザーのジェスチャーに応答して、前記元来の第１領域を前記元来の第２領域の
一部を含むように拡張して拡張された第１領域を形成する段階と、
　ここで、前記拡張された第１領域は前記元来の第１領域と前記元来の第２領域の一部に
対応する附加された第１領域とを有し、
　前記ユーザーのジェスチャーに応答して、前記拡張された第１領域に、前記複数の元来
のグラフィック及び複数の隠されたグラフィックを含む複数のグラフィックを表示する段
階（以下、それまで隠されていて、本段階で表示されたグラフィックを、新グラフィック
という）と、
　ここで、前記複数の新グラフィックは相異なり、且つ個別に前記ユーザーにより選択可
能であって、前記ユーザーインターフェースの前記複数の元来のグラフィックからなる列
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とは異なる列内に表示され、
　前記表示された複数のグラフィックのうちから選択された第１グラフィックの移動のた
めの前記ユーザーの追加ジェスチャーを感知する段階と、
　前記ユーザーの追加ジェスチャーに応答して、前記第１グラフィックを前記元来の第１
領域の一部分に移動し、前記表示された複数のグラフィックのうちから選択された第２グ
ラフィックを前記附加された第１領域の一部分に移動する段階と、を有し、
　ここで、前記第１グラフィックは前記複数の新グラフィック（前記附加された第１領域
に表示された複数のグラフィック）のうちの一つであり、前記第２グラフィックは前記元
来の第１領域に表示された前記複数のグラフィックのうちの一つであり、
　且つ、前記追加ジェスチャーは、前記附加された第１領域に表示された前記第１グラフ
ィックの選択、及び前記選択された第１グラフィックの移動先となるべき前記元来の第１
領域の一部分の指定を含む、ことを特徴とする携帯用装置のユーザーインターフェース提
供方法。
【請求項２】
　前記拡張された第１領域に、前記複数の元来のグラフィック及び前記隠されたグラフィ
ックを含む前記複数のグラフィックを表示する段階は、
　前記第２領域から前記第１領域に切り替わった領域（前記附加された第１領域）に、前
記隠されたグラフィックの少なくとも一部を表示する段階を含むことを特徴とする請求項
１に記載の携帯用装置のユーザーインターフェース提供方法。
【請求項３】
　前記元来の第１領域に、前記複数のグラフィックを表示するためのユーザーインターフ
ェースを表示する段階は、
　前記ユーザーインターフェースを選択する前記ユーザーのジェスチャーを前記元来の第
１領域において感知する段階と、
　前記ユーザーの前記ジェスチャーに応答して、前記隠されたグラフィックを前記拡張さ
れた第１領域に表示する段階と、を含むことを特徴とする請求項１に記載の携帯用装置の
ユーザーインターフェース提供方法。
【請求項４】
　前記隠されたグラフィックは、前記複数のグラフィックの前方向又は後方向に位置し、
　前記第１領域に、前記複数のグラフィックを表示するための前記ユーザーインターフェ
ースを表示する段階は、
　前記ユーザーインターフェース上で前記ユーザーの接触地点及び接触解除地点を感知す
る段階と、
　前記接触地点及び前記接触解除地点に基づいて前記ユーザーのジェスチャーの方向を決
定する段階と、
　前記前方向又は後方向に位置する前記複数のグラフィックのうちの、前記ユーザーのジ
ェスチャーの方向に対応する前記隠されたグラフィックを表示する段階と、を含むことを
特徴とする請求項３に記載の携帯用装置のユーザーインターフェース提供方法。
【請求項５】
　前記隠されたグラフィックは、前記複数のグラフィックの前方向又は後方向に位置し、
　前記第１領域に、前記複数のグラフィックを表示するための前記ユーザーインターフェ
ースを表示する段階は、
　前記隠されたグラフィックが位置する方向を表す識別子を、前記前方向又は後方向に対
応する前記第１領域の一側に表示する段階を含むことを特徴とする請求項３に記載の携帯
用装置のユーザーインターフェース提供方法。
【請求項６】
　前記第１領域に、前記複数のグラフィックを表示するための前記ユーザーインターフェ
ースを表示する段階は、
　前記複数のグラフィックに視覚的なフィードバックを提供する段階を含み、
　前記第２領域に、前記コンテンツの情報を表示する段階は、
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　前記第２領域に、前記視覚的なフィードバックが提供された前記複数のグラフィックに
対応する前記コンテンツの集合を表示する段階を含むことを特徴とする請求項１に記載の
携帯用装置のユーザーインターフェース提供方法。
【請求項７】
　前記拡張された第１領域に、前記複数のグラフィック及び前記隠されたグラフィックが
含まれる前記複数のグラフィックを表示する段階は、
　前記複数のグラフィックに提供された前記視覚的なフィードバックを除去する段階を含
むことを特徴とする請求項６に記載の携帯用装置のユーザーインターフェース提供方法。
【請求項８】
　前記拡張された第１領域に、前記複数のグラフィック及び前記隠されたグラフィックが
含まれる前記複数のグラフィックを表示する段階は、
　前記第２領域に表示された前記コンテンツの情報を非活性化する段階を含むことを特徴
とする請求項１に記載の携帯用装置のユーザーインターフェース提供方法。
【請求項９】
　前記複数のグラフィックは、前記第１領域における前記複数のグラフィックのそれぞれ
の位置に応じて、第１グループのグラフィックと第２グループのグラフィックとに区別さ
れ、
　前記拡張された第１領域に、前記複数のグラフィック及び前記隠されたグラフィックが
含まれる前記複数のグラフィックを表示する段階は、
　前記第２領域の一部を選択する前記ユーザーのジェスチャーを感知する段階と、
　前記ユーザーのジェスチャーに応答して、前記拡張された第１領域を元来の第１領域に
縮小する段階と、
　前記縮小された第１領域に前記第１グループのグラフィックを表示する段階と、を含む
ことを特徴とする請求項１に記載の携帯用装置のユーザーインターフェース提供方法。
【請求項１０】
　前記第１グラフィックを前記拡張された第１領域における前記元来の第１領域に対応す
る領域に移動し、前記第２グラフィックを前記拡張された第１領域における前記第２領域
の一部に対応する領域に移動する段階は、
　前記複数のグラフィックのうちの第１グラフィックを、前記複数のグラフィックのうち
の第２グラフィックの領域に移動する段階と、
　前記第１グラフィックが所定時間以上移動されない場合に、前記第１グラフィックが移
動されて残された領域に、前記第２グラフィックを移動する段階と、を含むことを特徴と
する請求項１に記載の携帯用装置のユーザーインターフェース提供方法。
【請求項１１】
　前記グラフィックは、タブメニューであることを特徴とする請求項１に記載の携帯用装
置のユーザーインターフェース提供方法。
【請求項１２】
　ユーザーインターフェースを提供する携帯用装置であって、　
　複数の元来のグラフィックを表示するためのユーザーインターフェースを表示する元来
の第１領域、及びコンテンツの情報を表示して前記元来の第１領域から区別される元来の
第２領域を含むタッチスクリーンと、
　ここで前記複数の元来のグラフィックの各々は、前記携帯用装置における一つの操作を
可能にするようにユーザーにより選択可能であって、前記タッチスクリーン上の列内に表
示され、
　プロセッサと、メモリーと、を備え、
　前記プロセッサは、
　前記元来の第１領域の拡張のための前記ユーザーのジェスチャーを感知し、
　前記ユーザーのジェスチャーに応答して、前記元来の第１領域に前記元来の第２領域の
一部を附加して拡張された第１領域を形成し、
　ここで前記拡張された第１領域は前記元来の第１領域と前記元来の第２領域の一部に対
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応する附加された第１領域とを有し、
　前記ユーザーのジェスチャーに応答して、前記拡張された第１領域に、前記複数の元来
のグラフィック及び複数の隠されたグラフィックを含む複数のグラフィックを表示し（以
下、それまで隠されていて、本段階で表示されたグラフィックを、新グラフィックという
）、
　ここで、前記複数の新グラフィックは相異なり、且つ個別に前記ユーザーにより選択可
能であって、前記ユーザーインターフェースの前記複数の元来のグラフィックからなる列
とは異なる列内に表示され、
　前記表示された複数のグラフィックのうちから選択された第１グラフィックの移動のた
めのユーザーの追加ジェスチャーを感知し、
　前記ユーザーの追加ジェスチャーに応答して、前記第１グラフィックを前記元来の第１
領域の一部分に移動し、前記表示された複数のグラフィックのうちから選択された第２グ
ラフィックを前記附加された第１領域の一部分に移動し、
　ここで、前記第１グラフィックは前記複数の新グラフィック（前記附加された第１領域
に表示された複数のグラフィック）のうちの一つであり、前記第２グラフィックは前記元
来の第１領域に表示された前記複数のグラフィックのうちの一つであり、
　且つ、前記追加ジェスチャーは、前記附加された第１領域に表示された前記第１グラフ
ィックの選択、及び前記選択された第１グラフィックの移動先となるべき前記元来の第１
領域の一部分の指定を含む、ことを特徴とするユーザーインターフェースを提供する携帯
用装置。
【請求項１３】
　前記プロセッサは、
　前記拡張された第１領域に、前記複数の元来のグラフィック及び前記隠されたグラフィ
ックを含む前記複数のグラフィックを表示する場合、
　前記第２領域から前記第１領域に切り替わった領域（前記附加された第１領域）に、前
記隠されたグラフィックの少なくとも一部を表示することを特徴とする請求項１２に記載
のユーザーインターフェースを提供する携帯用装置。
【請求項１４】
　前記プロセッサは、
　前記ユーザーインターフェースを選択する前記ユーザーのジェスチャーを前記元来の第
１領域において感知し、
　前記ユーザーの前記ジェスチャーに応答して、前記隠されたグラフィックを前記元来の
第１領域に表示することを特徴とする請求項１２に記載のユーザーインターフェースを提
供する携帯用装置。
【請求項１５】
　前記プロセッサは、
　前記拡張された第１領域に、前記複数のグラフィック及び前記隠されたグラフィックを
含む前記複数のグラフィックを表示する場合、
　前記複数のグラフィックの一つに提供された視覚的なフィードバックを除去することを
特徴とする請求項１２に記載のユーザーインターフェースを提供する携帯用装置。
【請求項１６】
　前記プロセッサは、
　前記拡張された第１領域に、前記複数のグラフィック及び前記隠されたグラフィックを
含む前記複数のグラフィックを表示する場合、
　前記第２領域に表示された前記コンテンツの情報を非活性化することを特徴とする請求
項１２に記載のユーザーインターフェースを提供する携帯用装置。
【請求項１７】
　前記複数のグラフィックは、前記第１領域における前記複数のグラフィックの各々の位
置によって、第１グループのグラフィックと第２グループのグラフィックとに区別され、
　前記プロセッサは、
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　前記拡張された第１領域に、前記複数のグラフィック及び前記隠されたグラフィックを
含む前記複数のグラフィックを表示する場合、
　前記第２領域の一部を選択するユーザーのジェスチャーを感知し、
　前記ユーザーのジェスチャーに応答して、前記拡張された第１領域を前記元来の第１領
域に縮小し、
　前記縮小された第１領域に前記第１グループのグラフィックを表示することを特徴とす
る請求項１２に記載のユーザーインターフェースを提供する携帯用装置。
【請求項１８】
　前記プロセッサは、
　前記第１グラフィックを前記拡張された第１領域における前記元来の第１領域に移動し
、前記第２グラフィックを前記拡張された第１領域における前記附加された第１領域に移
動する場合であって、
　前記第１グラフィックを前記元来の第１領域の一部分に移動した後、前記第１グラフィ
ックが所定時間以上移動されない場合に、
　前記第１グラフィックが移動して残された前記附加された第１領域の一部分に、前記第
２グラフィックを移動することを特徴とする請求項１２に記載のユーザーインターフェー
スを提供する携帯用装置。
【請求項１９】
　前記グラフィックは、タブ（ｔａｂ）メニューであることを特徴とする請求項１２に記
載のユーザーインターフェースを提供する携帯用装置。
【請求項２０】
　携帯用装置におけるユーザーインターフェースを提供する方法をコンピュータに実行さ
せるためのプログラムが記録されたコンピュータ読み取り可能な記録媒体であって、
　前記方法は、
　元来の第１領域に、複数の元来のグラフィックを表示するためのユーザーインターフェ
ースを表示する段階と、
　ここで、前記複数の元来のグラフィックの各々は、携帯用装置における一つの操作を可
能にするようにユーザーにより選択可能であって、前記ユーザーインターフェースの列内
に表示され、
　前記元来の第１領域から区別される元来の第２領域に、コンテンツの情報を表示する段
階と、
　前記元来の第１領域の拡張のための前記ユーザーのジェスチャーを感知する段階と、
　前記ユーザーのジェスチャーに応答して、前記元来の第１領域を前記元来の第２領域の
一部を含むように拡張して拡張された第１領域を形成する段階と、
　ここで、前記拡張された第１領域は前記元来の第１領域と前記元来の第２領域の一部に
対応する附加された第１領域とを有し、
　前記ユーザーのジェスチャーに応答して、前記拡張された第１領域に、前記複数の元来
のグラフィック及び複数の隠されたグラフィックを含む複数のグラフィックを表示する段
階（以下、それまで隠されていて、本段階で表示されたグラフィックを、新グラフィック
という）と、
　ここで、前記複数の新グラフィックは相異なり、且つ個別に前記ユーザーにより選択可
能であって、前記ユーザーインターフェースの前記複数の元来のグラフィックからなる列
とは異なる列内に表示され、
　前記表示された複数のグラフィックのうちから選択された第１グラフィックの移動のた
めの前記ユーザーの追加ジェスチャーを感知する段階と、
　前記ユーザーの追加ジェスチャーに応答して、前記第１グラフィックを前記元来の第１
領域の一部分に移動し、前記表示された複数のグラフィックのうちから選択された第２グ
ラフィックを前記附加された第１領域の一部分に移動する段階と、を有し、
　ここで、前記第１グラフィックは前記複数の新グラフィック（前記附加された第１領域
に表示された複数のグラフィック）のうちの一つであり、前記第２グラフィックは前記元
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来の第１領域に表示された前記複数のグラフィックのうちの一つであり、
　且つ、前記追加ジェスチャーは、前記附加された第１領域に表示された前記第１グラフ
ィックの選択、及び前記選択された第１グラフィックの移動先となるべき前記元来の第１
領域の一部分の指定を含む、ことを特徴とするコンピュータ読み取り可能な記録媒体。
 
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、ユーザーインターフェース提供方法及び装置に関し、より詳細には、スクリ
ーン構成を用いてより高効率のユーザーインターフェースを提供するための方法及び装置
に関する。
【背景技術】
【０００２】
　ユーザーインターフェース（ｕｓｅｒ　ｉｎｔｅｒｆａｃｅ：ＵＩ）は、ユーザーと対
象物（ｏｂｊｅｃｔ）、システム、装置、又はプログラムと意志疎通ができるように一時
的な又は持続的なアクセスを提供する。ユーザーインターフェースには物理的媒介体又は
仮想的媒介体を用いることができる。一般に、ユーザーインターフェースは、ユーザーが
システムを操作する入力と、システムに対する入力の応答又は結果が表示される出力とに
分けることができる。
【０００３】
　入力では、スクリーン上でカーソルを移動させ、特定対象を選択するためのユーザーの
操作を受付ける入力装置を必要とする。例えば、入力装置は、ボタン、キー、マウス、ト
ラックボール、タッチパッド、ジョイスチック、又はタッチスクリーンを含む。出力では
、入力に対する応答をユーザーの視覚、聴覚、又は触覚で確認できる出力装置を必要とす
る。例えば、出力装置は、ディスプレイ装置、タッチスクリーン、スピーカー、又は振動
器を含む。
【０００４】
　タッチスクリーンは、スクリーンを介して入力及び出力の両方を提供する。ユーザーは
指又はスタイラスを用いてスクリーンをタッチする。コンピュータは、タッチスクリーン
上で発生したタッチを認識し、タッチを解析してタッチに基づく該当動作を行う。
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
　本発明は、上記従来技術に鑑みてなされたものであって、本発明の目的は、携帯用装置
のユーザーインターフェース提供方法及びユーザーインターフェースを提供する携帯用装
置並びにユーザーインターフェースを提供する方法をコンピュータに実行させるためのプ
ログラムが記録されたコンピュータ読み取り可能な記録媒体を提供することにある。
【課題を解決するための手段】
【０００６】
　本発明の実施形態は、少なくとも上記における問題点及び／又は不具合、更には上述し
ていない他の不具合について取り扱う。また、本発明の実施形態は、上記における不具合
を克服する上で要求されないこともあり、上述した問題点を克服しないこともある。
【０００７】
　上記目的を達成するためになされた本発明の一態様による携帯用装置のユーザーインタ
ーフェース提供方法は、第１領域に、少なくとも一つのグラフィック及び隠されたグラフ
ィックを表示するためのユーザーインターフェースを表示する段階と、前記第１領域から
区別される第２領域に、前記少なくとも一つのグラフィックに対応するコンテンツの集合
を表示する段階と、前記第１領域の一部を選択するユーザーのジェスチャーを感知する段
階と、前記第１領域を前記第２領域の一部を含むように拡張する段階と、前記ユーザーの
ジェスチャーに応答して、前記拡張された第１領域に、前記少なくとも一つのグラフィッ
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ク及び前記隠されたグラフィックが含まれる複数個のグラフィックを表示する段階と、前
記複数個のグラフィックのうちの第１グラフィックを移動させるユーザーの追加ジェスチ
ャーを感知する段階と、前記ユーザーの追加ジェスチャーに応答して、前記第１グラフィ
ックを前記拡張された第１領域の一部に移動し、前記第１グラフィックが移動されて残さ
れた領域に、前記複数個のグラフィックのうちの第２グラフィックを移動する段階と、を
有する。
【０００８】
　前記拡張された第１領域に、前記少なくとも一つのグラフィック及び前記隠されたグラ
フィックが含まれる前記複数個のグラフィックを表示する段階は、前記第２領域から前記
第１領域に切り替わった領域に、前記隠されたグラフィックの少なくとも一部を表示する
段階を含むことができる。
　前記第１領域に、前記少なくとも一つのグラフィック及び前記隠されたグラフィックを
表示するためのユーザーインターフェースを表示する段階は、前記ユーザーインターフェ
ースを選択する前記ユーザーのジェスチャーを感知する段階と、前記ユーザーの前記ジェ
スチャーに応答して、前記隠されたグラフィックを表示する段階と、を含むことができる
。
　前記隠されたグラフィックは、前記少なくとも一つのグラフィックの前方向又は後方向
に位置し、前記第１領域に、前記少なくとも一つのグラフィック及び前記隠されたグラフ
ィックを表示するための前記ユーザーインターフェースを表示する段階は、前記ユーザー
インターフェース上で前記ユーザーの接触地点及び接触解除地点を感知する段階と、前記
接触地点及び前記接触解除地点に基づいて前記ユーザーのジェスチャーの方向を決定する
段階と、前記前方向又は後方向に位置する前記複数のグラフィックのうちの前記ユーザー
のジェスチャーの方向に対応する前記隠されたグラフィックを表示する段階と、を含むこ
とができる。
　前記隠されたグラフィックは、前記少なくとも一つのグラフィックの前方向又は後方向
に位置し、前記第１領域に、前記少なくとも一つのグラフィック及び前記隠されたグラフ
ィックを表示するための前記ユーザーインターフェースを表示する段階は、前記隠された
グラフィックが位置する方向を表す識別子を、前記前方向又は後方向に対応する前記第１
領域の一側に表示する段階を含むことができる。
　前記第１領域に、前記少なくとも一つのグラフィック及び前記隠されたグラフィックを
表示するための前記ユーザーインターフェースを表示する段階は、前記少なくとも一つの
グラフィックに視覚的なフィードバックを提供する段階を含み、前記第２領域に、前記少
なくとも一つのグラフィックに対応する前記コンテンツの集合を表示する段階は、前記第
２領域に、前記視覚的なフィードバックが提供された前記少なくとも一つのグラフィック
に対応する前記コンテンツの集合を表示する段階を含むことができる。
　前記拡張された第１領域に、前記少なくとも一つのグラフィック及び前記隠されたグラ
フィックが含まれる複数個のグラフィックを表示する段階は、前記少なくとも一つのグラ
フィックに提供された前記視覚的なフィードバックを除去する段階を含むことができる。
　前記拡張された第１領域に、前記少なくとも一つのグラフィック及び前記隠されたグラ
フィックが含まれる複数個のグラフィックを表示する段階は、前記第２領域に表示された
前記コンテンツの集合を非活性化させる段階を含むことができる。
　前記複数個のグラフィックは、前記第１領域における前記複数個のグラフィックのそれ
ぞれの位置に応じて、第１グループのグラフィックと第２グループのグラフィックとに区
別され、前記拡張された第１領域に、前記少なくとも一つのグラフィック及び前記隠され
たグラフィックが含まれる前記複数個のグラフィックを表示する段階は、前記第２領域の
一部を選択する前記ユーザーのジェスチャーを感知する段階と、前記ユーザーのジェスチ
ャーに応答して、前記拡張された第１領域を元来の領域に縮小する段階と、前記縮小され
た第１領域に前記第１グループのグラフィックを表示する段階と、を含むことができる。
　前記第１グラフィックを前記拡張された第１領域の一部に移動し、前記第１グラフィッ
クが移動されて残された領域に、前記第２グラフィックを移動する段階は、前記複数個の
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グラフィックのうちの第１グラフィックを、前記複数個のグラフィックのうちの第２グラ
フィックの領域に移動する段階と、前記第１グラフィックが所定時間以上移動されない場
合に、前記第１グラフィックが移動されて残された領域に、前記第２グラフィックを移動
する段階と、を含むことができる。
　前記グラフィックは、タブ（ｔａｂ）メニューでよい。
【０００９】
　上記目的を達成するためになされた本発明の一態様によるユーザーインターフェースを
提供する携帯用装置は、少なくとも一つのグラフィック及び隠されたグラフィックを表示
するためのユーザーインターフェースを表示する第１領域、及び前記少なくとも一つのグ
ラフィックに対応するコンテンツの集合を表示して前記第１領域から区別される第２領域
を含むタッチスクリーンと、プロセッサと、メモリーと、を備え、前記プロセッサは、前
記第１領域の一部を選択するユーザーのジェスチャーを感知し、前記第１領域を前記第２
領域の一部を含むように拡張し、前記ユーザーのジェスチャーに応答して、前記拡張され
た第１領域に、前記少なくとも一つのグラフィック及び前記隠されたグラフィックが含ま
れる複数個のグラフィックを表示し、前記複数個のグラフィックのうちの第１グラフィッ
クを移動させるユーザーの追加ジェスチャーを感知し、前記ユーザーの追加ジェスチャー
に応答して、前記第１グラフィックを前記拡張された第１領域の一部に移動し、前記第１
グラフィックが移動されて残された領域に、前記複数個のグラフィックのうちの第２グラ
フィックを移動する。
【００１０】
　前記プロセッサは、前記拡張された第１領域に、前記少なくとも一つのグラフィック及
び前記隠されたグラフィックが含まれる前記複数個のグラフィックを表示する場合、前記
第２領域から前記第１領域に切り替わった領域に、前記隠されたグラフィックの少なくと
も一部を表示することができる。
　前記プロセッサは、前記ユーザーインターフェースを選択する前記ユーザーのジェスチ
ャーを感知し、前記ユーザーの前記ジェスチャーに応答して、前記隠されたグラフィック
を前記第１領域に表示することができる。
　前記プロセッサは、前記拡張された第１領域に、前記少なくとも一つのグラフィック及
び前記隠されたグラフィックが含まれる複数個のグラフィックを表示する場合、前記少な
くとも一つのグラフィックに提供された視覚的なフィードバックを除去することができる
。
　前記プロセッサは、前記拡張された第１領域に、前記少なくとも一つのグラフィック及
び前記隠されたグラフィックが含まれる複数個のグラフィックを表示する場合、前記第２
領域に表示された前記コンテンツの集合を非活性化させることができる。
　前記複数個のグラフィックは、前記第１領域における前記複数個のグラフィックのそれ
ぞれの位置によって、第１グループのグラフィックと第２グループのグラフィックとに区
別され、前記プロセッサは、前記拡張された第１領域に、前記少なくとも一つのグラフィ
ック及び前記隠されたグラフィックが含まれる複数個のグラフィックを表示する場合、前
記第２領域の一部を選択するユーザーのジェスチャーを感知し、前記ユーザーのジェスチ
ャーに応答して、前記拡張された第１領域を元来の領域に縮小し、前記縮小された第１領
域に前記第１グループのグラフィックを表示することができる。
　前記プロセッサは、前記第１グラフィックを前記拡張された第１領域の一部に移動し、
前記第１グラフィックが移動されて残された領域に、前記第２グラフィックを移動する場
合、前記複数個のグラフィックのうちの第１グラフィックを、前記複数個のグラフィック
のうちの第２グラフィックの領域に移動し、前記第１グラフィックが所定時間以上移動さ
れない場合に、前記第１グラフィックが移動されて残された領域に、前記第２グラフィッ
クを移動することができる。
　前記グラフィックは、タブ（ｔａｂ）メニューでよい。
【００１１】
　上記目的を達成するためになされた本発明の一態様による携帯用装置におけるユーザー
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インターフェースを提供する方法をコンピュータに実行させるためのプログラムが記録さ
れたコンピュータ読み取り可能な記録媒体であって、前記方法は、第１領域に、少なくと
も一つのグラフィック及び隠されたグラフィックを表示するためのユーザーインターフェ
ースを表示する段階と、前記第１領域から区別される第２領域に、前記少なくとも一つの
グラフィックに対応するコンテンツの集合を表示する段階と、前記第１領域の一部を選択
するユーザーのジェスチャーを感知する段階と、前記第１領域を前記第２領域の一部まで
拡張する段階と、前記ユーザーのジェスチャーに応答して、前記拡張された第１領域に、
前記少なくとも一つのグラフィック及び前記隠されたグラフィックが含まれる複数個のグ
ラフィックを表示する段階と、前記複数個のグラフィックのうちの第１グラフィックを移
動させるユーザーの追加ジェスチャーを感知する段階と、前記ユーザーの追加ジェスチャ
ーに応答して、前記第１グラフィックを前記拡張された第１領域の一部に移動し、前記第
１グラフィックが移動されて残された領域に、前記複数個のグラフィックのうちの第２グ
ラフィックを移動する段階と、を有する。
【発明の効果】
【００１２】
　本発明の携帯用装置のユーザーインターフェース提供方法及び装置によれば、スクリー
ン上でユーザーインターフェースを介して、ユーザーのジェスチャーが他の領域に入力さ
れると、ユーザーのジェスチャーが入力された各領域に対応する機能が実行され、ユーザ
ーの入力を、より効率的に行うことができる。
【図面の簡単な説明】
【００１３】
　上記各態様及び／又は他の態様は、図面と共に実施形態の以下の説明によってより明ら
かになるであろう。
【図１】一実施形態によるタッチスクリーンを備える装置を示すブロック図である。
【図２】一実施形態によるセンサーコントローラと種々のセンサーとの接続を示すブロッ
ク図である。
【図３】一実施形態による装置のメモリー構成の一例を示す図である。
【図４】一実施形態によるタッチスクリーンを備える装置のスクリーン構成の一例を示す
図である。
【図５】一実施形態による装置のユーザーインターフェースを示す図である。
【図６】一実施形態によるユーザーインターフェースの動作の一例を示す図である。
【図７】一実施形態によるユーザーインターフェースの動作の一例を示す図である。
【図８】一実施形態によるユーザーインターフェースの動作の一例を示す図である。
【図９】一実施形態による隠されたグラフィックを提供する過程を示す図である。
【図１０】一実施形態による隠されたグラフィックを提供する過程を示す図である。
【図１１】一実施形態による隠されたグラフィックを提供する過程を示す図である。
【図１２】一実施形態による隠されたグラフィックを提供する過程を示す図である。
【図１３】一実施形態による少なくとも一つのグラフィック及び隠されたグラフィックを
提供する過程を示す図である。
【図１４】一実施形態による少なくとも一つのグラフィック及び隠されたグラフィックを
提供する過程を示す図である。
【図１５】一実施形態による複数個のグラフィックの少なくとも一つを移動する過程を示
す図である。
【図１６】一実施形態による複数個のグラフィックの少なくとも一つを移動する過程を示
す図である。
【図１７】他の実施形態による複数個のグラフィックの少なくとも一つを移動する過程を
示す図である。
【図１８】他の実施形態による複数個のグラフィックの少なくとも一つを移動する過程を
示す図である。
【図１９】一実施形態による複数個のグラフィックのうちの第１グループのグラフィック
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を提供する過程を示す図である。
【図２０】一実施形態による複数個のグラフィックのうちの第１グループのグラフィック
を提供する過程を示す図である。
【図２１】一実施形態による装置のユーザーインターフェースを提供する方法を示すフロ
ーチャートである。
【発明を実施するための形態】
【００１４】
　以下、本発明を実施するための形態の具体例を、図面を参照しながら詳細に説明する。
【００１５】
　以下の説明では、同一の構成要素には同一の図面符号を共通に使用する。細部の構成要
素のように、以下の説明で定義した事項は、実施形態の総合的な理解を助けるために提供
する。但し、明確に定義した事項なしに実施形態を具現することもできる。
【００１６】
　以下の実施形態を説明するための一参照としてコンピュータシステムが用いられる。当
業者には、以下に記述するシステム及び方法を、ユーザーインターフェースを有する任意
のディスプレイシステムに適用できることが十分に理解されるであろう。
【００１７】
　本明細書で用いる「実施形態」、「例」、「側面」、「例示」などについて、記述した
任意の態様（ａｓｐｅｃｔ）又はデザインが、他の態様又はデザインよりも良好であるか
、又はより利点があると解釈してはならない。
【００１８】
　以下に用いる「コンポーネント」、「モジュール」、「システム」、「インターフェー
ス」などの用語は、一般的に、コンピュータ関連エンティティ（ｃｏｍｐｕｔｅｒ－ｒｅ
ｌａｔｅｄ　ｅｎｔｉｔｙ）を意味し、例えば、ハードウェア、ハードウェアとソフトウ
ェアとの組み合わせ、又はソフトウェアを意味する。
【００１９】
　なお、「又は」という用語は、「排他的論理和（ｅｘｃｌｕｓｉｖｅ　ｏｒ）」よりは
「包括的論理和（ｉｎｃｌｕｓｉｖｅ　ｏｒ）」を意味する。即ち、別に言及しない限り
、又は文脈から明確でない限り、「ｘがａ又はｂを用いる」という表現は、包括的な自然
順列（ｎａｔｕｒａｌ　ｉｎｃｌｕｓｉｖｅ　ｐｅｒｍｕｔａｔｉｏｎｓ）のいずれかを
意味する。
【００２０】
　また、本明細書及び請求項で用いる単数表現（「ａ」又は「ａｎ」）は、別段の言及が
ない限り、又は単数形態である旨が文脈から明確でない限り、一般に「一つ以上」（ｏｎ
ｅ　ｏｒ　ｍｏｒｅ）を意味するものと解釈しなければならない。
【００２１】
　また、本明細書に用いる「及び／又は」という用語は、列挙した関連アイテムの一つ以
上のアイテムの可能な全ての組み合わせを指したり含んだりするものと理解しなければな
らない。
【００２２】
　また、「含む」、「備える」及び／又は「含んでいる」、「備えている」という用語は
、該当する特徴、段階、動作、モジュール、構成要素、及び／又はコンポーネントが存在
することを意味するものであって、一つ以上の他の特徴、段階、動作、モジュール、構成
要素、コンポーネント、及び／又はこれらのグループの存在又は追加を排除するものでは
ない。
【００２３】
　また、本明細書で、第１、第２などの用語を様々な構成要素を説明するために用いるこ
とがあるが、これらの用語に構成要素が限定されることはない。これらの用語は２以上の
構成要素間の区別のために用いるものであって、順序又は優先順位を意味するものとして
解釈してはならない。
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【００２４】
　以下、装置の実施形態について述べる。一実施形態において、装置、装置のためのユー
ザーインターフェース（ＵＩ）、そして当該装置を使用するための関連プロセスを記述す
る。このような装置は、ＰＤＡ機能、音楽再生機能、又は電話機能などの他の機能を更に
有する装置であり得る。但し、以下に記述する本実施形態による装置、ユーザーインター
フェース、及び関連プロセスの全部又は一部は、パーソナルコンピュータ、ラップトップ
コンピュータ、デジタルＴＶのような一般的なデジタル装置にも適用することができる。
【００２５】
　ここで、装置は、電話アプリケーション、ビデオ会議アプリケーション、Ｅ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、ブロギングアプリケーシ
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、Ｗｅｂ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、又はデジタルビデオ再生アプリケーションのうちの一つ以上の様々なアプリ
ケーションを支援することができる。
【００２６】
　上記の様々なアプリケーションは、例えば、物理的又は仮想のユーザーインターフェー
スを用いることができる。例えば、ユーザーは、物理的又は仮想のユーザーインターフェ
ースを介して、タッチスクリーン上に表示される情報を、各アプリケーション内で又は一
つのアプリケーションから他のアプリケーションへ変更又は移動させることができる。ま
た、装置は、共通の物理的又は仮想のアーキテクチャーを適用した直観的で且つ明瞭な物
理的又は仮想のユーザーインターフェースを用いて様々なアプリケーションを支援するこ
とができる。
【００２７】
　図１は、一実施形態によるタッチスクリーン１２１を備える装置１００を示すブロック
図である。
【００２８】
　装置１００は、一つ以上のプロセッサ（ｐｒｏｃｅｓｓｏｒ）１０１、メモリー（ｍｅ
ｍｏｒｙ）１０２、周辺装置インターフェース（ｐｅｒｉｐｈｅｒａｌ　ｉｎｔｅｒｆａ
ｃｅ）１０３、入／出力サブシステム（I／Ｏ　ｓｕｂｓｙｓｔｅｍ）１１０、タッチス
クリーン１２１、センサー１２２、その他入／出力装置１２３、ＲＦ回路１３１、オーデ
ィオ回路１３２、電力回路１３３、及び外部ポート１３４を備える。これらのコンポーネ
ント同士は、一つ以上の通信バス又は信号線を通じて通信することができる。
【００２９】
　図１は、装置１００の一例に過ぎず、装置１００は、図示するものよりも多い又は少な
いコンポーネントを備え得る、２以上のコンポーネントを結合する、又は互いに異なるコ
ンポーネントを含む構成又は配置とすることもできる。図１に示すコンポーネントは、一
つ以上の信号処理又はアプリケーションに特化された集積回路を有するハードウェア、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とすることができる。
【００３０】
　メモリー１０２には、例えば、高速ランダムアクセスメモリー（ｈｉｇｈ－ｓｐｅｅｄ
　ｒａｎｄｏｍ　ａｃｃｅｓｓ　ｍｅｍｏｒｙ）、磁気ディスク、ＳＲＡＭ、ＤＲＡＭ、
ＲＯＭ、フラッシュメモリー、又は不揮発性メモリーを用いることができる。メモリー１
０２は、ソフトウェアモジュール、命令語集合、又はその他の様々なデータを格納する。
また、プロセッサ１０１及び周辺装置インターフェース１０３のような他のコンポーネン
トによるメモリー１０２へのアクセスはプロセッサ１０１により制御される。
【００３１】
　周辺装置インターフェース１０３は、装置１００の入力及び／又は出力周辺装置を一つ
以上のプロセッサ１０１及びメモリー１０２に統合する。プロセッサ１０１は、メモリー
１０２に格納されたソフトウェアモジュール又は命令語集合を実行することで、様々な機
能を行い、データを処理する。
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【００３２】
　ＲＦ（ｒａｄｉｏ　ｆｒｅｑｕｅｎｃｙ）回路１３１は、電磁気信号（ｅｌｅｃｔｒｏ
ｍａｇｎｅｔｉｃ　ｓｉｇｎａｌ）としても知られたＲＦ信号を送受信する。ＲＦ回路１
３１は、電気信号を電磁気信号に変換し、電磁気信号を電気信号に変換し、電磁気信号を
用いて通信ネットワーク又は他の通信装置と通信することができる。ＲＦ回路１３１は、
このような機能を行うためのよく知られた回路を備え、回路の例には、アンテナシステム
、ＲＦ送受信器、一つ以上の増幅器、チューナー、一つ以上の発振器（ｏｓｃｉｌｌａｔ
ｏｒ）、デジタル信号処理器、ＣＯＤＥＣチップセット、加入者識別モジュールＳＩＭカ
ード、メモリーなどを含むが、これらに限定されるわけではない。ＲＦ回路１３１は、セ
ルラー電話ネットワーク、無線ＬＡＮ（ｌｏｃａｌ　ａｒｅａ　ｎｅｔｗｏｒｋ）及び／
又はＭＡＮ（ｍｅｔｒｏｐｏｌｉｔａｎ　ａｒｅａ　ｎｅｔｗｏｒｋ）などの無線ネット
ワーク、イントラネット及び／又はワールドワイドウェブ（ＷＷＷ）とも呼ばれるインタ
ーネットのようなネットワーク、及びその他の装置と無線通信により通信することができ
る。無線通信としては、ＧＳＭ（登録商標）（Ｇｌｏｂａｌ　Ｓｙｓｔｅｍ　ｆｏｒ　Ｍ
ｏｂｉｌｅ　Ｃｏｍｍｕｎｉｃａｔｉｏｎｓ）、ＥＤＧＥ（Ｅｎｈａｎｃｅｄ　Ｄａｔａ
　ＧＳＭ　Ｅｎｖｉｒｏｎｍｅｎｔ）、Ｗ－ＣＤＭＡ（ｗｉｄｅｂａｎｄ　ｃｏｄｅ　ｄ
ｉｖｉｓｉｏｎ　ｍｕｌｔｉｐｌｅ　ａｃｃｅｓｓ）、ＣＤＭＡ（ｃｏｄｅ　ｄｉｖｉｓ
ｉｏｎ　ｍｕｌｔｉｐｌｅ　ａｃｃｅｓｓ）、ＴＤＭＡ（ｔｉｍｅ　ｄｉｖｉｓｉｏｎ　
ｍｕｌｔｉｐｌｅ　ａｃｃｅｓｓ）、Ｂｌｕｅｔｏｏｔｈ（登録商標）、ＩＥＥＥ８０２
．１９、ＩＥＥＥ８０２．２０、ＩＥＥＥ８０２．１１ｇ及び／又はＩＥＥＥ８０２．１
１ｎなどのＷｉ－Ｆｉ（Ｗｉｒｅｌｅｓｓ　Ｆｉｄｅｌｉｔｙ）、ＶｏＩＰ（ｖｏｉｃｅ
　ｏｖｅｒ　Ｉｎｔｅｒｎｅｔ　Ｐｒｏｔｏｃｏｌ）、Ｗｉ－ＭＡＸ、ＬＴＥ（Ｌｏｎｇ
　Ｔｅｒｍ　Ｅｖｏｌｕｔｉｏｎ）、ＩＭＡＰ（Ｉｎｔｅｒｎｅｔ　Ｍｅｓｓａｇｅ　Ａ
ｃｃｅｓｓ　Ｐｒｏｔｏｃｏｌ）及び／又はＰＯＰ（Ｐｏｓｔ　Ｏｆｆｉｃｅ　Ｐｒｏｔ
ｏｃｏｌ）などのＥメール用プロトコル、ＸＭＰＰ（ｅＸｔｅｎｓｉｂｌｅ　Ｍｅｓｓａ
ｇｉｎｇ　ａｎｄ　Ｐｒｅｓｅｎｃｅ　Ｐｒｏｔｏｃｏｌ）、ＳＩＭＰＬＥ（Ｓｅｓｓｉ
ｏｎ　Ｉｎｉｔｉａｔｉｏｎ　Ｐｒｏｔｏｃｏｌ　ｆｏｒ　Ｉｎｓｔａｎｔ　Ｍｅｓｓａ
ｇｉｎｇ　ａｎｄ　Ｐｒｅｓｅｎｃｅ　Ｌｅｖｅｒａｇｉｎｇ　Ｅｘｔｅｎｓｉｏｎｓ）
、ＩＭＰＳ（Ｉｎｓｔａｎｔ　Ｍｅｓｓａｇｉｎｇ　ａｎｄ　Ｐｒｅｓｅｎｃｅ　Ｓｅｒ
ｖｉｃｅ）、又はＳＭＳ（Ｓｈｏｒｔ　Ｍｅｓｓａｇｅ　Ｓｅｒｖｉｃｅ）などのインス
タントメッセージング、又は本発明の出願日当時に開発されていない通信プロトコルを挙
げることができる。なお、上記の無線通信に限定されず、無線通信には、他の通信標準、
プロトコル及び技術を用いることもできる。
【００３３】
　オーディオ回路１３２は、スピーカー及び／又はマイクロホンを用いてユーザーと装置
１００とのオーディオインターフェースを提供する。オーディオ回路１３２は、周辺装置
インターフェース１０３からオーディオデータを受信し、オーディオデータを電気信号に
変換し、電気信号をスピーカーに送信する。スピーカーは、電気信号を可聴音波（ｈｕｍ
ａｎ－ａｕｄｉｂｌｅ　ｓｏｕｎｄ　ｗａｖｅ）に変換する。なお、オーディオ回路１３
２は、音波から変換された電気信号を、マイクロホンを介して受信する。オーディオ回路
１３２は、電気信号をオーディオデータに変換し、その処理のために、オーディオデータ
を周辺装置インターフェース１０３に送信することができる。周辺装置インターフェース
１０３は、オーディオデータをメモリー１０２から検索し、またＲＦ回路１３１に送信す
ることができる。一側面（ａｓｐｅｃｔ）によれば、オーディオ回路１３２は、ヘッドセ
ットジャック（ｈｅａｄｓｅｔ　ｊａｃｋ）を更に備えることができる。ヘッドセットジ
ャックは、例えば、出力、入力両方を有するヘッドセット、又は出力－専用ヘッドホンの
ような移動式オーディオ入／出力周辺装置とオーディオ回路１３２との間のインターフェ
ースを提供する。
【００３４】
　電力回路１３３は、装置１００のコンポーネントの全部又は一部に電力を供給する。例
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えば、電力回路１３３は、電力管理システム、バッテリー又は交流（ＡＣ）電源などのよ
うな一つ以上の電源、充電システム、電力故障感知回路（Ｐｏｗｅｒ　ｆａｉｌｕｒｅ　
ｄｅｔｅｃｔｉｏｎ　ｃｉｒｃｕｉｔ）、電力変換器又はインバータ、電力状態表示器、
及び電力生成、管理、及び分配のための任意の他のコンポーネントを含むことができる。
【００３５】
　入／出力サブシステム１１０は、タッチスクリーン１２１、センサー１２２、又はその
他入力制御装置１２３のような入／出力周辺装置を、周辺装置インターフェース１０３に
統合する。入／出力サブシステム１１０は、ディスプレイコントローラ１１１、センサー
コントローラ１１２、又は一つ以上のその他入／出力コントローラ１１３を含む。他の側
面によれば、タッチスクリーン１２１、センサー１２２、又はその他入力制御装置１２３
は、入／出力サブシステム１００を介さずに周辺装置インターフェース１０３に統合され
てもよい。
【００３６】
　他の側面によれば、プロセッサ１０１、周辺装置インターフェース１０３、入／出力サ
ブシステム１１０の少なくとも一つが単一チップ上に具現されてもよく、プロセッサ１０
１、周辺装置インターフェース１０３、及び入／出力サブシステム１１０の少なくとも一
つの一部が単一チップ上に具現されてもよい。
【００３７】
　ディスプレイコントローラ１１１は、タッチ－感知領域を有するタッチスクリーン１２
１から電気信号を受信し、タッチスクリーン１２１に電気信号を送信し、或いは送受信の
両方を行う。ディスプレイコントローラ１１１の制御に応じて、タッチスクリーン１２１
は、ユーザーへの視覚的出力を表示する。視覚的出力は、グラフィック、テキスト、アイ
コン、ビデオ、及びこれらの任意の組み合わせ（以下、「グラフィック」と総称する。）
を含む。一側面において、視覚的出力の一部又は全部は、以下で詳細に説明するユーザー
インターフェースに対応する。
【００３８】
　タッチスクリーン１２１には、ＬＣＤ（Ｌｉｑｕｉｄ　Ｃｒｙｓｔａｌ　Ｄｉｓｐｌａ
ｙ）、ＬＰＤ（Ｌｉｇｈｔ　ｅｍｉｔｔｉｎｇ　Ｐｏｌｙｍｅｒ　Ｄｉｓｐｌａｙ）、Ｏ
ＬＥＤ（Ｏｒｇａｎｉｃ　Ｌｉｇｈｔ－Ｅｍｉｔｔｉｎｇ　Ｄｉｏｄｅ）、又はＡＭＯＬ
ＥＤ（Ａｃｔｉｖｅ－ｍａｔｒｉｘ　Ｏｒｇａｎｉｃ　Ｌｉｇｈｔ－Ｅｍｉｔｔｉｎｇ　
Ｄｉｏｄｅ）の技術が用いられ得るが、その他のディスプレイ技術が用いられてもよい。
また、タッチスクリーン１２１及びディスプレイコントローラ１１１は、静電容量式技術
（ｃａｐａｃｉｔｉｖｅ　ｔｅｃｈｎｏｌｏｇｙ）、抵抗式技術（ｒｅｓｉｓｔｉｖｅ　
ｔｅｃｈｎｏｌｏｇｙ）、赤外線技術（ｉｎｆｒａｒｅｄ　ｔｅｃｈｎｏｌｏｇｙ）、及
び表面音波技術（ｓｕｒｆａｃｅ　ａｃｏｕｓｔｉｃ　ｗａｖｅ　ｔｅｃｈｎｏｌｏｇｙ
）を用いることができるが、これらに限定されない、既に公知になっているか、又は今後
開発されるタッチ感知技術の任意のものを用いることができる。また、タッチスクリーン
１２１及びディスプレイコントローラ１１１は、近接センサー配列（ｐｒｏｘｉｍｉｔｙ
　ｓｅｎｓｏｒ　ａｒｒａｙ）又はタッチスクリーン１２１との一つ以上の接触点を判断
するためのその他の構成要素を用いて、接触又はその任意の動きや解除を感知する。
【００３９】
　ディスプレイコントローラ１１１は、タッチ－感知領域を有しないスクリーンと結合さ
れてもよい。タッチ－感知領域を有しないスクリーンは、ディスプレイコントローラ１１
１から電気信号を受信してユーザーへの視覚的出力を表示する。タッチ－感知領域を有し
ないスクリーンには、ＰＤＰ（Ｐｌａｓｍａ　Ｄｉｓｐｌａｙ　Ｐａｎｅｌ）、ＥＰＤ（
Ｅｌｅｃｔｒｏｎｉｃ　Ｐａｐｅｒ　Ｄｉｓｐｌａｙ）、ＬＣＤ（Ｌｉｑｕｉｄ　Ｃｒｙ
ｓｔａｌ　Ｄｉｓｐｌａｙ）、ＬＰＤ（Ｌｉｇｈｔ　ｅｍｉｔｔｉｎｇ　Ｐｏｌｙｍｅｒ
　Ｄｉｓｐｌａｙ）、ＯＬＥＤ（Ｏｒｇａｎｉｃ　Ｌｉｇｈｔ－Ｅｍｉｔｔｉｎｇ　Ｄｉ
ｏｄｅ）、又はＡＭＯＬＥＤ（Ａｃｔｉｖｅ－ｍａｔｒｉｘ　Ｏｒｇａｎｉｃ　Ｌｉｇｈ
ｔ－Ｅｍｉｔｔｉｎｇ　Ｄｉｏｄｅ）技術を用いることができ、その他のディスプレイ技



(14) JP 5918144 B2 2016.5.18

10

20

30

40

50

術を用いてもよい。タッチ－感知領域を有しないスクリーンを用いる装置１００には、ユ
ーザーインターフェースとして物理的なキーボード、マウス、物理的なボタンのような入
／出力装置を提供することができる。
【００４０】
　一つ以上のその他入／出力コントローラ１１３は、その他入／出力装置１２３から電気
信号を受信するか、又は装置に電気信号を送信する。その他入／出力制御装置１２３とし
ては、例えば、ボタン、キーボード、タッチパッド、ダイヤル、スライダースイッチ、ジ
ョイスチックを含む。また、その他入／出力コントローラ１１３は、赤外線ポート、ＵＳ
Ｂポート、及びマウスなどのポインタ装置のうちの任意のものと統合されてもよい。
【００４１】
　一側面によれば、その他入力制御装置１２３は、一つ以上の物理的ボタン又は仮想のボ
タンを含む。仮想のボタンでは、ボタン及びボタンコントローラがそれぞれタッチスクリ
ーン１２１及びディスプレイコントローラ１１１の一部であり得る。一側面において、ボ
タンは、スピーカー１１１又はマイクロホン１１３のボリュームの制御のためのアップ／
ダウンボタン、ロックボタン、又はプッシュボタンを含む。例えば、ユーザーがプッシュ
ボタンを短く押すと、タッチスクリーン１２１がロック解除され、再びタッチスクリーン
上にジェスチャーを適用して装置をロック解除するプロセスを開始する。また、ユーザー
がプッシュボタンを長く押して装置１００への電源をターン－オン又はターン－オフする
こともできる。
【００４２】
　他の側面によれば、その他入力制御装置１２３は、一つ以上の物理的キーボード又は仮
想のソフトキーボードを含む。キーボードの一例として、標準構成（ＱＷＥＲＴＹ）及び
／又は非標準構成のものを用いることができる。仮想のソフトキーボードにおいて、ソフ
トキーボード及びソフトキーボードコントローラは、それぞれタッチスクリーン１２１及
びディスプレイコントローラ１１１の一部であり得る。ソフトキーボードは、物理的キー
ボードのキー数よりも少ない数のグラフィック（又はソフトキー）を有することができる
。ユーザーは、ソフトキーボードの一つ以上のグラフィックを選択し、それに応じて一つ
以上の該当するシンボルをタッチスクリーン１２１上に表示する。
【００４３】
　更に他の側面によれば、その他入力制御装置１２３は、特定機能を活性化又は非活性化
するためのタッチパッドを含む。一側面において、タッチパッドは、タッチスクリーンと
違い、視覚的出力を表示しないタッチ－感知領域を有する。また、タッチパッドは、タッ
チスクリーン１２１から分離されたタッチ－感知表面であってもよく、タッチスクリーン
により形成されて拡張されたタッチ－感知表面の一部であってもよい。
【００４４】
　図２は、一実施形態によるセンサーコントローラ１１２と種々のセンサー１２２との接
続を示すブロック図である。
【００４５】
　センサーコントローラ１１２は、センサー１２２から電気信号を受信し、センサー１２
２に電気信号を送信し、また送受信の両方を行う。センサー１２２は、光センサー１２２
ａ、近接センサー１２２ｂ、加速度センサー１２２ｃ、ＧＰＳセンサー１２２ｄ、磁気セ
ンサー１２２ｅ、チルトセンサー１２２ｆ、環境センサー１２２ｇ、天気センサー１２２
ｈを含むが、これに限定されない。
【００４６】
　一側面によれば、センサー１２２は、一つ以上の光センサー１２２ａを含む。図２には
、入／出力サブシステム１１０のセンサーコントローラ１１２に統合された光センサー１
２２ａを示す。光センサー１２２ａは、周辺装置インターフェース１０３に統合されても
よい。光センサー１２２ａは、電荷結合素子（ＣＣＤ）又は相補型金属酸化膜半導体（Ｃ
ＭＯＳ）フォトトランジスタを含むことができる。光センサー１２２ａは、一つ以上のレ
ンズを透過した周囲環境からの光を受信し、光をイメージで表すデータに変換する。光セ
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ンサー１２２ａは、いわゆるカメラモジュールとも呼ばれるイメージモジュールと共に、
スチールイメージ又はビデオをキャプチャーする。他の側面によれば、タッチスクリーン
ディスプレイが少なくとも一つのスチール（ｓｔｉｌｌ）イメージ又はビデオを獲得する
ためのビューファイダーとして用いられるため、光センサー１２２ａは、装置１００の後
面又は前面の一側に提供される。一側面によれば、ユーザーがタッチスクリーンディスプ
レイ上で他のビデオ会議の参加者を見る間、ユーザーのイメージをビデオ会議のために獲
得できるように、光センサー１２２ａは、装置１００の前面に提供されてもよい。他の側
面によれば、一つの光センサー１２２ａがビデオ会議のスチールイメージ又はビデオを獲
得できるように、ユーザーが、例えば装置ハウジングのレンズ及びセンサーを回転させる
ことによって光センサー１２２ａの位置を変更してもよい。また、装置１００は、光セン
サー１２２ａから光量を感知し、光量に対応する値を用いてタッチスクリーン１２１の特
定領域の明るさを調節し、またタッチスクリーン１２１上のグラフィックの明るさを調節
する。
【００４７】
　一側面によれば、センサー１２２は、一つ以上の近接センサー（ｐｒｏｘｉｍｉｔｙ　
ｓｅｎｓｏｒ）１２２ｂを含む。図２には、入／出力サブシステム１１０のセンサーコン
トローラ１１２に統合された近接センサー１２２ｂを示す。或いは、近接センサー１２２
ｂは、周辺装置インターフェース１０３に統合されてもよい。近接センサー１２２ｂは、
装置１００の近くに物体があるか否かを感知する。例えば、近接センサー１２２ｂは、物
体が感知されたか否かをＯｎ又はＯｆｆ値で提供する。一側面によれば、装置１００は、
ユーザーが電話をしている場合のように、装置１００がユーザーの耳に近接される場合、
近接センサー１２２ｂによってタッチスクリーン１２１を消すことで不必要なバッテリー
消耗を防止することができる。
【００４８】
　他の側面によれば、センサー１２２は、一つ以上の加速度センサー（ａｃｃｅｌｅｒｏ
ｍｅｔｅｒｓ）１２２ｃを含む。図２には、入／出力サブシステム１１０のセンサーコン
トローラ１１２に統合された加速度センサー１２２ｃを示す。或いは、加速度センサー１
２２ｃは、周辺装置インターフェース１０３に統合されてもよい。加速度センサー１２２
ｃは、装置１００の速度の変化又は装置の方向を感知する。例えば、加速度センサー１２
２ｃは、（Ｘ，Ｙ，Ｚ）の３軸において装置１００の加速ベクトル値を測定する。加速度
センサー１２２ｃは、３軸に対応する時間当たりの変位値を提供する。一側面によれば、
タッチスクリーン１２１上の情報を、一つ以上の加速度センサー１２２ｃから受信したデ
ータの分析に基づいて縦表示又は横表示で表示する。
【００４９】
　他の側面によれば、センサー１２２は、一つ以上のＧＰＳセンサー（ＧＰＳ　ｓｅｎｓ
ｏｒ）１２２ｄを含む。図２には、入／出力サブシステム１１０のセンサーコントローラ
１１２に統合されたＧＰＳセンサー１２２ｄを示す。或いは、ＧＰＳセンサー１２２ｄは
、周辺装置インターフェース１０３に統合されてもよい。ＧＰＳセンサー１２２ｄは、少
なくとも一つの衛星信号を受信し、受信した信号を処理して地球上における装置１００の
位置を測定する。例えば、ＧＰＳセンサー１２２ｄは、測定された値に基づいて装置１０
０の緯度、経度、高度の値を提供する。例えば、ＧＰＳセンサー１２２ｄは、緯度値とし
て－９０度（ｄｅｇｒｅｅｓ）から＋９０度までの値を提供し、経度値として－１８０度
から＋１８０度までの値を提供する。一側面において、ＧＰＳセンサー１２２ｄから受信
したデータの分析に基づいてタッチスクリーン１２１上に装置１００の地球上の位置を表
示する。
【００５０】
　他の側面によれば、センサー１２２は、一つ以上の磁気センサー（Ｍａｇｎｅｔｉｃ　
ｓｅｎｓｏｒ）１２２ｅを含む。図２は、入／出力サブシステム１１０のセンサーコント
ローラ１１２に統合された磁気センサー１２２ｅを示す。或いは、磁気センサー１２２ｅ
は、周辺装置インターフェース１０３に統合されてもよい。例えば、磁気センサー１２２
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ｅは、地球で発生する磁場の強度又は変化を測定し、測定された信号を処理することで、
装置１００の方向値を決定する。例えば、磁気センサー１２２ｅは、測定された値に基づ
いて（Ｘ，Ｙ，Ｚ）の３軸の値で磁場の強度及び変化を提供する。一側面において、装置
１００は、磁気センサー１２２ｅから提供された値を用いて、タッチスクリーン１２１上
の所定のアイコンの回転を変更する。
【００５１】
　他の側面によれば、センサー１２２は、一つ以上のチルトセンサー（ｔｉｌｔ　ｓｅｎ
ｓｏｒ）１２２ｆを含む。図２には、入／出力サブシステム１１０のセンサーコントロー
ラ１１２に統合されたチルトセンサー１２２ｆを示す。或いは、チルトセンサー１２２ｆ
は、周辺装置インターフェース１０３に統合されてもよい。チルトセンサー１２２ｆは、
一つ以上の加速度センサーと一つ以上の磁気センサーとで構成することができる。チルト
センサー１２２ｆは、これらのセンサーから測定された（Ｘ，Ｙ，Ｚ）の３軸の値を用い
て、例えば、方位（ａｚｉｍｕｔｈ）、ピッチ（ｐｉｔｃｈ）、ロール（ｒｏｌｌ）値を
提供する。例えば、チルトセンサー１２２ｆは、方位値として０度（ｄｅｇｒｅｅｓ）か
ら３６０度までの値を提供する。また、ピッチ値として－１８０度から＋１８０度までの
値を提供する。また、ロール値として－９０度から＋９０度までの値を提供する。一側面
による装置１００は、チルトセンサー１２２ｆを用いて、装置１００を把持して動くユー
ザーのジェスチャーを感知する。
【００５２】
　他の側面によれば、センサー１２２は、一つ以上の環境センサー（Ａｍｂｉｅｎｔ　ｓ
ｅｎｓｏｒ）１２２ｇを含む。図２には、入／出力サブシステム１１０のセンサーコント
ローラ１１２に統合された環境センサー１２２ｇを示す。或いは、環境センサー１２２ｇ
は、周辺装置インターフェース１０３に統合されてもよい。環境センサー１２２ｇは、装
置１００の周辺環境における温度、湿度、照度などを測定する。また、環境センサー１２
２ｇは、測定された値を時間単位で獲得する。例えば、環境センサー１２２ｇは、湿度を
０％から１００％までの値で提供する。また、温度を華氏又は摂氏単位で提供する。また
、照度を０から１０までのレベル値で提供する。一側面において、装置１００は、環境セ
ンサー１２２ｇを用いて獲得した装置周辺の環境値をタッチスクリーン１２１上に提供す
る。
【００５３】
　他の側面によれば、センサー１２２は、一つ以上の天気センサー（Ｗｅａｔｈｅｒ　ｓ
ｅｎｓｏｒ）１２２ｈを含む。図２には、入／出力サブシステム１１０のセンサーコント
ローラ１１２に統合された天気センサー１２２ｈを示す。或いは、天気センサー１２２ｈ
は、周辺装置インターフェース１０３に統合されてもよい。天気センサー１２２ｈは、湿
度、温度、又は天気に関連する情報を提供する。特定日又は時間に関連する天気情報は、
外部のサーバーから獲得することができる。サーバーは、ユーザーの位置に関する情報に
基づいて、天気に関連する情報を提供する。一側面において、装置１００は、位置情報を
含むｈｔｔｐ要請信号をサーバーに送信する。サーバーは、装置１００の位置情報に基づ
いて、該位置における天気に関連する情報を検索し、検索された情報をＸＭＬ（ｅＸｔｅ
ｎｓｉｂｌｅ　Ｍａｒｋｕｐ　Ｌａｎｇｕａｇｅ）文書として装置１００に提供する。例
えば、天気センサー１２２ｈは、湿度を０％から１００％までの値で提供する。また、温
度を華氏又は摂氏単位で提供する。また、天気に関連する条件（ｃｏｎｄｉｔｉｏｎ）を
整数値で提供する。
【００５４】
　図１を再び参照すると、装置１００は、タッチスクリーン１２１（又は、タッチパッド
）のようなタッチ－感知領域を有するスクリーンを介して所定の機能連携の動作を行うこ
とができる。この場合、タッチスクリーン１２１上で装置１００の動作のための基本的な
入力／制御が可能となるため、装置１００におけるプッシュボタン、キーボード、ダイヤ
ルなどの物理的入力／制御装置の個数を低減することができる。
【００５５】
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　タッチスクリーン１２１を介して所定の機能連携の動作を行うために、タッチスクリー
ン１２１上には、ナビゲーションのためのユーザーインターフェースが提供される。一側
面によれば、ユーザーがタッチスクリーン１２１をタッチすると、タッチスクリーン１２
１は、メインメニュー又はルートメニューのようなユーザーインターフェースを提供する
。他の側面において、装置１００は、ユーザーインターフェースとして物理的プッシュボ
タン又はその他の物理的入力及び制御装置を共に提供することもできる。
【００５６】
　一側面において、装置１００は、タッチ－感知領域を有しないスクリーンを介して所定
の機能連携の動作を行うことができる。装置１００は、基本的な入力／制御装置として物
理的なキーボード、マウス、物理的なボタンのようなユーザーインターフェースを用いる
ことができる。一側面において、ユーザーが物理的なユーザーインターフェースを操作す
る場合、装置１００は、ユーザー操作に対応する視覚的出力を、タッチ－感知領域を有し
ないスクリーンを介して表示する。
【００５７】
　他の側面によれば、装置１００は、タッチ－感知領域を有するタッチスクリーン１２１
（又はタッチパッド）と、タッチ－感知領域を有しないスクリーンとの両方を介して所定
の機能連携の動作を行うことができる。装置１００は、基本的な入力／制御装置として物
理的又は仮想のユーザーインターフェースの少なくとも一つを用いる。一側面において、
ユーザーが物理的ユーザーインターフェースをタッチするか、又は仮想のユーザーインタ
ーフェースを操作する場合、装置１００は、物理的又は仮想のインターフェースと相互作
用してユーザーのタッチ又は操作に対応する結果を、タッチ－感知領域を有するタッチス
クリーン１２１又はタッチ－感知領域を有しないスクリーンの少なくとも一方を介して表
示する。
【００５８】
　タッチスクリーン１２１は、装置１００とユーザーとの間のユーザーインターフェース
を提供する。例えば、タッチスクリーン１２１は、ハプティック（ｈａｐｔｉｃ）接触又
はタクティル（ｔａｃｔｉｌｅ）接触に基づいてユーザーからの入力を感知するタッチ－
感知表面、センサー又はセンサー集合を備える。タッチスクリーン１２１及びディスプレ
イコントローラ１１１は、タッチスクリーン１２１上の接触又は接触の任意の動き（ｍｏ
ｖｅｍｅｎｔ）や接触の解除を感知し、感知された接触を、タッチスクリーン１２１上に
表示されたユーザーインターフェース（グラフィック、一つ以上のソフトキー、アイコン
、Ｗｅｂページ、又はイメージ）との相互作用に変換する。一側面によれば、タッチスク
リーン１２１とユーザーとの接触地点は、ユーザーの指、スタイラスのような任意の物体
又は附属物（ａｐｐｅｎｄａｇｅ）に対応する。一側面において、ユーザーインターフェ
ースは、主に指による接触及びジェスチャーを用いて作動するように設計されるが、この
ような指による接触及びジェスチャーは、スタイラスによる入力に比べてタッチスクリー
ン１２１上での接触面積がより広いため、正確性に劣ることがある。この場合、装置１０
０は、概略的な（ｒｏｕｇｈ）指による入力を、ユーザーの所望するアクションを行うた
めの正確なポインタ又はカーソルの位置や命令として分析する。
【００５９】
　タッチスクリーン１２１は、ユーザーインターフェースとして一つ以上のグラフィック
を表示する。一側面において、ユーザーは、一つ以上の指を用いて一つ以上のグラフィッ
クに接触（タッチ）し、それを選択する。他の側面において、ユーザーが一つ以上のグラ
フィックとの接触を解除すると、該一つ以上のグラフィックが選択される。一側面によれ
ば、ユーザーのジェスチャーは、グラフィック又はグラフィックに関連する領域を選択す
るためのタッチ（ｔｏｕｃｈ）、グラフィックに関連するアプリケーションを実行するか
又は他のグラフィックが提供されるようにタッチして解除（ｒｅｌｅａｓｅ）するジェス
チャーであるタップ（ｔａｐ）、グラフィックを拡大又は縮小するためのダブルタップ（
ｄｏｕｂｌｅ　ｔａｐ）、グラフィックに関連する詳細メニューが提供されるように所定
の時間タッチを保持するホールド（ｈｏｌｄ）、アイテム目録をスクロールするためにタ
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ッチ及び移動（左から右へ、右から左へ、下から上へ、又は上から下へ）してタッチを解
除するタッチアンドムーブ（ｔｏｕｃｈ　ａｎｄ　ｍｏｖｅ）、グラフィックに関連する
上位又は下位目録への移動又はその他の有用な機能を実行するためにタッチ及び移動して
短い時間内にタッチを解除するフリック又はスワイプ（Ｆｌｉｃｋ　ｏｒ　Ｓｗｉｐｅ）
、グラフィックを所望の位置に移動させるためのドラッグアンドドロップ（ｄｒａｇ　ａ
ｎｄ　ｄｒｏｐ）のようなジェスチャーを含む。一側面において、グラフィックとの偶然
な接触によってはそのグラフィックが選択されないようにすることができる。例えば、選
択に対応するジェスチャーがタップである場合に、所定のアプリケーションに関連するグ
ラフィックの上を通りすぎるスワイプジェスチャーによっては、当該アプリケーションが
選択されないようにする。他の側面において、装置１００は、正確なユーザージェスチャ
ーを判断するために、ヒューリスティック（ｈｅｕｒｉｓｔｉｃ）手法を適用してもよい
。一側面によれば、ユーザージェスチャーの累積データ、ユーザーの特徴、ユーザーのパ
ターンなどを、ヒューリスティック手法を用いて発見及び分析し、これに基づいて装置１
００はユーザージェスチャーの意図を決定する。
【００６０】
　一側面によれば、タッチスクリーン１２１は、ユーザーインターフェースとして仮想の
ソフトキーボードを表示する。ユーザーは、ソフトキーボードの一つ以上のグラフィック
（又はソフトキー）を選択し、これに応じて一つ以上の該当するシンボルをタッチスクリ
ーン１２１上に表示する。ソフトキーボードの実施形態は適応的（ａｄａｐｔｉｖｅ）で
ある。例えば、表示されたグラフィックは、一つ以上のグラフィックの選択又は一つ以上
の該当するシンボルの選択を行うユーザーアクションに対応して調整される。装置１００
の一つ以上のアプリケーションは、共通のキーボード又は異なるキーボードを用いる。こ
れにより、使用されるソフトキーボードは、アプリケーションの少なくとも一部、又は各
ユーザーにカスタマイズされるものとすることができる。例えば、一つ以上のソフトキー
ボードの実施形態は、各ユーザーの単語使用記録に基づいてユーザー毎にカスタマイズさ
れる。ソフトキーボードは、ユーザーが一つ以上のグラフィックを選択し、それに応じた
一つ以上のシンボルを選択する時に、ユーザーが失敗する確率を減らすように調整される
。
【００６１】
　以下、図３を参照して、装置１００に備えられたメモリー１０２構成の一例をより詳細
に説明する。
【００６２】
　図３は、一実施形態による装置１００のメモリー１０２構成の一例を示す図である。
【００６３】
　一側面によれば、メモリー１０２に格納されたソフトウェアコンポーネントは、オペレ
ーティングシステム（ｏｐｅｒａｔｉｎｇ　ｓｙｓｔｅｍ：ＯＳ）２１０、通信モジュー
ル（又は命令語集合）２６１、ソーシャルネットワーキング（ｓｏｃｉａｌ　ｎｅｔｗｏ
ｒｋｉｎｇ）モジュール（又は命令語集合）２６３、コマース（ｃｏｍｍｅｒｃｅ）サー
ビスモジュール（又は命令語集合）２６５、位置基盤サービス（Ｌｏｃａｔｉｏｎ　Ｂａ
ｓｅｄ　Ｓｅｒｖｉｃｅ：ＬＢＳ）モジュール（又は命令語集合）２６７、インタラクシ
ョン（ｉｎｔｅｒａｃｔｉｏｎ）モジュール（又は命令語集合）２６９、センサーモジュ
ール（又は命令語集合）２７１、グラフィックモジュール（又は命令語集合）２７３、テ
キスト入力モジュール（又は命令語集合）２７５、及びアプリケーション（又は命令語集
合）２２０を含む。
【００６４】
　一側面によれば、通信モジュール２６１、ソーシャルネットワーキングモジュール２６
３、コマースサービスモジュール２６５、ＬＢＳモジュール２６７、インタラクションモ
ジュール２６９、センサーモジュール２７１、グラフィックモジュール２７３、又はテキ
スト入力モジュール２７５は、ＯＳ２１０に含まれるものでもよい。例えば、通信モジュ
ール２６１、ソーシャルネットワーキングモジュール２６３、コマースサービスモジュー
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ル２６５、ＬＢＳモジュール２６７、インタラクションモジュール２６９、センサーモジ
ュール２７１、グラフィックモジュール２７３、又はテキスト入力モジュール２７５は、
アプリケーション２２０がハードウェア又はソフトウェアコンポーネントにアクセスする
ためのインターフェースを提供するか、又はアプリケーション２２０に関連するシステム
タスクを制御する。
【００６５】
　他の側面によれば、通信モジュール２６１、ソーシャルネットワーキングモジュール２
６３、コマースサービスモジュール２６５、ＬＢＳモジュール２６７、インタラクション
モジュール２６９、センサーモジュール２７１、グラフィックモジュール２７３、又はテ
キスト入力モジュール２７５は、アプリケーション２２０に含まれるものでもよい。例え
ば、通信モジュール２６１、ソーシャルネットワーキングモジュール２６３、コマースサ
ービスモジュール２６５、ＬＢＳモジュール２６７、インタラクションモジュール２６９
、センサーモジュール２７１、グラフィックモジュール２７３、又はテキスト入力モジュ
ール２７５は、ソフトウェアコンポーネント及び／又はハードウェアコンポーネントのド
ライバを備え、ＯＳ２１０と連動して関連するソフトウェアコンポーネント及び／又はハ
ードウェアコンポーネントの動作を行う。
【００６６】
　ＯＳ２１０は、ダーウィン（Ｄａｒｗｉｎ）、Ｌｉｎｕｘ（登録商標）、ユニックス、
ＯＳＸ、Ｗｉｎｄｏｗｓ（登録商標）、ｂａｄａ（大韓民国の三星電子（株）から提供さ
れるモバイルＯＳの一つ）、又はＶｘＷｏｒｋｓなどのエンベデッドＯＳのように、メモ
リー管理、格納装置制御、電力管理などの一般的なシステムタスクを制御して管理するた
めの様々なソフトウェアコンポーネント及び／又はドライバを含み、様々なハードウェア
及びソフトウェアコンポーネント間の通信を可能にする。
【００６７】
　一実施形態によるＯＳ２１０は、カーネル（ｋｅｒｎｅｌ）２１１、デバイス（ｄｅｖ
ｉｃｅ）２１３、サービス（ｓｅｒｖｉｃｅ）２１５、及びフレームワーク（ｆｒａｍｅ
ｗｏｒｋ）２１７の階層（ｌａｙｅｒ）を含む。
【００６８】
　カーネル２１１は、装置１００のハードウェア構成を基盤とするリアルタイム（ｒｅａ
ｌ－ｔｉｍｅ）ＯＳ又はＬｉｎｕｘ（登録商標）カーネルなどを含むことができる。
【００６９】
　デバイス２１３は、デバイスＯＳ、グラフィックとマルチメディア機能、及び通信コン
ポーネントにより提供される装置１００のプラットホーム機能を含む。例えば、プラット
ホーム機能は、電話方式（ｔｅｌｅｐｈｏｎｙ）、セキュリティ（ｓｅｃｕｒｉｔｙ）、
グラフィックス（ｇｒａｐｈｉｃｓ）、又はイベントとウィンドウ管理を含む。
【００７０】
　サービス２１５は、アプリケーションエンジン及びサーバー支援（ｓｅｒｖｅｒ－ａｓ
ｓｉｓｔｅｄ）コンポーネントにより提供されるサービス優先の機能を含む。連絡（ｃｏ
ｎｔａｃｔ）又はメッセージングエンジンを含むサービス２１５によりアプリケーション
エンジンが提供される。例えば、サーバー支援機能は、ｂａｄａサーバーのサービスコン
ポーネントと相互接続するＷｅｂサービスコンポーネントにより提供される。このように
、アプリケーションがサーバー支援機能を用いて、地理的情報又はユーザー存在（ｐｒｅ
ｓｅｎｃｅ）情報などのように遠隔サーバーに格納されるデータを管理することができる
。サーバー支援機能へのアクセスは、フレームワーク２１７のＡＰＩ（Ａｐｐｌｉｃａｔ
ｉｏｎ　Ｐｒｏｇｒａｍｍｉｎｇ　Ｉｎｔｅｒｆａｃｅ）を介して行うことができる。
【００７１】
　フレームワーク２１７は、ｂａｄａのオープンＡＰＩフレームワークを含むことができ
る。フレームワーク２１７は、下部階層の機能にアクセスできるインターフェース及びク
ラスを含み、またアプリケーションフレームワークも含む。アプリケーションフレームワ
ークは、アプリケーションライフサイクル（ｌｉｆｅ－ｃｙｃｌｅ）管理、イベントハン
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ドリング、又はアプリケーション制御のための機能を提供する。上記インターフェースは
、オープンＡＰＩフレームワークにより提供され得る。オープンＡＰＩフレームワークは
、データのハンドリング、ユーティリティ（ｕｔｉｌｉｔｉｅｓ）、基本的機器機能とア
プリケーション状態、又はグラフィックユーザーインターフェースを生成するためのアプ
リケーションに必要な基本的インターフェースを含む。また、ＡＰＩフレームワークは、
下部階層から提供されるサービスへのアクセスを可能にするインターフェースを含み、ま
たユーザーインターフェース、マルチメディア、通信、国際化（ｉｎｔｅｒｎａｔｉｏｎ
ａｌｉｚａｔｉｏｎ）、位置、セキュリティ、コマース、又はＷｅｂブラウジングなどに
関連するインターフェースも含む。
【００７２】
　通信モジュール２６１は、少なくとも一つの外部ポート１３４を通じて他の装置との通
信を可能にし、ＲＦ回路１３１及び／又は外部ポート１３４により受信されたデータを処
理するための様々なソフトウェアコンポーネントを含む。ＵＳＢ、ファイヤワイヤ（Ｆｉ
ｒｅＷｉｒｅ）などの外部ポート１３４は、他の装置に直接接続されるか、又はインター
ネット、無線ＬＡＮなどのネットワークを通じて間接的に接続される。
【００７３】
　ソーシャルネットワーキングモジュール２６３は、少なくとも一つの外部ポート１３４
を通じて他の装置又はネットワークサーバーとの通信を可能にし、ＲＦ回路１３１及び／
又は外部ポート１３４により受信されたデータを処理するための様々なソフトウェアコン
ポーネントを含む。ソーシャルネットワーキングモジュール２６３は、通信モジュール２
６１に連動して他のアプリケーションユーザーと共にユーザー存在（ｐｒｅｓｅｎｃｅ）
情報を共有し、ユーザープロファイルを管理する。また、ソーシャルネットワーキングモ
ジュール２６３は、アプリケーション２２０に、他のアプリケーションユーザーと共にユ
ーザー存在（ｐｒｅｓｅｎｃｅ）情報を共有してユーザープロファイルを管理できるイン
ターフェースを提供することもできる。また、ソーシャルネットワーキングモジュール２
６３又はソーシャルネットワーキングモジュール２６３のインターフェースは、アプリケ
ーションユーザーが集結できるようにするメカニズムを含むことができ、インターネット
上のソーシャルネットワーキングサービスを用いることができる。
【００７４】
　コマースサービスモジュール２６５は、少なくとも一つの外部ポート１３４を通じて他
の装置又はネットワークサーバーとの通信を可能にし、ＲＦ回路１３１及び／又は外部ポ
ート１３４により受信されたデータを処理するための様々なソフトウェアコンポーネント
を含む。コマースサービスモジュール２６５は、通信モジュール２６１と連動することが
できる。コマースサービスモジュール２６５は、通信ネットワークを通じてユーザーが商
品（例えば、ゲームアイテム又はアプリケーションなど）を売買できるように作動し、こ
のような動作を支援するインターフェースをアプリケーション２２０に提供する。
【００７５】
　ＬＢＳモジュール２６７は、少なくとも一つの外部ポート１３４を通じて他の装置又は
ネットワークサーバーとの通信を可能にし、ＲＦ回路１３１及び／又は外部ポート１３４
により受信されたデータを処理するための様々なソフトウェアコンポーネントを含む。Ｌ
ＢＳモジュール２６７は、通信モジュール２６１と連動することができる。ＬＢＳモジュ
ール２６７は、通信ネットワークを通じて地理的情報（例えば、ランドマーク（ｌａｎｄ
ｍａｒｋ）、商店、地図データ、又は地理的コーディングサービス）を送受信し、ユーザ
ー又はネットワークサーバーに提供するために地理的情報を処理する。また、ＬＢＳモジ
ュール２６７は、アプリケーション２２０に、地理的情報を使用できる機能を含むインタ
ーフェースを提供する。
【００７６】
　インタラクションモジュール２６９は、ユーザーの動き（ｍｏｔｉｏｎ）又はタッチ（
又はタッチジェスチャー）に対する応答、ユーザーの形状（顔又は身体）などの感知に対
する応答、又は予め設定されたイベントに対する応答として、ユーザーに視覚的、聴覚的
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又は触覚的フィードバックを提供する。
【００７７】
　例えば、インタラクションモジュール２６９は、タッチスクリーン１２１からタッチを
受信すると、その他入／出力コントローラ１１３及び／又はその他入／出力装置１２３に
含まれる振動装置（図示せず）を通じてタッチの接触と接触解除、接触点の大きさ、速度
、加速度、方向、大きさの変化、又は方向の変化によって、ユーザーに触覚的応答をフィ
ードバックするためのハプティック（Ｈａｐｔｉｃ）機能として様々な振動パターンを提
供するソフトウェアコンポーネントを含む。インタラクションモジュール２６９は、ユー
ザーに振動がより一層感じられるようにグラフィックモジュール２７３又はディスプレイ
コントローラ１１１と共にスクリーンが揺れる効果を提供することもできる。予め設定さ
れたイベントとしてインスタントメッセージングモジュール２２９から新しいメッセージ
が受信された場合、インタラクションモジュール２６９は、その他入／出力コントローラ
１１３、振動装置（図示せず）、グラフィックモジュール２７３、又はディスプレイコン
トローラ１１１と共に振動又は視覚的フィードバックを提供する。
【００７８】
　インタラクションモジュール２６９は、センサーコントローラ１１２、センサー１２２
に含まれる光センサー１２２ａ及び／又はセンサーモジュール２７１と共に、ユーザーの
姿を認識し、装置１００に登録されたユーザーであると判断した場合に、オーディオ回路
１３２、グラフィックモジュール２７３、又はディスプレイコントローラ１１１と連動し
て、予め設定された音／音声又は予め設定された視覚的刺激を含むフィードバックを提供
する。インタラクションモジュール２６９は、アプリケーション２２０に上記フィードバ
ックを使用できるようにするインターフェースを提供する。
【００７９】
　センサーモジュール２７１は、光センサー１２２ａ、近接センサー１２２ｂ、加速度セ
ンサー１２２ｃ、ＧＰＳセンサー１２２ｄ、磁気センサー１２２ｅ、チルトセンサー１２
２ｆ、環境センサー１２２ｇ、又は天気センサー１２２ｈから獲得したデータを処理し、
また当該データをアプリケーション２２０が使用できるようにするインターフェースを提
供する。
【００８０】
　例えば、センサーモジュール２７１は、ＧＰＳセンサー１２２ｄで受信したデータを用
いて装置１００の位置情報を獲得し、この位置情報を様々なアプリケーションで使用でき
るように提供する。センサーモジュール２７１は、ＧＰＳセンサー１２２ｄを介して獲得
した位置情報を位置ベースの通話のために電話モジュール２２３に提供し、また写真／ビ
デオなどのメタデータとしてカメラモジュール２３３及び／又はブロギング（ｂｌｏｇｇ
ｉｎｇ）モジュール２３１に提供する。センサーモジュール２７１は、ＧＰＳセンサー１
２２ｄを介して獲得した位置情報を、地図モジュール２４３又はナビゲーションなどの位
置ベースのサービスを提供するアプリケーション及び／又はＬＢＳモジュール２６７に提
供する。
【００８１】
　センサーモジュール２７１は、環境センサー１２２ｇ又は天気センサー１２２ｈから獲
得したデータを天気モジュール２４７に提供する。センサーモジュール２７１は、グラフ
ィックの明るさを変更し、スクリーンのバックライト（ｂａｃｋｌｉｇｈｔ）の明るさを
調整するように、光センサー１２２ａから獲得したデータを、グラフィックモジュール２
７３又はディスプレイコントローラ１１１に提供する。
【００８２】
　グラフィックモジュール２７３は、表示されたグラフィックの明るさを変更するための
コンポーネントを含み、タッチスクリーン１２１上のグラフィックをレンダリングし、表
示するための様々な周知のソフトウェアコンポーネントを含む。ここで用いられる「グラ
フィック」という用語は、テキスト、Ｗｅｂページ、ソフトキーを含むユーザーインター
フェースオブジェクトなどのアイコン、デジタルイメージ、ビデオ、及びアニメーション
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を指すが、これらに限定されず、ユーザーに表示され得る任意のオブジェクトを含むこと
ができる。
【００８３】
　テキスト入力モジュール２７５は、グラフィックモジュール２７３のコンポーネントで
あり得る。テキスト入力モジュール２７５は、様々なアプリケーション（例えば、連絡先
モジュール２２１、Ｅメールクライアントモジュール２２７、インスタントメッセージン
グモジュール２２９、ブロギングモジュール２３１、ブラウジングモジュール２４１、又
は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か、又は物理的なキーボード（例えば、Ｑｗｅｒｔｙキーボ
ードなど）の入力モジュールを活性化するインターフェースを提供する。
【００８４】
　アプリケーション２２０は、次のモジュール（又は命令語集合）、又はこれらのサブセ
ット（ｓｕｂｓｅｔ）やスーパーセット（ｓｕｐｅｒｓｅｔ）を含む。
【００８５】
　アプリケーション２２０は、連絡先モジュール２２１（また、住所録又は連絡先目録と
も呼ぶ。）、電話モジュール２２３、ビデオ会議モジュール２２５、Ｅメールクライアン
トモジュール２２７、インスタントメッセージング（ＩＭ）モジュール２２９、ブロギン
グモジュール２３１、スチール及び／又はビデオイメージのためのカメラモジュール２３
３、イメージ管理モジュール２３５、ビデオプレーヤーモジュール、音楽プレーヤーモジ
ュール、又はビデオプレーヤーモジュールと音楽プレーヤーモジュールとを統合したモジ
ュールであるビデオ／音楽プレーヤーモジュール２３７、ノートモジュール２３９、ブラ
ウジングモジュール２４１、地図モジュール２４３、暦モジュール２４５、天気モジュー
ル２４７、株式モジュール２４９、計算機モジュール２５１、アラーム時計モジュール２
５３、辞書モジュール２５５、検索モジュール２５７、又はニュースモジュール２５９を
含む。
【００８６】
　メモリー１０２には、アプリケーション２２０として、ワードプロセシングモジュール
、ＪＡＶＡ（登録商標）モジュール、暗号化モジュール、デジタル権限管理モジュール、
音声認識（ｖｏｉｃｅ　ｒｅｃｏｇｎｉｔｉｏｎ）モジュール、又は音声応答（ｖｏｉｃ
ｅ　ｒｅｐｌｉｃａｔｉｏｎ）モジュールが含まれてもよい。
【００８７】
　連絡先モジュール２２１は、タッチスクリーン１２１、ディスプレイコントローラ１１
１、インタラクションモジュール２６９、グラフィックモジュール２７３、及び／又はテ
キスト入力モジュール２７５と共に住所録又は連絡先目録の管理に用いる。例えば、連絡
先モジュール２２１は、住所録に名前を追加し、住所録から名前を削除し、電話番号、Ｅ
メールアドレス、物理住所、又はその他の情報を名前と関連付け、名前とイメージとを関
連付け、名前を分類して整列し、電話モジュール２２３、ビデオ会議モジュール２２５、
Ｅメールクライアントモジュール２２７、又はＩＭモジュール２２７による通信を開始し
、また通信の開始を可能にするための電話番号又はＥメールアドレスを提供する。
【００８８】
　電話モジュール２２３は、ＲＦ回路１３１、オーディオ回路１３２、タッチスクリーン
１２１、ディスプレイコントローラ１１１、インタラクションモジュール２６９、グラフ
ィックモジュール２７３、及び／又はテキスト入力モジュール２７５と共に作動する。例
えば、電話モジュール２２３は、電話番号に対応する文字列を入力し、連絡先モジュール
２２１の少なくとも一つの電話番号にアクセスし、入力された電話番号を修正し、それぞ
れの電話番号をダイヤリングし、対話を行い、対話が完了すると接続を解除して電話を切
る動作を行う。既に言及したように、無線通信には、複数の通信標準、プロトコル、及び
技術の任意のものを用いることができる。
【００８９】
　ビデオ会議モジュール２２５は、ＲＦ回路１３１、オーディオ回路１３２、タッチスク
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リーン１２１、ディスプレイコントローラ１１１、光センサー１２２ａ、センサーコント
ローラ１１２、インタラクションモジュール２６９、グラフィックモジュール２７３、テ
キスト入力モジュール２７５、連絡先モジュール２２１、及び／又は電話モジュール２２
３と共に、ユーザーと一名以上の他の参加者間のビデオ会議を開始、実行、終了する機能
を果たす。
【００９０】
　Ｅメールクライアントモジュール２２７は、ＲＦ回路１３１、タッチスクリーン１２１
、ディスプレイコントローラ１１１、インタラクションモジュール２６９、グラフィック
モジュール２７３、及び／又はテキスト入力モジュール２７５と共にＥメールを生成して
送受信し、Ｅメールを管理する。Ｅメールクライアントモジュール２２７は、イメージ管
理モジュール２３５及び／又はカメラモジュール２３３を介して獲得したスチール又はビ
デオイメージを含むＥメールを生成して送受信する。
【００９１】
　インスタントメッセージング（ＩＭ）モジュール２２９は、ＲＦ回路１３１、タッチス
クリーン１２１、ディスプレイコントローラ１１１、インタラクションモジュール２６９
、グラフィックモジュール２７３、及び／又はテキスト入力モジュール２７５と共に作動
する。例えば、インスタントメッセージングモジュール２２９は、インスタントメッセー
ジに対応する文字列を入力し、既に入力された文字を修正し、それぞれのインスタントメ
ッセージを送信し、インスタントメッセージを受信する。送信及び／又は受信されるイン
スタントメッセージは、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ＭＭＳ及び／又はＥＭＳ（Ｅｎｈａｎｃｅｄ　Ｍｅｓｓａｇｉｎｇ　Ｓｅｒｖｉ
ｃｅ）によって支援されるその他の添付物を含む。ここで使用する「インスタントメッセ
ージング（ｉｎｓｔａｎｔ　ｍｅｓｓａｇｉｎｇ）」は、ＳＭＳ又はＭＭＳにより送信さ
れるメッセージのような電話ベースのメッセージ、及びＸＭＰＰ、ＳＩＭＰＬＥ又はＩＭ
ＰＳにより送信されるメッセージのようなインターネットベースのメッセージの両方を指
す。
【００９２】
　ブロギングモジュール２３１は、ＲＦ回路１３１、タッチスクリーン１２１、ディスプ
レイコントローラ１１１、インタラクションモジュール２６９、グラフィックモジュール
２７３、テキスト入力モジュール２７５、イメージ管理モジュール２３５、ブラウジング
モジュール２４１、及び／又はソーシャルネットワーキングモジュール２６３と共に、テ
キスト、スチールイメージ、ビデオ、及び／又はその他のグラフィックをブログ（例えば
、ユーザーのブログ）に送信し、ブログから受信する。
【００９３】
　カメラモジュール２３３は、タッチスクリーン１２１、ディスプレイコントローラ１１
１、光センサー１２２ａ、センサーコントローラ１１２、インタラクションモジュール２
６９、グラフィックモジュール２７３、及び／又はイメージ管理モジュール２３５と共に
作動する。例えば、カメラモジュール２３３は、スチールイメージ又はビデオストリーム
を含むビデオをキャプチャーし、これらをメモリー１０２に格納し、スチールイメージ又
はビデオの特性を修正し、スチールイメージ又はビデオをメモリー１０２から削除する。
【００９４】
　イメージ管理モジュール２３５は、タッチスクリーン１２１、ディスプレイコントロー
ラ１１１、インタラクションモジュール２６９、グラフィックモジュール２７３、テキス
ト入力モジュール２７５、及び／又はカメラモジュール２３３と共に作動する。例えば、
イメージ管理モジュール２３５は、スチール及び／又はビデオイメージを配列し、修正又
は操作し、ラベリング（ｌａｂｅｌｉｎｇ）し、削除し、デジタルスライドショー又はア
ルバム形態で表示し、格納する。
【００９５】
　ビデオ／音楽プレーヤーモジュール２３７は、ビデオプレーヤーモジュールを含む。ビ
デオプレーヤーモジュールは、タッチスクリーン１２１、ディスプレイコントローラ１１
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１、インタラクションモジュール２６９、グラフィックモジュール２７３、ＲＦ回路１３
１、及び／又はオーディオ回路１３２と共に、例えば、タッチスクリーン１２１、又は外
部ポート１３４を介して接続された外部ディスプレイ上にビデオを表示し、表示又は再生
する。
【００９６】
　ビデオ／音楽プレーヤーモジュール２３７は、音楽プレーヤーモジュールを含む。音楽
プレーヤーモジュールは、タッチスクリーン１２１、ディスプレイコントローラ１１１、
インタラクションモジュール２６９、グラフィックモジュール２７３、オーディオ回路１
３２、ＲＦ回路１３１、及び／又はブラウジングモジュール２４１と共に、ユーザーがＭ
Ｐ３、ｗｍａ、又はＡＡＣファイルなどの少なくとも一つのファイルフォーマットで格納
された録音された音楽及びその他のサウンドファイルを再生する。
【００９７】
　ノートモジュール２３９は、タッチスクリーン１２１、ディスプレイコントローラ１１
１、インタラクションモジュール２６９、グラフィックモジュール２７３、及び／又はテ
キスト入力モジュール２７５と共に、ノート、仕事目録などを生成し、管理する。
【００９８】
　ブラウジングモジュール２４１は、ＲＦ回路１３１、タッチスクリーン１２１、ディス
プレイコントローラ１１１、インタラクションモジュール２６９、グラフィックモジュー
ル２７３、及び／又はテキスト入力モジュール２７５と共に、Ｗｅｂページやその一部、
及びＷｅｂページにリンクされた添付物及びその他のファイルの検索、リンク、受信及び
表示を含むインターネットブラウジングを行う。
【００９９】
　地図モジュール２４３は、ＲＦ回路１３１、タッチスクリーン１２１、ディスプレイコ
ントローラ１１１、インタラクションモジュール２６９、グラフィックモジュール２７３
、テキスト入力モジュール２７５、センサーモジュール２７１、ＬＢＳモジュール２６７
、及び／又はブラウジングモジュール２４１と共に、例えば、運転方向、特定位置の又は
隣接した店及び関連地点に関するデータ、その他の位置ベースのデータなどの地図関連デ
ータ、及び地図を受信し、表示し、また修正又は格納する。
【０１００】
　暦モジュール２４５は、ＲＦ回路１３１、タッチスクリーン１２１、ディスプレイコン
トローラ１１１、インタラクションモジュール２６９、グラフィックモジュール２７３、
及び／又はテキスト入力モジュール２７５と共に、暦及び暦に関連するデータ（例えば、
暦エントリー、仕事目録など）を生成し、表示し、また格納する。
【０１０１】
　天気モジュール２４７、株式モジュール２４９、計算機モジュール２５１、アラーム時
計モジュール２５３、及び／又は辞書モジュール２５５は、ＲＦ回路１３１、タッチスク
リーン１２１、ディスプレイコントローラ１１１、インタラクションモジュール２６９、
グラフィックモジュール２７３、テキスト入力モジュール２７５、通信モジュール２６１
、センサーモジュール２７１、及び／又はブラウジングモジュール２４１と共に作動する
。これらのモジュールは、それぞれ、天気情報、株式情報、計算機、アラーム時計、又は
辞書の機能をユーザーに提供するアプリケーションである。
【０１０２】
　検索モジュール２５７は、タッチスクリーン１２１、ディスプレイコントローラ１１１
、インタラクションモジュール２６９、グラフィックモジュール２７３、及び／又はテキ
スト入力モジュール２７５と共に、少なくとも一つのユーザー指定の検索用語などの少な
くとも一つの検索条件とマッチングするメモリー１０２に格納されたテキスト、音楽、サ
ウンド、イメージ、ビデオ、及び／又はその他のファイルを検索する。
【０１０３】
　ニュースモジュール２５９は、タッチスクリーン１２１、ディスプレイコントローラ１
１１、インタラクションモジュール２６９、グラフィックモジュール２７３、ＲＦ回路１
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３１、通信モジュール２６１、ソーシャルネットワーキングモジュール２６３、及び／又
はテキスト入力モジュール２７５と共に作動する。例えば、ニュースモジュール２５９は
、ユーザーにより指定されたＷｅｂアドレス、ネットワークアドレス、ニュースチャネル
／記事、又はブログに関するテキスト又はイメージなどを含むｈｔｍｌ、ｘｍｌ、ＲＳＳ
形式ファイル、又はＤＲＭ（Ｄｉｇｉｔａｌ　Ｒｉｇｈｔｓ　Ｍａｎａｇｅｍｅｎｔ）関
連ファイルなどのネットワーク又は外部装置上のデータを、当該ネットワーク又は外部装
置から受信し、当該ネットワーク又は外部装置からメモリー１０２にダウンロードし、ユ
ーザーに提供する。
【０１０４】
　以上で言及したモジュール及びアプリケーションは、それぞれ、以上で説明した少なく
とも一つの機能を行うための命令語集合に対応する。このようなモジュール（即ち、命令
語集合）は、個別のソフトウェアプログラム、プロシージャ、又はモジュールとする必要
はなく、様々な実施形態でこれらのモジュールの様々なサブセットが統合又は再配置され
る。例えば、ビデオ／音楽プレーヤーモジュール２３７は、単一のモジュールとしてもよ
く、ビデオプレーヤーモジュールと音楽プレーヤーモジュールとを別個としてもよい。一
部の実施形態において、メモリー１０２は、以上で言及したモジュール及びデータ構造の
サブセットを格納することができる。また、メモリー１０２は、言及していない追加のモ
ジュール及びデータ構造を格納することもできる。
【０１０５】
　図４は、一実施形態によるタッチスクリーン１２１を備える装置１００のスクリーン構
成の一例を示す図である。
【０１０６】
　一側面によれば、スクリーン４００の領域は、状態領域（ｓｔａｔｕｓ　ａｒｅａ）４
１０、メイン領域（ｍａｉｎ　ａｒｅａ）４３０、及び命令領域（ｃｏｍｍａｎｄ　ａｒ
ｅａ）４５０を含む。
【０１０７】
　状態領域４１０は、タッチスクリーン１２１の上段に提供され、装置１００の状態に関
連する情報を提供する。例えば、状態に関連する情報としては、接続情報及びシステム／
イベント情報を含む。接続情報としては、信号強度４１１、Ｗｉ－Ｆｉ接続の有無、Ｂｌ
ｕｅｔｏｏｔｈ（登録商標）接続の有無、電話接続の有無に関連するアイコン又はグラフ
ィックを含む。システム／イベント情報としては、時刻４１２、バッテリー残量レベル４
１３、実行中のアプリケーション（実行中の音楽又はラジオなど）、メッセージ受信の有
無、プロファイル、アラーム設定の有無に関連するアイコン又はグラフィックを含む。こ
れらのアイコンのそれぞれは優先順位を有し、優先順位に従って状態領域４１０上に左側
又は右側のいずれかから順次に位置する。一側面によれば、優先順位の低いアイコンは隠
され、優先順位の高いアイコンは常に表示される。
【０１０８】
　メイン領域４３０は、タッチスクリーン１２１上の大部分の領域を占め、装置１００か
ら提供される少なくとも一つのコンテンツが表示される。メイン領域４３０の上段には、
少なくとも一つのコンテンツに関連する情報が提供され、少なくとも一つのコンテンツに
関連するユーザーインターフェースが提供される。例えば、コンテンツに関連する情報は
、コンテンツの題目（ｔｉｔｌｅ）、前の画面で実行した命令語（ｃｏｍｍａｎｄ）の名
称、現在表示中のコンテンツが含まれるカテゴリーの名称又は位置などを含む。コンテン
ツに関連するユーザーインターフェースには、コンテンツと同じレベルの他のコンテンツ
に移動するためのタブ（ｔａｂ）又はホルダー（ｆｏｌｄｅｒ）などが含まれる。一側面
によれば、メイン領域４３０上で少なくとも一つのコンテンツを対象にスクロールすると
、メイン領域４３０の上段に位置するコンテンツに関連する情報、又はコンテンツに関連
するユーザーインターフェースは、スクロールジェスチャーに関係なくメイン領域４３０
上での位置を保持する。
【０１０９】
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　命令領域４５０は、タッチスクリーン１２１上の下段に提供され、少なくとも一つのソ
フトキー４５１、４５３、又はオプションメニュー４５２のようなユーザーインターフェ
ースを提供する。一側面において、命令領域４５０は、普段、メイン領域４３０の一部と
して用いられ、状況（例えば、ユーザーが命令領域４５０を接触、接触の任意の動きや接
触の解除をする場合）に応じてソフトキー４５１、４５３、又はオプションメニュー４５
２を提供する。ソフトキー４５１、４５３は、実行中のアプリケーションに関連する有用
な機能を行うために提供される。例えば、ソフトキー４５１、４５３は、検索機能、前の
画面に戻る機能、実行中の作業を取消す機能、新しいカテゴリーを追加する機能を含む。
ソフトキー４５１、４５３は、主に、命令領域４５０上の左側又は右側のいずれかに提供
され、実行可能な機能の数に比例して一つ以上のキーが提供される。ソフトキー４５１、
４５３は、様々なグラフィック、例えばアイコン又はテキストのようなユーザーに直観的
で且つ理解しやすい形態で提供される。オプションメニュー４５２は、メイン領域４３０
上に表示されたコンテンツ又は実行中のアプリケーションに関連するオプションを提供す
る。例えば、ユーザーがオプションメニュー４５２を選択する場合、オプションメニュー
４５２は、メイン領域４３０上に一つ以上のシンボルを表示できるソフトキーボードを提
供するか、又はメイン領域４３０上にコンテンツに関連する実行可能な一つ以上の機能又
は詳細情報を提供する。
【０１１０】
　装置１００は、仮想のユーザーインターフェースに加えて、一つ以上の物理的ユーザー
インターフェースを備える。一側面によれば、装置１００は、パワー／ロック（Ｐｏｗｅ
ｒ／Ｌｏｃｋ）ボタン、ホーム（Ｈｏｍｅ）ボタン、ボリュームアップ（ｖｏｌｕｍｅ　
ｕｐ）ボタン、ボリュームダウン（ｖｏｌｕｍｅ　ｄｏｗｎ）ボタンを含む。パワー／ロ
ックボタンは、装置１００をロック又は解除し、また長く押した場合に、装置の電源をオ
ン又はオフする。ホーム（Ｈｏｍｅ）ボタンは、装置１００上で実行可能なアプリケーシ
ョン集合のうちの任意のアプリケーション（例えば、メインページアプリケーション）に
ナビゲーションする。ボリュームアップボタン、ボリュームダウンボタンは、それぞれボ
リュームを増加させ、ボリュームを減少させる。他の実施形態において、装置１００は、
送信（ｓｅｎｄ）ボタン、カメラ（ｃａｍｅｒａ）ボタン、終了（ｅｎｄ）ボタンを更に
備える。送信ボタンは、電話ログ（ｌｏｇ）目録を表示し、また長く押した場合に、最近
に受信した電話呼への接続を実行する。カメラボタンは、カメラアプリケーションを実行
し、装置１００の光センサー１２２ａを用いて撮影を行う。終了ボタンは、現在実行中の
アプリケーションを終了してメインページに戻り、またユーザーが通話中の場合に、電話
接続を終了する。上述したそれぞれのボタンに対応する機能の一集合は、同じ物理的ボタ
ンを用いて行われてもよく、一つのボタンに対応する機能が互いに異なる物理的ボタンで
分離されて行われてもよい。また、物理的なボタンの機能は、タッチスクリーン１２１上
の仮想のボタンとしてもよい。他の実施形態において、装置１００は、物理的ユーザーイ
ンターフェースとして、オーディオ回路１３２を通じて一部機能の活性化又は非活性化の
ための口頭入力（ｖｅｒｂａｌ　ｉｎｐｕｔ）を受信する。
【０１１１】
　以下、装置１００上に具現可能なユーザーインターフェース及び関連プロセスの実施形
態について述べる。
【０１１２】
　図５は、一実施形態による装置１００のユーザーインターフェースを示す図である。
【０１１３】
　図５のユーザーインターフェースは、図４のメイン領域４３０に含まれる。図５は、第
１領域５１０及び第２領域５３０を有する。第１領域５１０は、少なくとも一つのコンテ
ンツに関連する情報を提供し、また少なくとも一つのコンテンツに関連するユーザーイン
ターフェースを含む。例えば、複数個のグラフィック５１１～５１３が第１領域５１０に
提供され、ユーザーが複数個のグラフィック５１１～５１３のいずれかを選択する場合、
選択されたグラフィックに対応するコンテンツの集合が第２領域５３０に表示される。こ
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こで、グラフィックは、例えば、タブ（ｔａｂ）メニューである。
【０１１４】
　複数個のグラフィック５１１～５１３のいずれかのグラフィックに対応するコンテンツ
の集合が第２領域５３０上に表示される場合、グラフィックには視覚的なフィードバック
が提供される。例えば、グラフィックの全体又は一部の色が変わる、グラフィック周辺が
ハイライトされる、又はグラフィックの位置が移動する。
【０１１５】
　図６～図８は、一実施形態によるユーザーインターフェースの動作の一例を示す図であ
る。
【０１１６】
　一実施形態において、図６の参照番号６１０は、グラフィック６１１に対応するコンテ
ンツの集合として複数個のアイテム６１２を示す。ここで、複数個のアイテム６１２は、
連絡先モジュール２２１、電話モジュール２２３などの実行によって提供される。
【０１１７】
　他の実施形態において、図７の参照番号６３０は、グラフィック６３１に対応するコン
テンツの集合としてＷｅｂページ６３２を示す。ここで、Ｗｅｂページ６３２は、ブラウ
ジングモジュール２４１などの実行によって提供される。
【０１１８】
　更に他の実施例において、図８の参照番号６５０は、グラフィック６５１に対応するコ
ンテンツの集合として複数個のサムネイル（ｔｈｕｍｂｎａｉｌ）６５２を示す。例えば
、複数個のサムネイル６５２は、カメラモジュール２３３又はイメージ管理モジュール２
３５などの実行によって提供される。上述した複数個のアイテム６１２、Ｗｅｂページ６
３２、又はサムネイル６５２は、所定の方向（例えば、上又は下の方向）に移動するユー
ザーのジェスチャー６１３、６３３、６５３に対応する方向に移動される。
【０１１９】
　図９～図１２は、一実施形態による隠されたグラフィックを提供する過程を示す図であ
る。
【０１２０】
　図９～図１１の参照番号７１０、７３０及び７５０は、一実施形態によって、第１領域
５１０に、少なくとも一つのグラフィック及び隠されたグラフィックを表示するためのユ
ーザーインターフェーススクリーンを示す。例えば、隠されたグラフィックを表示するた
めのユーザーインターフェースは、第１領域５１０の全体又は一部である。装置１００は
、ユーザーインターフェースを選択するユーザーのジェスチャーを感知し、ユーザーのジ
ェスチャーに応答して、隠されたグラフィックの全部又は一部を表示する。
【０１２１】
　少なくとも一つのグラフィック及び隠されたグラフィックは、所定の順序を有する。図
１２の参照番号７７０は、少なくとも一つのグラフィック及び隠されたグラフィックが位
置する順序を示す。例えば、少なくとも一つのグラフィック及び隠されたグラフィックの
順序は、スタック（Ｓｔａｃｋ）、キュー（ｑｕｅｕｅ）、リンクリスト（ｌｉｎｋｅｄ
　ｌｉｓｔ）などの形態で達成され、装置１００のメモリー１０２に格納される。
【０１２２】
　図９～図１１のスクリーン７１０、７３０、７５０におけるそれぞれの第１領域には、
隠されたグラフィックの位置する方向を示す識別子が含まれる。
【０１２３】
　一実施形態において、識別子７１４は、隠されたグラフィック７０４、７０５、７０６
、７０７が、図９のスクリーン７１０で第１領域の一側に提供された少なくとも一つのグ
ラフィック７０１、７０２、７０３の後方向から表示されることを表す。他の実施形態に
おいて、識別子７３４、７３５は、隠されたグラフィック７０１及び７０２、７０６及び
７０７が、図１０のスクリーン７３０で第１領域の一側に提供された少なくとも一つのグ
ラフィック７０３、７０４、７０５の前方向又は後方向の少なくとも一方向に表示される
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ことを表す。更に他の実施形態において、識別子７５４は、隠されたグラフィック７０１
～７０４が、図１１のスクリーン７５０で第１領域の一側に提供された少なくとも一つの
グラフィック７０５～７０７の前方向から表示されることを表す。これらの識別子７１４
、７３４、７３５、７５４は、三角形、星形、ハート形、指形、矢印形などの様々な形態
を有し、これらの例に限定されない。また、ユーザーが識別子を選択する場合、識別子は
、例えば他の形態に変わる、色が変わる、又はハイライトのような様々な視覚的なフィー
ドバックが提供されるようにしてもよい。
【０１２４】
　図９～図１１のスクリーン７１０、７３０、及び７５０における第１領域は、隠された
グラフィックを表示するためのユーザーインターフェースを含む。装置１００は、ユーザ
ーインターフェース上でユーザーの接触地点及び接触解除地点を感知し、接触地点と接触
解除地点の位置に基づいてジェスチャーの方向を決定する。そして、装置１００は、この
決定に基づき、ジェスチャーの方向に対応する、隠されたグラフィックを表示する。
【０１２５】
　一側面によれば、図９のスクリーン７１０で、ユーザーが第１領域の一部を接触（７１
１）し、接触状態を維持したままで前方向に移動（７１２）し、接触を解除（７１３）す
ると、隠されたグラフィック７０４～７０７が後方向から表示される。他の側面によれば
、図１０のスクリーン７３０で、ユーザーが第１領域の一部を接触（７３１、７３３）し
、接触状態を維持したままで後方向又は前方向に接触を移動（７３２）し、接触を解除（
７３３、７３１）すると、隠されたグラフィック７０１及び７０２、７０６及び７０７が
前方向又は後方向から表示される。更に他の一側面において、図１１のスクリーン７５０
で、ユーザーが第１領域の一部を接触（７５１）し、接触状態を維持したままで後方向に
接触を移動（７５２）し、接触を解除（７５３）すると、隠されたグラフィック７０１～
７０４が前方向から表示される。前方向又は後方向から隠されたグラフィックを表示する
ユーザーのジェスチャーには、フリック（ｆｌｉｃｋ）、タッチアンドムーブ（Ｔｏｕｃ
ｈ　ａｎｄ　ｍｏｖｅ）、スワイプ（Ｓｗｉｐｅ）、ドラッグアンドドロップ（ｄｒａｇ
　ａｎｄ　ｄｒｏｐ）などを用いることができ、これに限定されない。
【０１２６】
　図１３及び図１４は、一実施形態による少なくとも一つのグラフィック及び隠されたグ
ラフィックを提供する過程を示す図である。
【０１２７】
　図１３のスクリーン８１０で、装置１００は、第１領域８２０の一部を選択するユーザ
ーのジェスチャー８１５を感知する。例えば、ユーザーのジェスチャーは、第１領域８２
０の一部を選択するタッチアンドホールド（ｔｏｕｃｈ　ａｎｄ　ｈｏｌｄ）を含む。
【０１２８】
　図１４のスクリーン８５０で、装置１００は、ユーザーのジェスチャー８１５に応答し
て、第１領域８２０を第２領域８４０の一部８６０まで拡張し、拡張された第１領域８７
０に、少なくとも一つのグラフィック８２１、８２２、８２３に加えて、隠されたグラフ
ィック８２４、８２５、８２６も含む複数個のグラフィックを表示する。この場合、隠さ
れたグラフィック８２４～８２６の全部又は一部は、第２領域から第１領域に切り替わっ
た領域８６０に表示される。この時、隠されたグラフィック８２４～８２６は、少なくと
も一つのグラフィック８２１～８２３の下方向に表示される。
【０１２９】
　装置１００が第１領域８２０の一部を選択するユーザーのジェスチャー８１５を感知す
ると、第２領域８４０に表示されたコンテンツの集合は非活性化される。例えば、装置１
００は、ユーザーが第２領域８４０におけるコンテンツの集合のうちの少なくとも一つを
選択した状態で、少なくとも一つのコンテンツに関連する動作又は視覚的なフィードバッ
クを提供しない。また、この時、第２領域８４０におけるコンテンツの集合は、下に移動
するか、又はコンテンツ集合の一部が拡張された第１領域８６０によって覆われる。また
、第１領域８２０内の少なくとも一つのグラフィックに提供された視覚的なフィードバッ
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クは除去される。例えば、視覚的なフィードバックが、少なくとも一つのグラフィックの
色を第１色から第２色に変更したものである場合、グラフィックの色は再び第１色に戻る
。
【０１３０】
　図１５及び図１６は、一実施形態による複数個のグラフィックの少なくとも一つを移動
する過程を示す図である。
【０１３１】
　図１５のスクリーン９１０で、装置１００は、複数個のグラフィック９２１、９２２、
９２３、９２４、９２５、９２６が表示された拡張された第１領域９２０において、複数
個のグラフィック９２１～９２６のうちの少なくとも一つのグラフィック９２４を選択し
、選択されたグラフィック９２４を移動させるユーザーの追加ジェスチャー９１５を感知
する。装置１００は、ユーザーの追加ジェスチャー９１５に応答して、複数個のグラフィ
ック９２１～９２６のうちの少なくとも一つのグラフィック９２３を、拡張された第１領
域９２０の一領域に移動する。例えば、装置１００は、複数個のグラフィック９２１～９
２６のうちの第１グラフィック９２４を、複数個のグラフィックのうちの第２グラフィッ
ク９２３の領域に移動することができる。ここで、第２グラフィック９２３は、図１３の
スクリーン８１０において表示されたグラフィックの一つであり得、第１グラフィック９
２４は、図１３のスクリーン８１０において隠されたグラフィックの一つであり得る。
【０１３２】
　図１６のスクリーン９５０で、装置１００は、ユーザーの追加ジェスチャー９１５に応
答して、複数個のグラフィック９２１～９２６のうちの少なくとも一つのグラフィック９
２４が第１領域９２０の一領域に移動された場合、少なくとも一つのグラフィック９２４
が移動されて残された領域に、少なくとも一つのグラフィック９２４以外の残りのグラフ
ィックのうちの少なくとも一つのグラフィック９２３を移動する。例えば、装置１００は
、複数個のグラフィック９２１～９２６のうちの第１グラフィック９２４が、第１領域９
２０の一領域に移動され、所定時間以上第１グラフィック９２４が移動されないと、第１
グラフィック９２４が移動されて残された領域に第２グラフィック９２３を移動する。こ
こで、第１グラフィック９２４が所定時間以上移動されないということは、ユーザーが第
１グラフィック９２４を接触したままで移動させ、所定時間同一位置で接触状態を維持す
る、又は接触状態を解除することを含む。
【０１３３】
　図１７及び図１８は、他の実施形態による複数個のグラフィックの少なくとも一つを移
動する過程を示す図である。
【０１３４】
　図１７のスクリーン１０１０で、装置１００は、拡張された第１領域１０２０で複数個
のグラフィック１０２１、１０２２、１０２３、１０２４、１０２５、１０２６のうちの
少なくとも一つのグラフィック１０２４を選択し、選択されたグラフィック１０２４を移
動させるユーザーの追加ジェスチャー１０１５を感知する。
【０１３５】
　図１８のスクリーン１０５０で、装置１００は、ユーザーの追加ジェスチャー１０１５
に応答して、複数個のグラフィックのうちの少なくとも一つのグラフィック１０２４を第
１領域１０２０の一領域に移動し、グラフィック１０２４が移動されて残された領域に、
グラフィック１０２４に隣接したグラフィック１０２３を移動する。隣接したグラフィッ
ク１０２３が移動されて残された領域に、再び隣接したグラフィック１０２２が押されて
移動される。例えば、装置１００は、複数個のグラフィック１０２１～１０２６のうちの
第１グラフィック１０２４が第１領域１０２０の一領域に移動された場合、第１グラフィ
ック１０２４が移動されて残された領域に、隣接した第３グラフィック１０２３を移動す
る。そして、第３グラフィック１０２３が移動されて残された領域に、隣接した第２グラ
フィック１０２２を移動する。
【０１３６】
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　図１９及び図２０は、一実施形態による複数個のグラフィックのうちの第１グループの
グラフィックを提供する過程を示す図である。
【０１３７】
　図１９のスクリーン１１１０で、装置１００は、拡張された第１領域１１２０に複数個
のグラフィック１１２１、１１２２、１１２３、１１２４、１１２５、１１２６が提供さ
れた状態で、第２領域１１４０の一部を選択するユーザーのジェスチャー１１１５を感知
する。この時、複数個のグラフィックは、拡張された第１領域１１２０内の位置に応じて
、第１グループのグラフィック１１１１と第２グループのグラフィック１１１２とに分類
される。ここで、第１グループのグラフィック１１１１は、第２グループ１１１２のグラ
フィックよりも上位に位置するグループのグラフィックである。一方、例えば、第２領域
１１４０の一部を選択するユーザーのジェスチャー１１１５は、第２領域１１２０を選択
するタップ（ｔａｐ）又は接触ジェスチャーなどを含む。
【０１３８】
　図２０のスクリーン１１５０で、装置１００は、ユーザーのジェスチャー１１１５に応
答して、拡張された第１領域１１２０を元来の領域１１６０のサイズに縮小し、縮小され
た第１領域１１６０に第１グループのグラフィック１１１１を表示する。この時、第２グ
ループのグラフィック１１１２は隠され、第２グループのグラフィック１１１２が提供さ
れることを表す識別子１１２７が、縮小された第１領域１１６０の一側に提供される。一
方、第１グループのグラフィック１１１１は、図１５でユーザーのジェスチャーに応答し
て第１グラフィックの領域に移動される第２グラフィック１１２４を含み得、第２グルー
プのグラフィック１１１２は、第２グラフィックの領域に移動される第１グループのグラ
フィック１１２３を含み得る。
【０１３９】
　図１９及び図２０のスクリーン１１１０及び１１５０で、装置１００の第１領域１１２
０が元来の領域１１６０のサイズに縮小される場合、複数個のグラフィック１１２１～１
１２４のうちの少なくとも一つのグラフィック１１２１に視覚的なフィードバックが与え
られ、一つのグラフィック１１２１に対応するコンテンツが活性化される。例えば、第１
領域１１２０が拡張されてグラフィック１１２１の視覚的なフィードバックが除去された
場合、第１領域が元の領域１１６０のサイズに縮小される場合に、フィードバックが除去
されたグラフィック１１２１に再び視覚的なフィードバックが与えられる。また、第１領
域１１２０が拡張されてグラフィック１１２１に関連する第２領域のコンテンツの集合が
非活性化された場合、第１領域が元の領域１１６０のサイズに縮小される場合に、グラフ
ィック１１２１に関連するコンテンツの集合が再び活性化されてユーザーの入力を受信す
る。
【０１４０】
　図２１は、一実施形態による装置１００のユーザーインターフェースを提供する方法を
示すフローチャートである。
【０１４１】
　装置１００は、第１領域に、少なくとも一つのグラフィック及び隠されたグラフィック
を表示するためのユーザーインターフェースを表示する（段階１２０１）。装置１００は
、第１領域から区別される第２領域に、少なくとも一つのグラフィックのうちの一つに対
応するコンテンツの集合を表示する（段階１２０２）。また、装置１００は、隠されたグ
ラフィックが配置される方向を表す識別子を、第１領域の一側に表示する。
【０１４２】
　装置１００が、ユーザーインターフェースを選択するユーザーのジェスチャーを感知す
る場合、装置１００は、ユーザーインターフェース上でユーザーの接触地点及び接触解除
地点を感知する。そして、装置１００は、接触地点及び接触解除地点に基づいてジェスチ
ャーの方向を決定し、この方向に対応する、隠されたグラフィックを表示する。
【０１４３】
　装置１００は、第１領域の一部を選択するユーザーのジェスチャーを感知する（段階１
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２０３）。装置１００は、ユーザーのジェスチャーに応答して、第１領域を第２領域の一
部まで拡張し、拡張された第１領域に少なくとも一つのグラフィック及び隠されたグラフ
ィックを含む複数個のグラフィックを表示する（段階１２０４）。この時、装置１００は
、第２領域から第１領域に切り替わった領域に、隠されたグラフィックの少なくとも一部
を表示する。また、装置１００は、少なくとも一つのグラフィックのうちの一つのグラフ
ィックに提供された視覚的なフィードバックを除去する。また、装置１００は、第２領域
に表示された少なくとも一つのコンテンツの集合を非活性化する。
【０１４４】
　装置１００は、複数個のグラフィックのうちの少なくとも一つを移動させるユーザーの
追加ジェスチャーを感知する（段階１２０５）。装置１００は、ユーザーの追加ジェスチ
ャーに応答して、複数個のグラフィックのうちの少なくとも一つを、拡張された第１領域
の一部に移動し、少なくとも一つのグラフィックが移動されて残された領域に、少なくと
も一つのグラフィック以外の残りのグラフィックのうちの少なくとも一つを移動する（段
階１２０６）。例えば、装置１００は、複数個のグラフィックのうちの第１グラフィック
を、複数個のグラフィックのうちの第２グラフィックの領域に移動する。そして、第１グ
ラフィックが所定時間以上移動しない場合、装置１００は、第１グラフィックが移動され
て残された領域に第２グラフィックを移動する。
【０１４５】
　装置１００は、複数個のグラフィックのそれぞれの位置に応じて、複数個のグラフィッ
クを第１グループのグラフィックと第２グループのグラフィックとに分類する。装置１０
０は、第２領域の一部を選択するユーザーのジェスチャーを感知した場合（段階１２０７
）、拡張された第１領域を元来の領域のサイズに縮小し、縮小された第１領域に第１グル
ープのグラフィックを表示する（段階１２０８）。
【０１４６】
　以上の実施形態は、様々なコンピュータ手段で実行可能なプログラム命令の形態として
、コンピュータ読み取り可能な記録媒体に記録することができる。コンピュータ読み取り
可能な記録媒体は、プログラム命令、データファイル、データ構造などを単独で又は組み
合わせとして有することができる。記録媒体に記録されるプログラム命令は、本発明のた
めに特別に設計及び構成されたものでもよく、コンピュータソフトウェア当業者に公知と
なって使用可能なものでもよい。
【０１４７】
　上述した実施形態及び効果は例示に過ぎないものであって、それに限定されることはな
い。これは他の種類の装置にも適用することができる。また、実施形態の説明は実例にな
ることはできるが、請求項の範囲を限定するものではなく、種々の代案、摸倣、変化が、
当該技術分野における当業者にとっては可能になるであろう。
【符号の説明】
【０１４８】
　１００　　装置
　１０１　　プロセッサ
　１０２　　メモリー
　１０３　　周辺装置インターフェース
　１１０　　入／出力サブシステム
　１１１　　ディスプレイコントローラ
　１１２　　センサーコントローラ
　１１３　　その他入／出力コントローラ
　１２１　　タッチスクリーン
　１２２　　センサー
　１２２ａ　　光センサー
　１２２ｂ　　近接センサー
　１２２ｃ　　加速度センサー
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　１２２ｄ　　ＧＰＳセンサー
　１２２ｅ　　磁気センサー
　１２２ｆ　　チルトセンサー
　１２２ｇ　　環境センサー
　１２２ｈ　　天気センサー
　１２３　　その他入／出力装置
　１３１　　ＲＦ回路
　１３２　　オーディオ回路
　１３３　　電力回路
　１３４　　外部ポート
　２１０　　オペレーティングシステム（ＯＳ）
　２１１　　カーネル
　２１３　　デバイス
　２１５　　サービス
　２１７　　フレームワーク
　２２０　　アプリケーション
　２２１　　連絡先モジュール
　２２３　　電話モジュール
　２２５　　ビデオ会議モジュール
　２２７　　Ｅメールクライアントモジュール
　２２９　　インスタントメッセージング（ＩＭ）モジュール
　２３１　　ブロギングモジュール
　２３３　　カメラモジュール
　２３５　　イメージ管理モジュール
　２３７　　ビデオ／音楽プレーヤーモジュール
　２３９　　ノートモジュール
　２４１　　ブラウジングモジュール
　２４３　　地図モジュール
　２４５　　暦モジュール
　２４７　　天気モジュール
　２４９　　株式モジュール
　２５１　　計算機モジュール
　２５３　　アラーム時計モジュール
　２５５　　辞書モジュール
　２５７　　検索モジュール
　２５９　　ニュースモジュール
　２６１　　通信モジュール
　２６３　　ソーシャルネットワーキングモジュール
　２６５　　コマースサービスモジュール
　２６７　　位置基盤サービス（ＬＢＳ）モジュール
　２６９　　インタラクションモジュール
　２７１　　センサーモジュール
　２７３　　グラフィックモジュール
　２７５　　テキスト入力モジュール
　４００、７１０、７３０、７５０、８１０、８５０、９１０、９５０、１０１０、１０
５０、１１１０、１１５０　　スクリーン
　４１０　　状態領域
　４１１　　信号強度
　４１２　　時刻
　４１３　　バッテリー残量レベル
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　４３０　　メイン領域
　４５０　　命令領域
　４５１、４５３　　ソフトキー
　４５２　　オプションメニュー
　５１０、８２０、８７０、９２０、１０２０、１１２０　　第１領域
　５１１～５１３、６１１、６３１、６５１、７０１～７０７、８２１～８２６、９２１
～９２６、１０２１～１０２６、１１２１～１１２６　　グラフィック
　５３０、８４０、９４０、１０４０、１１４０　　第２領域
　６１２　　アイテム
　６１３、６３３、６５３、９１５、１０１５、１１１５　　ジェスチャー
　６３２　　Ｗｅｂページ
　６５２　　サムネイル
　７１４、７３４、７３５、７５４、１１２７　　識別子

【図１】 【図２】
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