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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　複数の携帯電子機器のドッキングで用いる方法であって、前記方法は、
　マスタ装置上にユーザインタフェースを表示することであって、複数の画面が、複数の
マスタ装置ディスプレイのうちの対応するものにそれぞれ表示されることと；
　前記マスタ装置を、スレーブ装置にドッキングすることであって、前記マスタ装置の少
なくとも一部を前記スレーブ装置のエンベロープ内に収容することと；
　スレーブ装置ディスプレイ上に表示されるように、前記ユーザインタフェースを適合さ
せることと；
　前記スレーブ装置ディスプレイを、複数のディスプレイ部分に分割することであって、
それぞれの前記ディスプレイ部分は、前記複数のマスタ装置ディスプレイのうちのそれぞ
れ１つに対応することと
を有し、
　前記複数のマスタ装置ディスプレイのうちの対応する１つに表示されるそれぞれの画面
は、前記スレーブ装置ディスプレイの前記複数のディスプレイ部分のうちの１つに表示さ
れる、
　方法。
【請求項２】
　前記複数の画面は、前記マスタ装置で実行する一つあるいは複数のアプリケーションに
対応し、
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　前記スレーブ装置の向きが変わると、前記スレーブ装置ディスプレイに表示される前記
ディスプレイ部分の数も変化する、
　請求項１記載の方法。
【請求項３】
　前記スレーブ装置の前記エンベロープは、前記マスタ装置の通信ポートとの通信インタ
フェースを確立するように適合されたコネクタを有し、
　前記ドッキングは、前記マスタ装置と、前記スレーブ装置のうちの一つあるいは複数の
ハードウエア構成要素との間の通信を確立することを有する、
　請求項１記載の方法。
【請求項４】
　前記適合は、前記スレーブ装置ディスプレイに表示されるように、前記画面のうちの少
なくとも１つのサイズを変更することを有し、
　前記適合は、前記スレーブ装置ディスプレイに表示されるように、前記スレーブ装置の
向きに基づき前記画面の向きを変えることを有する、
　請求項１記載の方法。
【請求項５】
　前記スレーブ装置は、前記マスタ装置が前記スレーブ装置にドッキングされない場合の
前記複数のマスタ装置ディスプレイ上の前記複数画面の制御に対応する態様で、前記マス
タ装置が前記スレーブ装置にドッキングされるときに前記スレーブ装置ディスプレイの前
記複数のディスプレイ部分上の前記複数画面の前記表示を制御すべく、ジェスチャ入力に
応答し、
　前記ドッキング位置にあるときに前記マスタ装置は、前記スレーブ装置ディスプレイへ
の前記ジェスチャ入力を受信するように作動する、
　請求項４記載の方法。
【請求項６】
　前記分割は、
　前記スレーブ装置ディスプレイのうちの少なくとも第１ディスプレイ領域を、第１ディ
スプレイ部分に割当てることと；
　前記スレーブ装置ディスプレイのうちの少なくとも第２ディスプレイ領域を、第２ディ
スプレイ部分に割当てることと
を有する、
　請求項１記載の方法。
【請求項７】
　複数の携帯電子機器をドッキングするシステムであって、前記システムは、
　一つあるいは複数の画面を表示するように機能する、複数のマスタ装置ディスプレイを
有するマスタ装置と；
　ドッキング位置で前記マスタ装置をエンベロープ内に収容するように機能する、スレー
ブ装置ディスプレイを有するスレーブ装置と
を備え、
　前記エンベロープは前記スレーブ装置に形成され、前記ドッキング位置にあるときに前
記マスタ装置の少なくとも一部は、前記スレーブ装置の前記エンベロープ内に収容され、
　前記ドッキング位置にあるときに前記マスタ装置は、前記スレーブ装置ディスプレイに
動作通信し、
　前記ドッキング位置にあるときに前記マスタ装置は、前記複数のマスタ装置ディスプレ
イに一致する複数のディスプレイ部分に、前記スレーブ装置ディスプレイを分割するよう
に機能し、前記複数のマスタ装置ディスプレイに表示される前記一つあるいは複数の画面
は、前記スレーブ装置ディスプレイの前記複数のディスプレイ部分のうちの対応するもの
にそれぞれ表示可能である、
　システム。
【請求項８】
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　前記マスタ装置は、ハンドヘルド装置であり、
　前記スレーブ装置は、タブレット装置であり、
　前記ハンドヘルド装置は、第１ディスプレイと第２ディスプレイを有し、
　前記スレーブ装置ディスプレイは、
　前記第１ディスプレイに対応する第１ディスプレイ部分と、
　前記第２ディスプレイに対応する第２ディスプレイ部分と
に分割される、
　請求項７記載のシステム。
【請求項９】
　前記複数のマスタ装置ディスプレイに表示される前記一つあるいは複数の画面が、前記
スレーブ装置ディスプレイの前記複数のディスプレイ部分のうちの対応するものに表示さ
れるときに、
　前記一つあるいは複数の画面のうちの少なくとも１つのサイズは、変更され、
　前記複数のマスタ装置ディスプレイに表示される前記一つあるいは複数の画面が、前記
スレーブ装置ディスプレイの前記複数のディスプレイ部分のうちの対応するものに表示さ
れるときに、
　前記一つあるいは複数の画面のうちの少なくとも１つの向きは、変更され、
　前記スレーブ装置が風景の向きから肖像の向きに回転すると、前記スレーブ装置ディス
プレイの前記ディスプレイ部分の数とサイズが変化する、
　請求項７記載のシステム。
【請求項１０】
　前記ドッキング位置にないときに前記マスタ装置は、受信ジェスチャ入力に応答して前
記複数のマスタ装置ディスプレイ上の前記一つあるいは複数の画面の前記表示を制御する
ように機能し、
　前記ドッキング位置にあるときに前記マスタ装置は、前記スレーブ装置ディスプレイの
前記複数のディスプレイ部分上の前記一つあるいは複数の画面の前記表示を、前記スレー
ブ装置が受信したジェスチャ入力を用いて制御するように機能する、
　請求項７記載のシステム。
【請求項１１】
　前記スレーブ装置ディスプレイの前記複数のディスプレイ部分上での前記受信ジェスチ
ャ入力に応答する前記一つあるいは複数の画面の前記表示の前記制御は、
　前記複数のマスタ装置ディスプレイ上での前記受信ジェスチャ入力に応答する前記一つ
あるいは複数の画面の前記表示の前記制御に同じである、
　請求項１０記載のシステム。
【請求項１２】
　前記マスタ装置は、前記複数のマスタ装置ディスプレイのすぐ近傍にマスタ装置ジェス
チャセンサを有し、
　前記スレーブ装置は、前記スレーブ装置ディスプレイのすぐ近傍にスレーブ装置ジェス
チャセンサを有する、
　請求項１１記載のシステム。
【請求項１３】
　前記スレーブ装置は、前記ドッキング位置において前記マスタ装置を収容可能に係合す
る保持機構を有し、
　前記保持機構は、前記スレーブ装置ディスプレイに動作通信するコネクタを有し、
　前記コネクタは、前記マスタ装置が前記ドッキング位置にあるときに前記マスタ装置と
前記スレーブ装置ディスプレイとの間の通信のために、前記マスタ装置の通信ポートとの
通信インタフェースを確立するように作動する、
　請求項７記載のシステム。
【請求項１４】
　スレーブ装置ディスプレイと；
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　エンベロープを有してドッキング位置においてマスタ装置の少なくとも一部を前記エン
ベロープ内に収容するように機能するドッキング要素と；
　前記マスタ装置が前記ドッキング位置にあるときに前記マスタ装置との通信インタフェ
ースを確立するように作動するコネクタと
を有するスレーブ装置であって、
　前記ドッキング位置にあるときに前記マスタ装置は、前記スレーブ装置ディスプレイに
作動通信し、
　前記ドッキング位置にあるときに前記マスタ装置は、複数のマスタ装置ディスプレイに
一致する複数のディスプレイ部分に、前記スレーブ装置ディスプレイを分割するように機
能し、
　前記複数のマスタ装置ディスプレイに表示される一つあるいは複数の画面は、前記スレ
ーブ装置ディスプレイの対応部分に表示可能である、
　スレーブ装置。
【請求項１５】
　一つあるいは複数の画面を表示するように機能する複数のマスタ装置ディスプレイと；
　スレーブ装置ディスプレイを有するスレーブ装置との動作通信を確立するように機能す
る通信ポートと
を有するマスタ装置であって、
　前記マスタ装置は、ドッキング位置において前記スレーブ装置に収容可能に係合でき、
前記ドッキング位置にあるときに前記マスタ装置の少なくとも一部は、前記スレーブ装置
に形成されたエンベロープ内に収容されるように構成され、前記ドッキング位置にあると
きに前記マスタ装置は、前記スレーブ装置ディスプレイに動作通信し、
　前記ドッキング位置にあるときに前記マスタ装置は、前記複数のマスタ装置ディスプレ
イに一致する複数のディスプレイ部分に、前記スレーブ装置ディスプレイを分割するよう
に機能し、前記複数のマスタ装置ディスプレイに表示される前記一つあるいは複数の画面
は、前記スレーブ装置ディスプレイの対応部分に表示可能である、
　マスタ装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、携帯電子機器をドッキングするシステムと方法に関し、詳細にはマスタ装置
とスレーブ装置をドッキング可能なユーザインタフェースの実装に関する。
【背景技術】
【０００２】
　携帯電子機器の普及度は、近年増加している。また携帯電子機器の性能も近年向上して
いる。たとえばより強力なプロセッサ、改良された無線機、メモリ容量の増大、および他
の性能の向上が、携帯電子機器で実現されてきた。したがって携帯電子機器で実行されう
るタスクの数および多様性も増加してきた。
【０００３】
　さらに様々な形状因子を有する携帯電子機器が、提案されてきた。たとえばより小型の
ハンドヘルド電子機器（たとえばスマートフォン、個人用デジタル補助装置（ＰＤＡ）な
ど）を上回る利点を提示しうるいくつかのタブレット装置が、提案されてきた。たとえば
タブレットは、ハンドヘルド電子機器よりも大きなディスプレイを活用することが多い。
この点に関してタブレットは、機能の追加を容易にしうる、より大きなディスプレイ領域
を示しうる（たとえばタブレット装置で使用すべく、よりロバストなグラフィカルユーザ
インタフェースが、開発されうる）。さらにタブレット装置の外形寸法が、ハンドヘルド
電子機器よりも大きいことが多いため、ハンドヘルド電子機器のバッテリよりもバッテリ
寿命が長い、より大型でより強力なバッテリが、提供されうる。よってタブレット装置は
、ハンドヘルド電子機器よりも長期間動作可能でありうる。
【０００４】
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　しかし、ハンドヘルド電子機器と比較したときに、タブレットも、いくつかの難点に悩
まされうる。たとえばタブレットは、多くのラップトップまたはデスクトップコンピュー
タよりも潜在的に多くの利便性を有するが、ハンドヘルド電子機器と同じ利便性を示さな
い可能性がある。さらに多くの場合、ハンドヘルド電子機器は、電話機として使用されう
るか、セルラネットワーク（たとえば音声とデータの両方のネットワーク機能）との通信
を可能にする無線機を有しうる。タブレットによっては、ある種の無線機（たとえば８０
２．１１，ブルートゥース（ＢＬＵＥＴＯＯＴＨ（登録商標））など）を有するが、多く
は、セルラネットワークとの通信用無線機を含まない。セル無線機を有するそれらのタブ
レットは、タブレット装置でセルラネットワークを利用するため、サービスプロバイダと
のさらなる提携（たとえば追加契約または特殊なＳＩＭカード）を求められることが多い
とともに、セルラネットワークのデータ機能しか使用できないことが多い。
【０００５】
　ユーザは、タブレットとハンドヘルド装置の両方を用いることが多い。たとえばユーザ
がどのデバイスを用いるかは、ユーザが用いる特定のコンテキストに依存しうる。これに
関してユーザは、使用されるデバイス間でのデータの連続性を望みうる。しかし、複数の
デバイス間でデータの連続性を提供する能力は、負担になりうる。たとえば個人は、ハン
ドヘルド電子機器を利用してタスクを開始しうるとともに、別のデバイス（たとえばタブ
レット装置）を利用してタスクを続行することを望みうる。しかし、ハンドヘルド電子機
器からタブレット装置にタスク遂行能力を移行する能力は、厳しいと判明しうる。いくつ
かの提案された解決策には、たとえばクラウドコンピューティング、サーバによる解決策
、および複数のデバイス間でデータを同期させる他の手段が包含される。しかし、これら
の提案された解決策は、そのようなサービスを達成すべく、経費のかかる加入または複雑
なハードウエアのセットアップを必要とすることが多い。しかも実行されているタスクの
連続性は、デバイスの「オンザフライ」変化とは対照的に、中断されうる（たとえば他の
デバイスで保存および再開されるタスクの進捗状況を求める）。よってこれらの解決策は
、大きな経費負担を生じさせることが多く、機密データに関する安全上の問題をもたらし
うるとともに、デバイスを用いて実行されるタスクの継続性を中断しうる。
【０００６】
　さらにハンドヘルドコンピュータ装置の計算および通信機能が、より強力になるにつれ
て、そのようなデバイスのユーザインタフェースおよびディスプレイ要素は、個人用コン
ピュータ用に開発されたユーザインタフェース方式をハンドヘルドコンピュータ装置での
使用に適応させようと試みることで進化してきた。しかし、従前のユーザインタフェース
方式を適応させるこの試みは、様々な障害に阻まれてきた。
【０００７】
　相当な数のハンドヘルドコンピュータ装置は、表示情報をユーザに送達するとともにユ
ーザからの入力を受信すべく、小さなタッチスクリーンディスプレイを活用する。この場
合、デバイスの環境設定は、著しく増加しうるとともに、ユーザにとって様々な種類のユ
ーザインタフェースオプションが利用できうるが、この柔軟性は高くつく。つまりそのよ
うな配置は、ディスプレイとユーザインタフェースとの間に共有画面スペースを必要とす
る。この問題は、他の様式のタッチスクリーンディスプレイ／ユーザインタフェース技術
と共有されるが、ハンドヘルドコンピュータ装置の小さな形状因子は、表示グラフィック
スと、入力の受信に提供された領域との間に緊張状態をもたらす。たとえば小さなディス
プレイはさらに、表示スペースを制約するので、動きまたは結果を解釈する難しさを増大
させうるが、キーパッドまたは他のユーザインタフェース配置は、アプリケーションがデ
ィスプレイのうちのさらに小さな部分に押し込まれるように、使用時にアプリケーション
の頭上または側面に並べられる。このようにユーザインタフェースの柔軟性問題を解決す
る単一ディスプレイタッチスクリーンの解決策は、ディスプレイの難読化、視覚的クラッ
タ、およびユーザインタフェースとディスプレイとの間の動きとアテンションの全体的な
不一致といったさらに多くの問題を生じさせうる。
【０００８】
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　これに関してタブレットが、上記の画面スペースの制限問題への解決策を提供しうるの
で、タブレットの人気は成長し続けている。提案された一解決策は、マスタハンドヘルド
装置とスレーブタブレット装置とのドッキングを有する。そのような方法は、特許文献１
に記載されている。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００９】
【特許文献１】米国特許出願第１３／２５１，７６８号明細書
【特許文献２】米国特許出願第１２／９４８，６６７号明細書
【特許文献３】米国特許出願第１２／９４８，６７５号明細書
【特許文献４】米国特許出願第１２／９４８，６７６号明細書
【特許文献５】米国特許出願第１２／９４８，６８２号明細書
【特許文献６】米国特許出願第１２／９４８，６８４号明細書
【特許文献７】米国特許出願第１２／９４８，６８６号明細書
【特許文献８】米国特許出願第１２／９４８，６９９号明細書
【特許文献９】米国特許出願第１２／９４８，７０１号明細書
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【００１０】
　しかし、デバイス間でのデータ同期能力に関する問題は、相変わらず懸念事項である。
【課題を解決するための手段】
【００１１】
　本明細書において提示された一特徴は、携帯電子機器のドッキングで用いる方法を有す
る。方法は、マスタ装置上にユーザインタフェースを表示することを有する。複数の画面
は、複数のマスタ装置ディスプレイのうちの対応する１つ上に表示される。方法はさらに
、マスタ装置をスレーブ装置にドッキングすることと、スレーブ装置ディスプレイ上に表
示されるようにユーザインタフェースを適合させることとを有する。方法はさらに、スレ
ーブ装置ディスプレイを複数のディスプレイ部分に分割することを有する。それぞれのデ
ィスプレイ部分は、複数のマスタ装置ディスプレイのうちのそれぞれ１つに対応する。複
数のマスタ装置ディスプレイのうちの１つ上に表示されたそれぞれの画面は、スレーブ装
置ディスプレイの複数のディスプレイ部分のうちの１つ上に表示される。
【００１２】
　いくつかの機能の改良および付加的機能は、第１特徴に適用することができる。これら
の機能の改良および付加的機能は、個々または任意に組み合わせて用いられうる。よって
考察される以下のそれぞれの機能は、任意の他の機能または本明細書において提示される
特徴の機能の組合せとともに用いられうるが、必須ではない。
【００１３】
　一実施形態において、複数の画面は、マスタ装置で実行する一つあるいは複数のアプリ
ケーションに対応しうる。さらにドッキングは、マスタ装置と、スレーブ装置のうちの一
つあるいは複数のハードウエア要素との間の通信を確立することを有しうる。加えて、適
合は、スレーブ装置ディスプレイ上に表示されるように画面のうちの少なくとも１つのサ
イズを変更することを有しうる。さらにまた適合は、スレーブ装置ディスプレイ上に表示
されるように画面の向きを変化させることを有しうる。
【００１４】
　スレーブ装置は、マスタ装置がスレーブ装置にドッキングされるときに、スレーブ装置
ディスプレイの複数のディスプレイ部分上での複数の画面の表示を制御すべく、ジェスチ
ャ入力に応答しうる。この制御は、マスタ装置がスレーブ装置にドッキングされない場合
の複数のマスタ装置ディスプレイ上での複数画面の制御に対応するやり方でありうる。分
割は、スレーブ装置ディスプレイのうちの少なくとも第１ディスプレイ領域を第１部分に
割当てることと、スレーブ装置ディスプレイのうちの少なくとも第２ディスプレイ領域を
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第２部分に割当てることとを有しうる。第１ディスプレイ部分は、第１マスタ装置ディス
プレイに対応しうるとともに、第２ディスプレイ部分は、第２マスタ装置ディスプレイに
対応しうる。
【００１５】
　一実施形態において、マスタ装置は、ハンドヘルド装置を有しうるとともに、スレーブ
装置は、タブレットを有しうる。
　第２特徴は、携帯電子機器をドッキングするシステムを有する。システムは、複数のマ
スタ装置ディスプレイを有するマスタ装置を有する。複数のマスタ装置ディスプレイは、
その上に一つあるいは複数の画面を表示するように機能する。システムは、スレーブ装置
ディスプレイを有するスレーブ装置をさらに有する。スレーブ装置は、ドッキング位置で
マスタ装置を収容するように機能する。ドッキング位置にある場合、マスタ装置は、スレ
ーブ装置ディスプレイに動作通信する。さらにドッキング位置にある場合、マスタ装置は
、複数のマスタ装置ディスプレイに一致する複数のディスプレイ部分にスレーブ装置ディ
スプレイを分割するように機能する。複数のマスタ装置ディスプレイ上に表示される一つ
あるいは複数の画面は、スレーブ装置ディスプレイの複数のディスプレイ部分のうちの複
数の対応する１つ上に表示可能である。
【００１６】
　第３特徴は、スレーブ装置を有する。スレーブ装置は、スレーブ装置ディスプレイと、
ドッキング位置でマスタ装置を収容するように機能するドッキング要素とを有する。ドッ
キング位置にある場合、マスタ装置は、スレーブ装置ディスプレイに動作通信する。また
前記ドッキング位置にある場合、マスタ装置は、スレーブ装置ディスプレイを複数のマス
タ装置ディスプレイに一致する複数のディスプレイ部分に分割するように機能する。複数
のマスタ装置ディスプレイ上に表示される一つあるいは複数の画面は、スレーブ装置ディ
スプレイの対応部分上に表示可能である。
【００１７】
　第４特徴は、マスタ装置を有する。マスタ装置は、その上に一つあるいは複数の画面を
表示するように機能する複数のマスタ装置ディスプレイを有する。マスタ装置は、スレー
ブ装置ディスプレイを有するスレーブ装置との動作通信を確立するように機能する通信ポ
ートも有する。マスタ装置は、ドッキング位置でスレーブ装置に収容可能に係合できる。
ドッキング位置にある場合、マスタ装置は、スレーブ装置ディスプレイに動作通信する。
また前記ドッキング位置にある場合、前記マスタ装置は、スレーブ装置ディスプレイを複
数のマスタ装置ディスプレイに一致する複数のディスプレイ部分に分割するように機能す
る。複数のマスタ装置ディスプレイ上に表示された一つあるいは複数の画面は、スレーブ
装置ディスプレイの対応部分上に表示可能である。
【００１８】
　いくつかの機能の改良と付加的機能は、第２、第３、および第４特徴に適用可能である
。これらの機能の改良と付加的機能は、個々あるいは任意に組み合わせて使用されうる。
よって議論される以下のそれぞれの機能は、他の機能とともに用いられうるか、本明細書
において提示される特徴の機能を組み合せて用いられうるが、必須ではない。
【００１９】
　一実施形態において、マスタ装置は、ハンドヘルド装置でありうるとともに、スレーブ
装置は、タブレット装置でありうる。ハンドヘルド装置は、第１ディスプレイと第２ディ
スプレイを有しうる。スレーブ装置ディスプレイは、第１ディスプレイに対応する第１デ
ィスプレイ部分と、第２ディスプレイに対応する第２ディスプレイ部分とに分割されうる
。一つあるいは複数の画面のうちの少なくとも１つが、スレーブ装置ディスプレイの複数
のディスプレイ部分のうちの対応する１つ上に表示される場合、そのサイズが変更される
。さらに一つあるいは複数の画面のうちの少なくとも１つの向きは、スレーブ装置ディス
プレイの複数のディスプレイ部分のうちの対応する１つ上に表示される場合に変更されう
る。
【００２０】
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　一実施形態において、ドッキング位置にない場合、マスタ装置は、受信ジェスチャ入力
に応答して、複数のマスタ装置ディスプレイ上の一つあるいは複数の画面の表示を制御す
るように機能しうる。またドッキング位置にある場合、マスタ装置は、スレーブ装置ディ
スプレイの複数の表示部分上の一つあるいは複数の画面の表示を制御するように機能しう
る。スレーブ装置ディスプレイの複数のディスプレイ部分上での受信ジェスチャ入力に応
答した一つあるいは複数の画面の表示の制御は、複数のマスタ装置ディスプレイ上での受
信ジェスチャ入力に応答した一つあるいは複数の画面の表示の制御に実質的に同じであり
うる。よってマスタ装置は、複数のマスタ装置ディスプレイのすぐ近傍にマスタ装置ジェ
スチャセンサを有しうるとともに、スレーブ装置は、スレーブ装置ディスプレイのすぐ近
傍にスレーブ装置ジェスチャセンサを有しうる。
【００２１】
　一実施形態において、スレーブ装置は、ドッキング位置でマスタ装置を収容可能に係合
する保持機構を有しうる。
【図面の簡単な説明】
【００２２】
【図１】携帯電子機器をドッキングするシステムの実施形態の略図。
【図２】ハンドヘルド装置の実施形態の略図。
【図３】ドッキング位置でのタブレット装置とハンドヘルド装置の実施形態。
【図４】図３の実施形態の詳細図。
【図５Ａ】ディスプレイ上に表示可能な画面の実施形態。
【図５Ｂ】ディスプレイ上に表示可能な画面の実施形態。
【図５Ｃ】ディスプレイ上に表示可能な画面の実施形態。
【図５Ｄ】ディスプレイ上に表示可能な画面の実施形態。
【図６Ａ】マスタ装置の配置と向きの様々な実施形態。
【図６Ｂ】マスタ装置の配置と向きの様々な実施形態。
【図６Ｃ】マスタ装置の配置と向きの様々な実施形態。
【図６Ｄ】マスタ装置の配置と向きの様々な実施形態。
【図６Ｅ】マスタ装置の配置と向きの様々な実施形態。
【図６Ｆ】マスタ装置の配置と向きの様々な実施形態。
【図６Ｇ】マスタ装置の配置と向きの様々な実施形態。
【図６Ｈ】マスタ装置の配置と向きの様々な実施形態。
【図６Ｉ】マスタ装置の配置と向きの様々な実施形態。
【図６Ｊ】マスタ装置の配置と向きの様々な実施形態。
【図６Ｋ】マスタ装置の配置と向きの様々な実施形態。
【図７】ジェスチャ入力の様々な実施形態。
【図８】可能なジェスチャ入力。
【図９】アプリケーションスタックでの画面の論理位置を示すアプリケーションスタック
を有する、ユーザインタフェースの実施形態。
【図１０】マスタ装置をスレーブ装置にドッキングする一実施形態。
【図１１】スレーブ装置上のディスプレイに、肖像と風景の順で表示された画面の一実施
例。
【図１２】縦向きでスレーブ装置上に表示された画面の実施形態。
【図１３】横向きでスレーブ装置上に表示された画面の実施形態。
【図１４】それぞれ単一画面縦向きモードと複数画面横向きモードでの複数画面アプリケ
ーションの表示。
【図１５】スレーブ装置上に表示された複数画面アプリケーションのサイズの一実施形態
。
【図１６】ジェスチャ入力に応答してスレーブ装置上の画面を制御する一実施形態。
【図１７】画面の論理位置が認識されうるようなスレーブ装置上の複数の画面の表示。
【図１８】画面の論理位置が認識されうるようなスレーブ装置上の複数の画面の表示。
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【図１９】スレーブ装置上でのアプリケーション画面とデスクトップ画面の同時表示。
【図２０】スレーブ装置上での２つのアプリケーション画面の同時表示。
【図２１】スレーブ装置の全ディスプレイを占める縦向きのアプリケーション画面の表示
。
【図２２】デスクトップ画面または縦向きと横向きの表示。
【図２３Ａ】デスクトップシーケンスを表示するためのデバイスに関するデスクトップシ
ーケンス。
【図２３Ｂ】デスクトップシーケンスを表示するためのデバイスに関するデスクトップシ
ーケンス。
【図２４】デスクトップシーケンスを表示するためのデバイスに関するデスクトップシー
ケンス。
【図２５】スレーブ装置上でのキーボードの表示。
【図２６】画面の論理的位置決めが視認できるようなキーボードと複数画面の表示。
【図２７】スレーブ装置で動作するドロワ（ｄｒａｗｅｒ）の実施形態。
【発明を実施するための形態】
【００２３】
　以下の説明は、本明細書において開示される形態に本発明を限定することを意図してい
ない。結果的に、以下の教示、従来の技術のスキルと知識に相応の変化および変更は、本
発明の範囲内にある。本明細書において記載される実施形態はさらに、本発明の実施の既
知の形態を説明することと、他の当業者が本発明をこのような実施形態または他の実施形
態で、特定の用途または使用で必要とされる様々な改変とともに本発明を利用できるよう
にすることとを意図したものである。
【００２４】
　以下の説明は、主として携帯電子機器をドッキングするシステムと方法に関する。特に
以下の説明は、ドッキング可能なマスタ装置とスレーブ装置用のユーザインタフェースの
実装の実施形態を示す。たとえばユーザインタフェースは、マスタ装置上に表示されたユ
ーザインタフェースがスレーブ装置上で表示されるように適合されうるように、マスタ装
置とスレーブ装置のドッキング中およびドッキング後のうちの少なくとも一方で適応可能
でありうる。
【００２５】
　本明細書において記載されるようにデバイスは、「スレーブ装置」または「マスタ装置
」と称されうる。マスタ装置はドッキングされると、スレーブ装置のうちの少なくともい
くつかの機能性を制御すべく機能することが意図される。マスタ装置とスレーブ装置との
ドッキングは、スレーブ装置の要素（たとえば入力装置、表示装置、音声装置とビデオ装
置のうちの少なくとも一方など）に、マスタ装置のリソース（たとえばプロセッサ、無線
機、セル無線機、メモリなど）が機能性を提供できるようにしうる。よってマスタ装置の
リソースがない比較的単純で価格が手頃なスレーブ装置が、提供されうる。スレーブ装置
は、マスタ装置以外の形態に関連する機能的多様性を提供すべく、マスタ装置の形態とは
異なる形態を取りうる。マスタ装置のリソースが、スレーブ装置の要素に機能性を提供す
るので、マスタ装置とスレーブ装置を使用する間の移行は、継ぎ目がないか、「オンザフ
ライ」でありうるので、たとえばクラウドコンピューティング、サーバアクセス、または
時間のかかる物理的同期化操作などの複雑で費用のかかる同期機能の必要なく、マスタ装
置の全ての機能性とデータリソースが、スレーブ装置で利用できるようにしうる。
【００２６】
　スレーブ装置に対してドッキング位置でマスタ装置を保持する保持機構を有するスレー
ブ装置が、提供されうる。たとえばスレーブ装置は、タブレット装置でありうるとともに
、マスタ装置は、ハンドヘルド装置（たとえばスマートフォン）でありうる。この点に関
してタブレットに提供されるコネクタは、ハンドヘルド装置がタブレットにドッキングさ
れるときに、ハンドヘルド装置の通信ポートにインタフェースで接続しうる。コネクタは
、ハンドヘルド装置とタブレットとの間に通信インタフェースを提供しうる。タブレット
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は、ハンドヘルド装置がドッキング位置にあるときにハンドヘルド装置によって制御され
うる、タブレット装置に組み込まれたハードウエア要素を有しうる。たとえばタブレット
装置上に提供されるタッチスクリーンディスプレイは、ハンドヘルド装置からの情報を表
示しうるとともに、ハンドヘルド装置は、タッチスクリーンディスプレイからの入力を受
信しうる。よってハンドヘルド装置のユーザインタフェースは、マスタ装置がドッキング
されると、スレーブ装置上に表示されるように適合されうる。したがって以下により詳細
に議論されるように、タブレット装置とハンドヘルド装置の両方の利点が、実現されうる
。
【００２７】
　図１は、タブレット１００型のスレーブ装置およびハンドヘルド装置１５０型のマスタ
装置の略図を有する。当然のことながら、これらの特定型のマスタ装置とスレーブ装置は
、例示目的のみに提供されており、他の型のスレーブ装置とマスタ装置が、無制限に提供
されうる。たとえばゲームパッド、ラップトップコンピュータ、デスクトップコンピュー
タ、またはワークステーション端末型のデバイスなどの他の形式のデバイスが、スレーブ
またはマスタ装置のいずれかとして採用されうる。
【００２８】
　タブレット装置１５０は、保持機構１０２を有しうる。保持機構１０２は、ハンドヘル
ド装置１５０がタブレット１００の保持機構１０２によって保持可能に係合されるように
、ハンドヘルド装置１５０に対応しうる。マスタ装置１５０は、マスタ装置１５０のうち
の少なくとも一部がスレーブ装置１００のエンベロープ内に含められるように、保持機構
１０２によって保持されうる。保持機構によって保持可能に係合されると、ハンドヘルド
装置１５０は、タブレット装置１００に対してドッキング位置にありうる。
【００２９】
　タブレット１００は、コネクタ１０４も有しうる。図１において示されるように、コネ
クタ１０４は、ハンドヘルド装置１５０が保持機構１０２に係合すると、コネクタ１０４
が、ハンドヘルド装置１５０の通信ポート１５２にインタフェースで接続しうるように、
保持機構１０２に対して配置されうる。この点に関してコネクタ１０４は、タブレット１
００に提供されたスペース内に及びうる。ドッキング位置にあるときに、そのスペース内
にハンドヘルド装置１５０が収容される。
【００３０】
　ハンドヘルド装置１５０は、通信ポート１５２に動作通信するプロセッサ１５４を有し
うる。プロセッサ１５４は、ハンドヘルド装置１５０の様々な構成要素にさらに動作通信
しうる。よってプロセッサ１５４は、ハンドヘルド装置１５０の様々な構成要素の動作を
制御するように動作しうる。たとえばプロセッサ１５４は、メモリ１７０に動作通信しう
る。メモリ１７０は、ハンドヘルド装置１５０の動作を制御すべく、プロセッサ１５４に
よって実行可能な実行コードを保存しうる。たとえばメモリ１７０は、ハンドヘルド装置
１５０を制御すべく、プロセッサ１５４によって実行可能なオペレーティングシステム（
ＯＳ）に対応するコードを有しうる。
【００３１】
　図２は、ハンドヘルド装置１５０の実施形態をより詳細に示す。ハンドヘルド装置１５
０は、第１ディスプレイ１５８と第２ディスプレイ１５９を有しうる。さらに２つのディ
スプレイ（１５８，１５９）は、ハンドヘルド装置の様々な実施形態の機能性に関して以
下に図示および記載されうるが、一つあるいは複数のディスプレイを有するハンドヘルド
装置が、提供されうる。いずれにしても、第１ディスプレイ１５８と第２ディスプレイ１
５９は、独立して制御可能でありうる。ディスプレイは、レンダリングされた画像または
画面を表示するように機能しうる。本明細書において使用されるように、用語「ディスプ
レイ」は、デバイスハードウエアを指すが、「画面」は、ディスプレイにレンダリングさ
れた表示画像を指す。この点に関してディスプレイは、画面をレンダリングするように機
能する物理的ハードウエアである。画面は、ディスプレイの大半の範囲を有しうる。たと
えば画面は、他の機能（たとえばメニューバー、ステータスバー、など）に充てられた領
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域以外の表示領域のうちの実質的全てを占めうる。代替的あるいは付加的に、画面は、１
つよりも多くのディスプレイを占めうる。画面は、ハンドヘルド装置１５０で実行するア
プリケーションとオペレーティングシステム（ＯＳ）のうちの少なくとも一方に関連しう
る。たとえばアプリケーション画面またはデスクトップ画面が、表示されうる。アプリケ
ーションは、以下でさらに記載されうるように、操作可能な様々な種類の画面を有しうる
。一実施形態において、ハンドヘルド装置１５０のうちのそれぞれのディスプレイは、４
８０画素×８００画素の解像度を有しうるが、より高い解像度およびより低い解像度も提
供されうる。
【００３２】
　画面は、オペレーティングシステム（ＯＳ）、アプリケーションなどに関連しうる。場
合によっては、画面は、ユーザ入力を経由して操作できる双方向の機構（たとえばボタン
、テキスト領域、トグルスイッチ領域など）を有しうる。ユーザ入力は、様々な入力装置
（たとえば物理的キーボード、ローラボール、方向キー、タッチ感応装置など）によって
受信されうる。場合によっては、画面は、単にグラフィクスを有するだけで、ユーザによ
る入力を受信する能力を有さない可能性がある。他の例では、グラフィックス機能および
入力機能はともに、画面によって提供されうる。よって一つあるいは複数のディスプレイ
、一つあるいは複数のディスプレイに表示される画面、および様々なユーザ入力装置は、
ユーザがハンドヘルドコンピュータ装置の機能性を活用できるようにするＧＵＩを有しう
る。
【００３３】
　ハンドヘルド装置１５０は、第１位置と第２位置との間で設定可能でありうる。第１位
置において、単一ディスプレイ（たとえば第１ディスプレイ１５８または第２ディスプレ
イ１５９）は、ユーザの視点から視認可能である。両ディスプレイ１５８と１５９は、第
１位置にあるときに、ハンドヘルド装置１５０の外面に露出しうるが、ディスプレイ１５
８と１５９は、両ディスプレイ１５８，１５９が、ユーザの視点から同時に視認できない
ように隣接しないやり式で配置されうる（たとえば１つのディスプレイは、デバイス１５
０の正面から視認可能でありうるが、他のディスプレイは、装置１５０の裏面から視認可
能でありうる）。
【００３４】
　ハンドヘルド装置１５０はまたディスプレイ１５８，１５９が、ユーザの視点から同時
に視認可能でありうるような第２位置で提供されうる（たとえばディスプレイ１５８，１
５９は、互いに隣接して位置付けられうる）。ディスプレイ１５８，１５９は、ディスプ
レイ１５８，１５９が、端と端を縦に繋ぐか左右に並べて配置されるような第２位置で表
示されうる。さらにディスプレイ１５８，１５９は、ユーザに対して縦向きまたは横向き
に配置されうる。さらに以下で議論されるように、縦向きは、装置のディスプレイのうち
のより長い寸法が、垂直に向けられる（たとえば重力またはユーザの視点に対して）デバ
イスの配置を表わすことを意図する。横向きは、装置のディスプレイのうちのより短い寸
法が、垂直に向けられる（たとえば重力またはユーザの視点に対して）配置を表わすこと
を意図する。さらにより長い寸法とより短い寸法は、それぞれのディスプレイを個々に指
しうるか、装置のうちの一つあるいは複数のディスプレイの結合表示画面を指しうる。し
たがって個々のディスプレイが縦向きに配置されるときに、全体の表示領域は横向きに配
置されうるが、その逆もまたしかりである。さらにディスプレイと画面は、それぞれ異な
る向きにありうる。たとえばディスプレイが、横向きにあるときに、一つあるいは複数の
画面は、ディスプレイ上に縦向きにレンダリングされうるが、その逆もしかりである。
【００３５】
　ハンドヘルド装置１５０は、第１位置（たとえばユーザの視点から視認可能な単一ディ
スプレイ）と、第２位置（たとえばユーザの視点から同時に視認可能な少なくとも２つの
ディスプレイ）との間において様々な方法で操作されうる。たとえばデバイス１５０は、
第１と第２ディスプレイ１５８，１５９が、第２位置において互いに平行に隣接して配置
でき、さらに単一ディスプレイのみが見え、他のディスプレイが、視認可能なディスプレ
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イによって隠される第１位置にスライドできるようなスライダ機構を有しうる。
【００３６】
　またデバイス１５０は、クラムシェル様式で配置されうる。クラムシェル様式において
、ディスプレイ１５８，１５９が、第２位置にあるとき（すなわち開位置）、ユーザによ
って同時に視認可能なように、第１ディスプレイ１５８と第２ディスプレイ１５９との間
にヒンジが提供される。ディスプレイ１５８，１５９は、デバイス１５０のうちの内部ク
ラムシェル部分か外部クラムシェル部分上に提供されうる。この点において両ディスプレ
イ１５８，１５９は、デバイスが第１位置にあるとき（すなわち閉位置）、それぞれデバ
イスの正面と裏面から視認可能でありうる。装置１５０が開位置にあるときにディスプレ
イ１５８，１５９は、互いに隣接および平行して提供されうる。第１と第２位置にあると
きに、ディスプレイの様々な配置と相対的位置関係のうちの少なくとも一方が、提供され
うる、別の配置のハンドヘルドコンピュータ装置１５０が、検討される。
【００３７】
　上記は、２つのディスプレイ１５８，１５９に言及したが、別の実施形態のハンドヘル
ド装置は、２つよりも多くのディスプレイを有しうる。この点に関して２つ以上のディス
プレイは、上記にしたがう方法で機能しうる。単一ディスプレイのみが、第１位置でユー
ザによって視認可能であるが、複数ディスプレイ（すなわち２つよりも多くのディスプレ
イ）は、第２位置で視認可能である。
【００３８】
　ハンドヘルド装置１５０は、ユーザ入力の受信に用いられうる一つあるいは複数の入力
装置をさらに有しうる。これらの入力装置は、ユーザからのジェスチャ入力を受信するよ
うに機能しうるので、一般にジェスチャセンサと称されうる。いくつかの異なる様式のジ
ェスチャセンサが、提供されうる。いくつかの実施例には、以下に述べるものに限らず、
伝統的入力装置（キーパッド、トラックボールなど）、タッチ感応装置、光センサ（たと
えばカメラその他）などが包含される。本明細書において含まれる議論は、ジェスチャ入
力を受信するためのタッチ感応装置の使用に言及しうる。しかし、タッチ感応装置の使用
は、例示目的にだけ提供されるもので、ジェスチャ入力の受信手段をタッチ感応装置だけ
に限定することを意図しない。したがってジェスチャ入力を受信する上記手段のうちのい
ずれかは、タッチ感応装置で受信されたジェスチャ入力に関して以下で開示される機能性
を生じさせるべく用いられうる。
【００３９】
　この点においてハンドヘルド装置１５０は、少なくとも第１タッチセンサ１７２を有し
うる。さらにハンドヘルドコンピュータ装置は、第２タッチセンサ１７４を有しうる。第
１タッチセンサ１７２と第２タッチセンサ１７４のうちの少なくとも一方は、タッチパッ
ド装置、タッチスクリーン装置、または他の適当なタッチ感応装置でありうる。実施例に
は、容量式タッチ感応パネル、抵抗式タッチ感応パネル、あるいは他のタッチ感応技術を
採用するデバイスが含まれる。第１タッチセンサ１７２と第２タッチセンサ１７４のうち
の少なくとも一方は、ユーザの身体のうちの一部（たとえば指、親指、手など）、タッチ
ペン、または当該分野において公知の他の許容されたタッチ感応インタフェース機構と併
せて用いられうる。さらに第１タッチセンサ１７２と第２タッチセンサ１７４のうちの少
なくとも一方は、同時に複数のタッチを検知できるマルチタッチ装置でありうる。
【００４０】
　第１タッチセンサ１７２は、第１ディスプレイ１５８に対応しうるとともに、第２タッ
チセンサ１７４は、第２ディスプレイ１５９に対応しうる。ハンドヘルド装置１５０の一
実施形態において、第１ディスプレイ１５８と第１タッチセンサ１７２は、第１タッチス
クリーンディスプレイ１８０を有する。この点において第１タッチセンサ１７２は、透明
または半透明でありうるとともに、第１タッチセンサ１７２で受信された対応タッチが、
第１ディスプレイ１５８に相関がありうるように（たとえば第１ディスプレイ１５８上に
レンダリングされた画面と情報をやりとりするため）、第１ディスプレイ１５８に対して
位置付けられうる。同様に第２ディスプレイ１５９と第２タッチセンサ１７４は、第２タ
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ッチスクリーンディスプレイ１８２を有しうる。この点に関して第２タッチセンサ１７４
は、第２タッチセンサ１７４で受信されたタッチが、第２ディスプレイ１５９に相関があ
りうるように（たとえば第２ディスプレイ１５９にレンダリングされた画面と情報をやり
とりするため）、第２ディスプレイ１５９に対して位置付けられうる。また第１タッチセ
ンサ１７２と第２タッチセンサ１７４のうちの少なくとも一方は、ディスプレイ１５８，
１５９とは別に提供されうる。さらに別の実施形態において、入力が第１ディスプレイ１
５８と第２ディスプレイ１５９の両方を制御できるようにする単一ジェスチャセンサのみ
が、提供されうる。単一ジェスチャセンサはまたディスプレイとは個別に、あるいは統合
して提供されうる。
【００４１】
　この点において第１と第２タッチセンサ１７２，１７４は、ディスプレイ１５８，１５
９に実質的に同じフットプリントを、ハンドヘルド装置１５０上に有しうる。またタッチ
センサ１７２，１７４は、ディスプレイ１５８，１５９全体ほどではないなどのフットプ
リントを有しうる。さらにまたタッチセンサ１７２，１７４は、タッチセンサ１７２，１
７４のうちの少なくとも一部が、ディスプレイ１５８，１５９に対してオーバーラップし
ない関係で提供される。以下でさらに議論されるように、タッチセンサ１７２，１７４は
別に、タッチセンサ１７２，１７４のフットプリントが、ディスプレイ１５８，１５９の
フットプリントとは完全に異なるように全くオーバーラップしない関係で提供されうる。
【００４２】
　タッチ感応装置は、複数のゾーンに分割されうる。様々なゾーンで受信された同じジェ
スチャは、異なる機能性を有しうる。たとえばディスプレイの上部または下部での一定割
合（たとえば１０％，２５％など）のタッチ感応装置は、残りの部分のタッチ感応装置と
は別個のゾーンとして定義されうる。したがってこのゾーンで受信されたジェスチャは、
残りの部分のタッチ感応装置で受信されたジェスチャとは異なる機能性を有しうる。
【００４３】
　上記のようにハンドヘルド装置１５０は、データバス１５６に動作通信するプロセッサ
１５４を有しうる。プロセッサ１５４は、一般にハンドヘルド装置１５０の機能性を制御
するように機能しうる。たとえばプロセッサ１５４は、オペレーティングシステム（ＯＳ
）を実行しうるとともにアプリケーションを実行するように機能しうる。プロセッサ１５
４は、下述されるように、ハンドヘルドコンピュータ装置１５０のうちの一つあるいは複
数の付加的構成要素に通信しうる。たとえばプロセッサ１５４は、付加的構成要素のうち
の一つあるいは複数に直接通信しうるか、データバス１５６を介して一つあるいは複数の
付加的構成要素に通信しうる。さらに以下の議論は、データバス１５６に動作通信する付
加的構成要素について記載しうるが、他の実施形態において、付加的構成要素のうちのい
ずれかは、他の付加的構成要素のうちのいずれかに直接動作通信しうる。さらにプロセッ
サ１５４は、第１ディスプレイ１５８および第２ディスプレイ１５９を独立して制御する
ように機能しうるとともに、第１タッチセンサ１７２および第２タッチセンサ１７４から
の入力を受信するように機能しうる。プロセッサ１５４は、一つあるいは複数の異なるプ
ロセッサを有しうる。たとえばプロセッサ１５４は、一つあるいは複数の特定用途向け集
積回路（ＡＳＩＣ）、一つあるいは複数のフィールドプログラマブルゲートアレイ（ＦＰ
ＧＡ）、機械可読コードを実行するように機能する一つあるいは複数の汎用プロセッサ、
または上記の組合せを有しうる。
【００４４】
　ハンドヘルドコンピュータ装置は、様々なデバイスおよびハンドヘルド装置の構成要素
に電力を提供するように機能するバッテリ１６４を有しうる。この点に関してハンドヘル
ドコンピュータ装置１５０は、携帯可能でありうる。
【００４５】
　さらにハンドヘルド装置１５０は、一つあるいは複数の無線機１６０を有しうる。たと
えば一つあるいは複数の無線機には、たとえばＩＥＥＥ８０２．１１基準を採用するワイ
ファイ（Ｗｉ－Ｆｉ）無線機；たとえばＧＳＭ（登録商標），ＣＤＭＡ，ＬＴＥ，または
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ＷｉＭＡＸを採用するセル無線機；ブルートゥース（ＢＬＵＥＴＯＯＴＨ（登録商標））
無線機；あるいは他の適当な無線機が含まれうる。ハンドヘルドコンピュータ装置１００
は、アンテナ１７６も有しうる。アンテナ１７６は、ハンドヘルド装置１５０に無線機能
を提供すべく、一つあるいは複数の無線機１６０に動作通信しうる。したがってハンドヘ
ルド装置１５０は、電話機能（すなわちハンドヘルドコンピュータ装置１５０は、スマー
トフォン装置でありうる）を有しうる。
【００４６】
　図１を参照すると、ハンドヘルド装置１５０は、たとえばセキュアデジタル（ＳＤ）カ
ードスロットなどの取外可能な記憶装置１６２も有しうる。
　データバス１５６に動作通信する音声モジュール１６６も、提供されうる。音声モジュ
ール１６６は、マイクとスピーカのうちのいずれか一方を有しうる。この点において音声
モジュール１６６は、音声の取込みか音の生成を行うことができうる。さらにデバイス１
５０は、カメラモジュール１６８を有しうる。カメラモジュール１６８は、画像またはビ
デオの取込みと保存を促進すべく、ハンドヘルド装置１５０のうちの他の構成要素に動作
通信しうる。
【００４７】
　ハンドヘルド装置１５０は、加速度計モジュール１７８をさらに有しうる。加速度計モ
ジュール１７８は、重力に対するハンドヘルド装置１５０の向きを監視できうる。この点
に関して加速度計モジュール１７８は、ハンドヘルド装置１５０が、実質的に縦向きか、
横向きかを判定するように機能しうる。加速度計モジュール１７８はさらに、ハンドヘル
ド装置１５０の向きと動きのうちの少なくとも一方を監視することで他の制御機能性を提
供しうる。
【００４８】
　ハンドヘルド装置１５０は、一つあるいは複数のハードウエアボタン１３４も有しうる
。ハードウエアボタン３０２は、ハンドヘルド装置１５０の様々な機構の制御に用いられ
うる。ハードウエアボタン１３４は、固定機能性を有しうるか、ボタンの特定機能が、ハ
ンドヘルド装置１５０の動作中に変化するような文脈的でありうる。そのようなハードウ
エアボタンの実施例には、限定されないが、音量調節、テレビボタン、終了ボタン、送信
ボタン、メニュボタンなどが、包含されうる。
【００４９】
　図１に戻ると、タブレット１００のコネクタ１０４はまたタブレット１００の様々な構
成要素に動作通信しうる。たとえばタブレット１００は、ハンドヘルド装置上に提供され
た構成要素に重複する構成要素（たとえばカメラモジュール１１２、モジュール１１４、
取外可能な記憶装置１１８、タッチスクリーンディスプレイ１０６、バッテリ１１０）を
有しうるか、ハンドヘルド装置によって共有されない独自の構成要素（たとえばＵＳＢポ
ート１２０など）を有しうる。さらにタブレット１００は、タブレットのバッテリ１１０
、またはタブレット１００にドッキングされる場合のハンドヘルド装置１５０のバッテリ
１６４を充電するように機能しうる電源コネクタ１２２を有しうる。
【００５０】
　ハンドヘルド装置１５０がドッキング位置で提供されるときに、通信ポート１５２とコ
ネクタ１０４のインタフェースは、プロセッサ１５４と、タブレット１００に提供された
通信バス１２４との間に動作通信を確立しうる。タブレット１００の様々な構成要素はま
たドッキング位置にあるときにプロセッサ１５４が、タブレット１００の様々な構成要素
に動作通信するように通信バス１２４に動作通信しうる。プロセッサ１５４と、タブレッ
ト１００の様々な構成要素との間の通信は、プロセッサ１５４がタブレット１００の様々
な構成要素の動作を制御できるようにしうる。
【００５１】
　タブレット１００は、「ダム」デバイスと見なされうる。すなわちタブレット１００は
、タブレット１００の構成要素の全機能性を活用するためのリソースを欠落しうる。注目
すべきは、タブレット１００が、タブレット１００の種々の構成要素の全機能性を提供す
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るように機能するプロセッサを欠きうることである。しかもタブレット１００は、無線機
を欠きうる。この点においてタブレット１００は、タブレット１００の構成要素の全機能
性を提供するため、ハンドヘルド装置１５０のプロセッサ１５４と無線機１６０に依存し
うる。たとえばタブレット１００は、タブレット１００の構成要素を生かすか無線通信を
促進する十分な処理能力をうるために、マスタ装置１５０との通信を必要としうる。しか
し、タブレット１００は、マスタ装置１５０の補助なしにいくつかの基本的機能性を提供
しうる。たとえばタッチスクリーンディスプレイ１０６は、タッチスクリーンディスプレ
イ１０６が簡単なタスク（たとえばバッテリレベル、マスタ装置１５０がドッキングされ
ているかどうかなどを有するタブレット１００ステータス情報の表示）に使用できるよう
にするディスプレイ制御器１０８に通信しうる。しかし、ディスプレイ制御器１０８の機
能性は、特定の定義済み機能性に限定されうる。
【００５２】
　さらにコネクタ１０４と通信ポート１５２との間のインタフェースは、電力インタフェ
ース機構を有しうる。よって電力は、タブレットから（たとえばバッテリ１１０または電
源コネクタ１２２から）ハンドヘルド装置１５０に供給されうる。しかも電力は、ハンド
ヘルド装置１５０（たとえばバッテリ１６４）からタブレット１００に移動しうる。した
がって電力インタフェース機構は、タブレットからハンドヘルド装置か、ハンドヘルド装
置からタブレットに電力を提供すべく設定されうる。
【００５３】
　さらに図３を参照すると、ハンドヘルド装置１５０がタブレット１００に対してドッキ
ング位置で提供されたタブレット１００の一実施形態が、図示される。図３は、タブレッ
ト１００の正面と裏面の斜視図を有する。図３から理解されうるように、タブレット１０
０は、正面２０２と裏面２０４を有しうる。正面２０２は、タッチスクリーンディスプレ
イ１０６を有しうる。しかも正面２０２は、いくつかの入力装置１１６と１１６’を有し
うる。たとえばユーザが情報をやり取りしうるいくつかのボタンまたはタッチ感応領域が
、提供されうる。図３において図示されるタッチ感応領域１１６’は、ディスプレイ１５
８，１５９に対するタッチセンサ１７２，１７４に関して上記された特徴または関係と同
じディスプレイ１０６との特徴または関係を有しうる。たとえばタッチ感応領域１１６’
は、ディスプレイ１０６の領域を超えて広がるタッチセンサ１７２，１７４のうちの１つ
か両方のうちの一部を有しうる。タブレット１００のカメラモジュール１１２は、タブレ
ット１００の正面２０２に配置されうる。図示されないが、付加的カメラモジュールが、
提供されうる（たとえばタブレット１００の裏面２０４の後ろ向きカメラモジュール）。
【００５４】
　裏面２０４は、ハンドヘルド装置１５０が配置されうる開口２０６を有しうる。保持機
構１０２（図２において表示されない）は、ハンドヘルド装置１５０が開口２０６内に保
持されるように、ハンドヘルド装置１５０を保持可能に係合すべく提供されうる。この点
に関してハンドヘルド装置１５０のうちの一部は、ハンドヘルド装置１５０がドッキング
位置にあるときに、タブレット１００のリアパネル２０８によって覆われうる。すなわち
ハンドヘルド装置１５０のうちの一部は、タブレット１００のエンベロープ内に包含され
うる。一実施形態において、ハンドヘルド装置１５０のうちの実質的全てが、タブレット
１００のエンベロープ内に包含されうる。タブレット１００のエンベロープは、タブレッ
トの最も大きな外寸に一致しうる。したがって「タブレットのエンベロープ内に包含され
る」は、ハンドヘルド装置１００が、タブレット１００の外寸全体に広がらないことを意
味する。
【００５５】
　図４は、タブレット１００に対してドッキング位置にあるハンドヘルド装置１５０の詳
細図を示す。リアパネル２０８は、開口２０６内にハンドヘルド装置１５０を収容できる
ように形成されうる。ハンドヘルド装置１５０のうちの一部は、それでもタブレット１０
０の外部からアクセス可能でありうる。たとえば図４において図示されるように、ハンド
ヘルド装置１５０の物理入力装置１３４（たとえば音量または電源ボタンなどのボタン）
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は、タブレット１００の外部からアクセス可能でありうる。この点において物理入力装置
１３４は、ハンドヘルド装置１５０がドッキング位置にある場合に用いられうる。したが
ってタブレット１００に重複する物理入力装置３０２を提供する必要性は、なくなりうる
。
【００５６】
　ハンドヘルド装置１５０は、コンピュータ装置と情報をやり取りすべく、ハンドヘルド
装置１５０またはタブレット１００で受信されたジェスチャ入力に応答しうる。ハンドヘ
ルド装置１５０のインタフェース制御は、グラフィックユーザインタフェース（ＧＵＩ）
を表示可能な一つあるいは複数のディスプレイを制御するのに特に適している。この点に
関してハンドヘルド装置１５０は、ＧＵＩを提示可能な１つよりも多くのディスプレイを
有しうる。
【００５７】
　さらに図５Ａ～図５Ｄを参照すると、デバイスの実施形態の様々な画面が、示される。
複数画面が図示されうるが、複数画面のうちの１あるいは一部だけは、常時、デバイスに
示されうる。この点において画面は、ディスプレイまたは他の画面に対する相対位置で記
載されうる（たとえばディスプレイまたは画面の左、ディスプレイまたは画面の右、別の
画面の下、別の画面の上など）。これらの関係は、物理的ディスプレイが相対位置を表わ
さないように論理的に確立されうる。たとえば画面は、ディスプレイを離れて左側に移動
しうる。画面は、もはやディスプレイ上に表示されないが、ディスプレイから移動した画
面は、ディスプレイの左側に仮想位置または論理位置を有しうる。この論理位置は、ユー
ザによって認識されうるとともに画面を描写する数値で具体化されうる（たとえばメモリ
に保存された数値は、画面に対応する）。したがって他の画面に対する相対位置で画面を
言及する場合、その関係は、デバイスのディスプレイにおいて物理的に表わされるのでは
なく論理回路で具体化されうる。
【００５８】
　図５Ａ～図５Ｄは、ハンドヘルド装置の様々な動作例で表示されうるいくつかの異なる
画面を表示しうるが、いずれかの特定の順番または配置で提示することを意図しない。単
一画面アプリケーションおよび複数画面アプリケーションが、提供されうる。単一画面ア
プリケーションは、一度に単一ディスプレイのみを占めうる画面を表示できるアプリケー
ションを表わすことを意図する。複数画面アプリケーションは、同時に複数ディスプレイ
を占めうる一つあるいは複数の画面を表示できるアプリケーションを表わすことを意図す
る。さらに複数画面アプリケーションは、単一ディスプレイを占めうる。この点において
複数画面アプリケーションは、単一画面モードと複数画面モードを有しうる。
【００５９】
　デスクトップシーケンス１３６は、図５Ａにおいて表示される。デスクトップシーケン
ス１３６は、いくつかの個々のデスクトップ画面１３８ａ～１３８ｆを有しうる。したが
ってそれぞれのデスクトップ画面１３８は、単一ディスプレイのうちの実質的全てを占め
うる（たとえば第１ディスプレイ１５８または第２ディスプレイ１５９）。デスクトップ
画面１３８ａ～１３８ｆは、デスクトップ画面１３８ａ～１３８ｆが連続して出現すると
ともに、デスクトップ画面が出現する順番が、再配列され得ないような既定の順番であり
うる。しかし、デスクトップ画面１３８ａ～１３８ｆは、順にナビゲートされうる（たと
えばユーザ入力に応答して）。すなわちデスクトップ画面１３８ａ～１３８ｆのうちの一
つあるいは複数は、ユーザ入力によって制御されると、ハンドヘルド装置に順に表示され
うる。
【００６０】
　さらに図５Ｂは、複数画面アプリケーションの階層化アプリケーションシーケンス１４
０を表示する。階層化アプリケーションシーケンス１４０は、ルート画面１４２、一つあ
るいは複数のノード画面１４４、およびリーフ画面１４６を有しうる。ルート画面１４２
は、ルート画面１４２に対応する親画面が存在しないような階層化アプリケーションシー
ケンス１４０の最上位ビューでありうる。ルート画面１４２は、ノード画面１４４に対す
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る親でありうる。親／子のように関連付けられる一つあるいは複数のノード画面１４４が
、提供されうる。ノード画面はまたリーフ画面１４６に対する親としての機能を果たしう
る。リーフ画面１４６というのは、リーフ画面１４６が、リーフ画面１４６を親とする対
応ノード画面１４４を有さないことを意味する。よってリーフ画面は、いずれの子のノー
ド画面１４４も有さない。図５Ｃは、順に配列された様々な単一画面アプリケーション１
４８ａ，１４８ｂ，および１４８ｃを示す。これらの単一画面アプリケーションのうちの
それぞれは、異なる実行アプリケーションに対応しうる。たとえば図５Ｃにおいて、アプ
リケーション４、アプリケーション５、およびアプリケーション６が、デバイスで実行し
ているとともに、それぞれの単一画面１４８ａ、１４８ｂ、および１４８ｃにそれぞれ対
応しうる。
【００６１】
　図５Ｄはまた空のビュー１６５を有する。空のビュー１６５は、画面の移行中に用いら
れうる（たとえば第１ディスプレイと第２ディスプレイとの間の画面の移動）。空のビュ
ー１６５が、有効なＧＵＩ画面としてユーザによって解釈可能である必要はない。空のビ
ュー１６５は、画面に関する動作（たとえば一つあるいは複数のディスプレイに対する画
面の動き）が生じていることをただユーザに通信するだけである。空のビュー１６５を表
示するアプリケーションは、停止、待機、処理または入力の解釈を行えなくてもよい。空
のビュー１６５は、以下でこれまで以上に詳細に議論されるように、第１ディスプレイか
ら第２ディスプレイに移動した画面の量に比例して移動しているときに、画面、またはそ
の表像を表示しうる。この点において空のビュー１６５は、画面の移行中、画面の位置に
関する情報を関連付けるために用いられうる（たとえばジェスチャに応答して）。空のビ
ュー１６５は、入力（たとえば移行期の画面）を受信できない画面を指すことを意図する
にすぎない。この点に関して空のビュー１６５のディスプレイは、移動また変化時（横向
きモードに変更されるか横向きモードから変更される）に画面の応答を示す動画または同
種のものを有しうる。
【００６２】
　図６Ａ～図６Ｋは、本開示にしたがうハンドヘルドコンピュータ装置の様々な実施形態
において可能なデバイスのディスプレイ１５８，１５９の様々な配置および状態を示す。
たとえば第１（たとえば閉）位置にあるときに閉正面ディスプレイ２５０は、図６Ａにお
いて示されるように視認可能でありうる。閉正面ディスプレイ２５０は、第１ディスプレ
イ１５８または第２ディスプレイ１５９に一致しうる。表示されるような閉正面２５０は
、図６Ａにおいて図示されるようにデスクトップ画面ＤＩ１３８によって占められうる。
また単一画面のアプリケーションまたは単一画面モードでの複数画面アプリケーションは
、閉正面２５０に表示されうる。閉裏面ディスプレイ２５２は、図６Ｂにおいて図示され
るように、デバイスが閉位置にあるときに、正面ディスプレイ２５０の反対側から視認可
能でありうる。閉裏面２５２は、閉正面２５０とは異なるデスクトップ画面またはアプリ
ケーション画面を表示しうるか（たとえば図６Ａに図示されるように）、空のビュー１６
５（たとえばアイコンまたは他のグラフィックを表示する）を表示しうるとともにインタ
フェースとしての機能性を欠きうる。
【００６３】
　図６Ｃは、横向き２５４の閉デバイスを示す。一実施形態において、横向きモード（す
なわちディスプレイは、横向きの画面を表示するように調整される）は、図６Ｃにおいて
図示されるようにできない可能性がある。また横向きモードは、画面１４８が図６Ｄに示
されるような横向きでレンダリングされるように、デバイスが横向き２５６で検知される
場合に画面（たとえばアプリケーション画面１４８）が修正されるようにすることが可能
になりうる。
【００６４】
　デバイスはさらに、図６Ｅにおいて図示されるような第２（たとえば開）位置２５８で
提供されうる。開位置２５８において、少なくとも２つのディスプレイ１５８，１５９は
、２つのディスプレイ１５８，１５９がともにユーザの視点から視認できるように配置さ
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れる。２つのディスプレイ１５８，１５９は、開位置２５８にあるときに、左右に並べて
配置されうる。したがってそれぞれの２つのディスプレイ１５８，１５９は、別個の画面
を表示しうる。たとえばディスプレイ１５８，１５９はそれぞれ、別個のデスクトップ面
１３８ａ，１３８ｂをそれぞれ表示しうる。図６Ｅにおいて図示されるように個々のディ
スプレイ１５８および１５９は、縦向きであるが、当然ながら全表示領域（第１ディスプ
レイ１５８と第２ディスプレイ１５９の両方を有する）は、横向きで配置されうる。した
がって図６Ｅに示されるデバイスが、横向きまたは縦向きであるかどうかは、ディスプレ
イが、個々に用いられるか、集合的に用いられるかに依存しうる。ユニタリディスプレイ
として集合的に用いられる場合、デバイスは、横向きでありうるが、ディスプレイが別々
に用いられる場合、図６Ｅに図示される向きは、縦向きと称されうる。ハンドヘルド装置
１５０は、タブレット１００にドッキングされる場合、開位置２５８でありうる。
【００６５】
　さらにデバイスが、図６Ｆに図示されるような開位置２５８にあるときに、ユニタリデ
ィスプレイまたは個別ディスプレイとしての画面の使用に対する同じような依存関係が、
デバイスが縦向きまたは横向きであるかどうかにも作用しうる。当然のことながら、ディ
スプレイが別個に用いられる場合、デバイスは横向きでありうるように、それぞれの個々
の画面は、横向きである。ユニタリディスプレイとして用いられる場合、デバイスは、縦
向きになりうる。いずれにしても、図６Ｆにおいて図示されるように、単一画面１４８は
、第１ディスプレイ１５８を占め、第２ディスプレイ１５９は、デスクトップ画面１３８
を表示しうる。単一画面１４８は、横または縦向きモードで表示されうる。また開方向の
デバイスは、個々のディスプレイが、横向きになるように図６Ｇに図示されるような縦向
きの両ディスプレイ１５８，１５９を占めうる複数画面アプリケーション２６０を表示し
うる。
【００６６】
　図６Ｉ～図６Ｋは、複数画面アプリケーション２６２の可能な画面配列を示す。複数画
面アプリケーション２６２は、１モードでは、デバイスが、図６Ｉに示されるような閉鎖
位置２５０にあるときに、単一ディスプレイ１５８を占めうる。すなわち複数画面アプリ
ケーション２６２は、単一画面モードでありうる。またデバイスが、図６Ｊにおいて示さ
れるように開位置２５８にあるときに、複数画面アプリケーション２６２は、それでも単
一画面モードの単一ディスプレイ１５８を占めうる。さらに複数画面アプリケーション２
６２は、デバイスが、図６Ｋに図示されるような開位置にあるときに、両ディスプレイ１
５８，１５９を占めるよう拡張されうる。この点において複数画面アプリケーション２６
２は、複数画面モードでも実行しうる。単一画面モードから複数画面モードに複数画面ア
プリケーション２６２を拡張すべく様々な選択肢が、提供されうる。
【００６７】
　たとえば複数画面アプリケーション２６２は、親画面が第１ディスプレイで表示され、
ノード画面（たとえば子画面）は第２ディスプレイ内に拡張されるように、単一ディスプ
レイで表示される単一画面モードから、２つのディスプレイで表示される２画面に最大化
されうる。この点に関して第１と第２ディスプレイに表示されるそれぞれの画面は、階層
化アプリケーションシーケンス（たとえば図５Ｂにおいて図示されるような）のうちの一
部を有する独立画面でありうる。また複数画面アプリケーションの単一画面モードは、単
一画面のコンテンツが両ディスプレイを占めるべくスケールが変更されるように、簡単に
スケール変更されうる。したがって単一画面に表示された同じコンテンツが、複数のディ
スプレイを占めるべく拡大縮小されるが、さらなる表示画面またはグラフィックスは、提
示されない。さらにまた単一画面モードから複数画面モードへの複数画面アプリケーショ
ンの最大化は、アプリケーションの可視領域の拡張をもたらしうる。たとえば複数画面ア
プリケーションが単一画面モードで表示される場合、複数画面モードへの最大化によって
、表示されるグラフィックスのスケールはそのままで複数画面アプリケーションの可視領
域が、拡張されうる。この点において複数画面アプリケーションの可視領域は、第２ディ
スプレイに拡張されうるが、拡張によるスケーリングは、一定のままである。
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【００６８】
　この点に関してアプリケーションは、アプリケーション画面の特性と動作に関する設定
可能な機能性を有しうる。たとえばアプリケーションは、単一画面アプリケーションまた
は複数画面アプリケーションになるよう設定可能でありうる。しかも複数画面アプリケー
ションは、単一画面モードと複数画面モードとの間での複数画面アプリケーションの拡張
特性に応じて設定可能でありうる。これらの設定値は、種々のアプリケーションに対して
変更されうるデフォルト値か不変値でありうる。これらの設定値は、デバイスで実行する
ときに、アプリケーションの動作を命令するようデバイス（たとえばプロセッサ１１６）
に通信されうる。
【００６９】
　図７は、ハンドヘルドコンピュータ装置によって認識されうるジェスチャ入力の様々な
グラフィック描写を示す。図示されるジェスチャは、例証であり、そのため他のジェスチ
ャが、制限なしに提供されうる。そのようなジェスチャは、上記のようなデバイスの一つ
あるいは複数のジェスチャセンサまたは他のジェスチャセンサで受信されうる。この点に
おいて図７に図示されるジェスチャを生み出すため、様々な入力機構が、用いられうる。
たとえばジェスチャを受信するためジェスチャセンサのアクティブ化にタッチペン、ユー
ザの指、あるいは他のデバイスが用いられうる。またジェスチャは、光学装置（たとえば
カメラ）によって検出されうる。ジェスチャの使用は、同じ機能を慣例的に実行するため
に必要なすべての動作を行わなくても、機能性をもたらしうる不完全な入力の使用を表わ
しうる。たとえばディスプレイ間の動きが入力として完全に受信されるように、ディスプ
レイ間の画面を選択および動かすことで、ディスプレイ間の画面の移動が、実行されうる
。しかし、そのような実行は、第１と第２ディスプレイが、その間に連続性のない別個の
ディスプレイ部分を有しうるという点において達成するのが困難でありうる。よってジェ
スチャは、フルモーションの動作を短縮しうるか同じ機能性を遂行する別の入力を提供し
うる。したがって第１と第２ディスプレイにまたがる移動は、ジェスチャが、単一ジェス
チャセンサで受信されうるようにするため、切り捨てられうる。ジェスチャ入力の使用は
、ハンドヘルドコンピュータ装置で通常提供される制限される入力とディスプレイスペー
スから考えると、全動作の入力が、実行するのが困難でありうるという点で、特にハンド
ヘルドコンピュータ装置に適している。
【００７０】
　図７を参照すると、サークル１９０は、ジェスチャセンサで受信された入力を表わしう
る。サークル１９０は、ボーダ１９２を有しうる。ボーダの幅は、入力が、固定保持され
る時間の長さを示しうる。この点に関してタップ３００は、ロングプレス３０２のボーダ
１９２’よりも幅の狭いボーダ１９２を有する。この点においてロングプレス３０２は、
タップ３００よりも長い間静止している入力を伴いうる。よって様々なジェスチャは、動
作前にジェスチャが静止している時間の長さに依存して登録されうる。
【００７１】
　ドラッグ３０４は、１方向の移動を有する入力（サークル１９０によって表わされる）
を伴う。ドラッグ３０４は、ボーダ１９２によって表わされる特定の時間量の間、ジェス
チャセンサに対して静止している開始ジェスチャ（たとえばタップ３００またはロングプ
レス３０２）を伴いうる。対照的にフリック３０６は、フリック３０６開始の、より幅の
狭いボーダ１９２”によって示されるように、ドラッグ３０４よりも短い移動前ドウェル
時間を有する入力を伴いうる。フリック３０６はまた移動１９４を有しうる。ドラッグ３
０４とフリック３０６の移動１９４方向は、ドラッグ３０４方向またはフリック３０６方
向と称せられうる。
【００７２】
　一実施形態において、移動（たとえば上記のようなフリック３０６またはドラッグ６０
４）を有するジェスチャは、単軸（たとえば横軸、縦軸、または他の軸）に沿った一方向
の移動に限定されうる。したがって第１軸に沿った方向とは異なる方向の移動は、ジェス
チャの実行中、無視されうる。この点においてジェスチャが、開始されると、初期移動が
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登録される軸に沿わない方向の移動は、無視されうるか、軸に沿った移動のベクトル成分
のみが登録されうる。
【００７３】
　図７をさらに参照すると、ピンチジェスチャ３０８およびスプレッドジェスチャ３１０
が、提供されうる。ピンチジェスチャ３０８は、一対のドラッグジェスチャ１９０ａと１
９０ｂを有しうる。最初の接触位置１９０ａと１９０ｂからの方向１９４ａと１９４ｂは
、互いに向かう方向である。これは、たとえばユーザが遂行するのに２本の指を用いる必
要がある複数タッチジェスチャでありうる。さらにスプレッドジェスチャ３１０が、提供
されうる。スプレッドジェスチャ３１０において、最初のタッチ１９０ａと１９０ｂは、
初めのタッチ後、一般に反対方向の方向１９４ａと１９４ｂの移動を有しうる。しかもピ
ンとドラッグジェスチャ３１２と３１４は、右か左のいずれかの方向で提供されうる。
【００７４】
　図７において図示されるジェスチャは、最初の入力後、水平動のみを有するが、これは
、ジェスチャを入力するときのユーザによる実際の移動ではないかもしれない。たとえば
ドラッグ３０４が、水平方向で開始されると、水平方向以外の方向の移動が、水平方向と
は異なる方向に動く画面の移動につながらない可能性がある。たとえば図８をさらに参照
すると、左から右へのドラッグ３０４’は、開始方向３５２に沿った左から右への初期移
動３５０で開始されうる。続いて、ユーザは、開始方向３５０とは異なる方向のオフ方向
移動３５４を入力しうる。この点に関してオフ方向移動３５４は、２つのディスプレイ間
のいずれの画面の移動にもつながらない可能性がある。さらにユーザは、部分的オフ方向
移動３５６を入力しうる。移動のうちのベクトル部分のみは、開始方向３５２の方向にあ
る。この点において部分的オフ方向の移動３５６のうちの一部のみが、ディスプレイ間の
画面の移動につながりうる。要するに、第１ディスプレイ１５８と第２ディスプレイ１５
９との間のアプリケーション画面の移動は、ディスプレイが配置される単軸に沿って制約
されうる。
【００７５】
　上記で手短に議論されたように、複数の同時ジェスチャ部分は、同時に受信されうる（
たとえば複数タッチ装置、または他のジェスチャセンサによって）。複数の個々のジェス
チャ部分を組み合わせるジェスチャ入力は、独自ジェスチャ入力とみなされうるとともに
、それらに関連する独自の機能性を有しうる。たとえば第１ピンとドラッグジェスチャ３
１２は、タップ３００を有する第１部分とドラッグジェスチャ３０４を有する第２部分を
有しうる。ドラッグジェスチャ３０４は一般に、ドラッグジェスチャ３０４の方向がタッ
プジェスチャ３００から離れるように、タップ３００から離れうる。また第２ピンとドラ
ッグジェスチャ３１４も、図示される。前記ジェスチャ３１４において、タップ３００が
、受信されうるとともに、ドラッグジェスチャ３０４は、タップ３００から離れて生じ、
タップ３００に向かいうる。複数部分ジェスチャの第１と第２部分は、２つの部分がイン
タフェースに対して異なる結果に作用するように異なる標的を有しうる。
【００７６】
　画面は、論理的にディスプレイに関連しうるとともに、全ての画面が、ディスプレイに
物理的にレンダリングされないにもかかわらず、互いに対して論理的に配列されうる。さ
らに図９を参照すると、この概念が、さらに図で表わされる。図９において、第１ディス
プレイ１５８は、第１アプリケーション画面（画面Ａ５１２）をアクティブに表示する。
本議論は、マスタ装置１５０の第１ディスプレイ１５８と第２ディスプレイ１５９に言及
するが、図９は、同様にスレーブ装置ディスプレイ１０６のうちの一部に適用できる。さ
らに第１アプリケーションスタック５１０が、示される。アプリケーションスタックは、
それぞれのディスプレイと画面の論理結合を維持するように機能しうる。以下で言及され
るように、この論理結合は、ディスプレイに対するアプリケーションの位置とみなされう
る。この点において「ディスプレイに位置付けられた」アプリケーションに関して述べる
場合、アプリケーションは、アプリケーションがアクティブに表示されない可能性がある
ときに、ディスプレイに論理的に関連することが意味される。
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【００７７】
　さらにアプリケーションスタックは、互いに対する画面の相対位置（つまりアプリケー
ションスタックにおける画面の順番）を論理的に維持しうる。この点において画面は、画
面がディスプレイ上に物理的にレンダリングされない可能性があるにもかかわらず、ディ
スプレイに関連したアプリケーションスタックで論理的に配置されうる。ディスプレイ制
御器または他の制御装置（たとえばプロセッサ、メモリ、またはそれらの動作的組合せ）
は、画面の論理結合を維持するように機能しうる。これは、画面とディスプレイの論理結
合と画面とメモリ中の他の画面の論理結合のうちの少なくとも一方を保存することを伴い
うる。よって画面とディスプレイの論理結合と画面と他の画面の論理結合は、画面がアク
ティブに表示されないにもかかわらず、論理的に維持されうるとともに変更されうるか、
あるいはそのいずれか一方でありうる。
【００７８】
　たとえば第１アプリケーションスタック５１０は、画面Ａ５１２、画面Ｂ５１４、およ
び画面Ｃ５１６からなる。これらの画面はすべて、第１ディスプレイ１５８に論理的に結
合される。図示されるように、アプリケーションスタック５１０の画面Ａ５１２のみが、
物理的に表示される。画面Ｂ５１４および画面Ｃ５１６は、第１ディスプレイ１５８に関
連した第１アプリケーションスタック５１０に属しうるとともに、図９において図示され
るやり方で画面Ａ５１０の後方に論理的に位置付けられうる。よって画面Ｂ５１４と画面
Ｃ５１６は、画面Ｂ５１４と画面Ｃ５１６が第１ディスプレイ１５８にアクティブにレン
ダリングされないように、画面Ａ５１２の後方に論理的に位置付けられうる。第１アプリ
ケーションスタック５１０に属するそれぞれのアプリケーションは、第１ディスプレイに
論理的に関連付けられるが、ディスプレイに現在レンダリングされないアプリケーション
は、アクティブに表示されないときに、一時停止または閉鎖されうる。またアプリケーシ
ョンは、表示されないにもかかわらず、その背後で実行し続けうる。とにかく非表示アプ
リケーションは、ユーザによって閉鎖または終了されるまで、アプリケーションスタック
５１０に存在し続けうる。
【００７９】
　第２アプリケーションスタック５２０はまた、第２ディスプレイ１５９に対して画面の
論理結合を維持すべく提供されうる。第２アプリケーションスタック５２０は、画面Ｘ５
２２，画面Ｙ５２４，および画面Ｚ５２６からなり、上記の第１アプリケーションスタッ
ク５１０に類似の方法で動作しうる。それぞれの画面Ａ５１２，画面Ｂ５１４，画面Ｃ５
１６，画面Ｘ５２２，画面Ｙ５２４、および画面Ｚ５２６は、個々のアプリケーションに
対応しうる。図示されるように、画面Ｘ５２２が、現在表示される。画面Ｙ５２４と画面
Ｚ５２６は、第２ディスプレイ１５９に論理結合し、さらに図９において図示されるよう
に画面Ｘ５２２の後方に論理的に位置付けられる。したがって第２アプリケーションスタ
ック５２０のそれぞれのアプリケーションは、第２ディスプレイ１５９に配置されるが、
１つのアプリケーションしか、ディスプレイ上にアクティブにレンダリングされ得ない。
【００８０】
　ディスプレイに対する画面の配置（すなわち論理結合）とアプリケーションスタック５
１０，５２０内での画面の配置（すなわち論理結合）は、ドラッグジェスチャを介する画
像操作、ディスプレイ上にレンダリングされた既存画面の上部に新アプリケーションを開
くこと、あるいは画面を第１ディスプレイ１５８と第２ディスプレイ１５９との間を動か
す他の操作手段を有する様々な方法によって到達されうる。
【００８１】
　非表示アプリケーションがアプリケーションスタックに留まるように、アプリケーショ
ンが、ディスプレイに関連するアプリケーションスタックに存在するという上記を踏まえ
ると、ユーザがアプリケーションを第１アプリケーションスタックから第２アプリケーシ
ョンスタックに動かしうるように、ディスプレイ間のアプリケーション操作を可能にする
ことが、望ましいか有利になりうる。アプリケーションスタック間のアプリケーションの
移動は、たとえばジェスチャ入力を経由して達成されうる。
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【００８２】
　ディスプレイ上での画面のジェスチャに基づく制御と複数ディスプレイ装置でのアプリ
ケーション管理に関するいくつかの出願書類は、本出願人によって提出されている。たと
えばこれらの出願書類には、２０１０年１１月１７日出願の「複数画面ユーザインタフェ
ースのジェスチャ制御（ＧＥＳＴＵＲＥ ＣＯＮＴＲＯＬＳ ＦＯＲ ＭＵＬＴＩ-ＳＣＲＥ
ＥＮ ＵＳＥＲ ＩＮＴＥＲＦＡＣＥ）」という表題の特許文献２、２０１０年１１月１７
日出願の「一つあるいは複数のディスプレイを再配置するジェスチャ制御画面（ＧＥＳＴ
ＵＲＥ ＣＯＮＴＲＯＬＬＥＤ ＳＣＲＥＥＮ ＲＥＰＯＳＩＴＩＯＮＩＮＧ ＦＯＲ ＯＮ
Ｅ ＯＲ ＭＯＲＥ ＤＩＳＰＬＡＹＳ）」という表題の特許文献３、２０１０年１１月１
７日出願の「複数画面階層化アプリケーションのジェスチャ制御（ＧＥＳＴＵＲＥ ＣＯ
ＮＴＲＯＬＳ ＦＯＲ ＭＵＬＴＩ-ＳＣＲＥＥＮ ＨＩＥＲＡＲＣＨＩＣＡＬ ＡＰＰＬＩ
ＣＡＴＩＯＮＳ）」という表題の特許文献４、２０１０年１１月１７日出願の「方位性制
御による複数画面ユーザインタフェース（ＭＵＬＴＩ-ＳＣＲＥＥＮ ＵＳＥＲ ＩＮＴＥ
ＲＦＡＣＥ ＷＩＴＨ ＯＲＩＥＮＴＡＴＩＯＮ ＢＡＳＥＤ ＣＯＮＴＲＯＬ）」という表
題の特許文献５、２０１０年１１月１７日出願の「ジェスチャに基づくアプリケーション
管理（ＧＥＳＴＵＲＥ ＢＡＳＥＤ ＡＰＰＬＩＣＡＴＩＯＮ ＭＡＮＡＧＥＭＥＮＴ）」
という表題の特許文献６、２０１０年１１月１７日出願の「スクリーンスパニングアイコ
ンモーフィングとのユーザインタフェース（ＵＳＥＲ ＩＮＴＥＲＦＡＣＥ ＷＩＴＨ Ｓ
ＣＲＥＥＮ ＳＰＡＮＮＩＮＧ ＩＣＯＮ ＭＯＲＰＨＩＮＧ）」という表題の特許文献７
、２０１０年１１月１７日出願の「積層アプリケーション管理のユーザインタフェース（
ＵＳＥＲ ＩＮＴＥＲＦＡＣＥ ＷＩＴＨ ＳＴＡＣＫＥＤ ＡＰＰＬＩＣＡＴＩＯＮ ＭＡ
ＮＡＧＥＭＥＮＴ）」という表題の特許文献８、および２０１０年１１月１７日出願の「
独立ドロワ制御のユーザインタフェース（ＵＳＥＲ ＩＮＴＥＲＦＡＣＥ ＷＩＴＨ ＩＮ
ＤＥＰＥＮＤＥＮＴ ＤＲＡＷＥＲ ＣＯＮＴＲＯＬ）」という表題の特許文献９が包含さ
れる。一つ一つの上記の出願書類はすべて、本明細書において参考文献によって盛り込ま
れている。
【００８３】
　上記の議論は、複数の異なるディスプレイ装置で表示されるような画面の制御と管理に
ついて言及したが、当然のことながら、上記で議論されたユーザインタフェースは、ドッ
キングされたマスタ装置とは異なる数のディスプレイを有するスレーブ装置で用いられる
ように適合されうる。この点において異なるディスプレイ上に表示されると先に議論され
た画面は、ディスプレイのうちの一部（たとえばスレーブ装置のユニタリディスプレイの
うちの一部）上にレンダリングされるように適合されうる。したがってマスタ装置のディ
スプレイに対する画面の可能な配置および移動に関する上記の議論は同様に、スレーブ装
置のディスプレイのうちの一部に対する画面の移動に適用可能でありうる。たとえばスレ
ーブ装置のディスプレイは、マスタ装置のディスプレイ数に対応する部分数に分割されう
る。よってマスタ装置の所定ディスプレイ上に表示された画面は、マスタ装置がスレーブ
装置にドッキングされると、スレーブ装置のディスプレイのうちの対応部分上に表示され
うる。
【００８４】
　２つのタッチ画面ディスプレイを有するハンドヘルド装置型のマスタ装置と、タブレッ
ト型のスレーブ装置を伴う上記の実施例を続けると、マスタ装置１５０は、図１０におい
て図示されるようにタブレット１００にドッキングされうる。図１０から理解されうるよ
うに、ハンドヘルド装置１５０は、いくつかの入力装置（たとえばハードウエアボタン１
３４）を有しうる。タブレット１００は、対応入力装置１１６を有しうる。さらに図１１
を参照すると、ハンドヘルド装置１５０は、第１ディスプレイ１５８と第２ディスプレイ
１５９上にそれぞれ表示されるアプリケーション１４８Ａと１４８Ｂが、ドッキング後に
続いてタブレット１００のディスプレイ１０６の第１部分１０６Ａと第２部分１０６Ｂに
表示されるように、タブレット１００にドッキングされうる。この点に関して第１アプリ
ケーション１４８Ａと第２アプリケーション１４８Ｂは、単一画面モードで実行する単一
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または複数画面アプリケーションでありうる。よってハンドヘルド装置１５０が、タブレ
ット１００にドッキングされると、アプリケーション１４８Ａと１４８Ｂは、単一画面モ
ードのままでありうるとともに、ディスプレイ１０６のうちのそれぞれの部分で表示され
うる。
【００８５】
　ハンドヘルド装置１５０が、第２位置（たとえばディスプレイ１５８と１５９の両方が
、ハンドヘルド装置１５０の片側から視認可能なような開位置）にありうることは、図１
１から理解されよう。しかもハンドヘルド装置１５０のドッキング位置は、ディスプレイ
１５８と１５９が、ディスプレイ１０６の対応部分とは異なる向きにあるようにできるこ
とも、理解されよう。つまりドッキング時、ハンドヘルド装置１５０のディスプレイ１５
８と１５９は、横向きでありうるが、タブレット１００の対応部分１０６Ａと１０６Ｂは
、縦向きでありうる。したがってハンドヘルド装置１５０が、ドッキングされると、アプ
リケーション１４８Ａと１４８Ｂは、縦向きで表示されるように修正されうる。当然のこ
とながら、この限りではない可能性がある。つまりディスプレイ１５８と１５９の向きは
、ハンドヘルド装置１５０がドッキング位置にあるときに、タブレット１００のそれぞれ
の部分１０６Ａと１０６Ｂと同じでありうる。またハンドヘルド装置１５０上に表示され
、続いてドッキング後のタブレット１００上に表示される第１アプリケーション１４８Ａ
および第２アプリケーション１４８Ｂとの関連において上記で議論されているが、当然の
ことながら、同様の動作がいずれかの画面（たとえばデスクトップ、複数画面モードで実
行する複数画面アプリケーション、空の画面など）で示されうる。
【００８６】
　タブレット１００のディスプレイ１０６は、ハンドヘルド装置１５０のディスプレイ１
５８または１５９のいずれかとは異なる寸法を有しうる。さらに第１と第２ディスプレイ
１５８と１５９の集合的表示領域は、ディスプレイ１０６の表示領域とは異なりうる。た
とえばハンドヘルド装置１５０のそれぞれのディスプレイ１５８と１５９は、たとえば４
８０画素×８００画素でありうる。したがってディスプレイ１５８と１５９によって定義
される集合的表示領域は、この実施例において９６０画素×８００画素でありうる。しか
し、タブレット１００のディスプレイ１０６は、たとえば１２００画素×８００画素の表
示領域を有しうる。この点に関してアプリケーションは、ハンドヘルド装置１５０が、タ
ブレットにドッキングされると、タブレット１００のディスプレイ１０６上に表示される
ように適当にスケールが変更されうる。
【００８７】
　たとえば図１２と図１３は、それぞれ縦向きと横向きのディスプレイ１０６上に表示さ
れる単一アプリケーション２６２を示す。図１２と図１３は、本来のサイズ（たとえば単
一画面モードの場合、４８０画素×８００画素、複数画面モードでは９６０×８００画素
）の単一アプリケーション２６２（たとえばこの場合において単一画面モードか複数画面
モードで実行されうる二画面アプリケーション）が、タブレット１００のディスプレイ１
０６全体を占有しない可能性があることを示す。よって未使用のディスプレイスペース４
００が、存在しうる。したがって入力フィールド４０２（たとえばコンピュータ上に表わ
されたボタン）は、アプリケーション２６２の全画面表示（図１２と図１３の右側に図示
されるような）と、アプリケーション２６２の本来のサイズとを切替えるように提供され
うる。全画面表示領域を占めるアプリケーション２６２の最大化は、アプリケーションの
単なるスケーリングまたは複数の個別ディスプレイにまたがるアプリケーションの最大化
に関して上記で議論されたように、アプリケーションの可視領域の拡張によって達成され
うる。さらに図１２と図１３の右側に示されるような全画面モードになると、アプリケー
ション２６２の本来のサイズに復帰すべく入力フィールド（たとえば入力フィールド４０
２に類似）が、提供されうる。
【００８８】
　さらに図１４を参照すると、二画面アプリケーションは、タブレット１００の向きに基
づいてタブレット１００のディスプレイ１０６上に表示されうる。この点においてハンド
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ヘルド装置１５０の加速度計１７８（図２において示される）は、ハンドヘルド装置がタ
ブレット１００にドッキングされると、タブレット１００の向きを決定するように機能し
うる。図１４の左側に示されるように、タブレット１００が縦向き２５２の場合、アプリ
ケーション２６２は、アプリケーション２６２が実質的にディスプレイ１０６全体を占め
るように（たとえば図１２と１３に関して上記で議論されたように）、単一画面モードで
示されうる。図１４の右側に示される横向き２５４へのタブレット１００の回転によって
、アプリケーション２６２は、第１画面２６２Ａがディスプレイ１０６のうちの第１部分
１０６Ａに表示され、第２部分２６２Ｂがディスプレイ１０６のうちの第２部分１０６Ｂ
に示されるように、複数画面モードに変化しうる。これは、縦向きから横向きに回転する
場合のハンドヘルド装置１５０の動作を模倣しうる。
【００８９】
　しかし、タブレット１００上に表示される場合、アプリケーション２６２の単一画面モ
ードから複数画面モードへの変化は、部分１０６Ａと１０６Ｂがタブレット上で等しいサ
イズにならない可能性があるという点で、ハンドヘルド装置１５０に対して生じうる対応
の変化とは異なりうる。つまりアプリケーション２６２が、ハンドヘルド装置１５０の第
１と第２ディスプレイ１５８と１５９上に表示される場合に複数画面モードに変化すると
、アプリケーション２６２のうちのそれぞれの部分２６２Ａと２６２Ｂはそれぞれ、ディ
スプレイ１５９と１５９のうちの対応する１つ上で表示されうるので、同じサイズ（たと
えば４８０画素×８００画素）になりうる。図１５において示されるように、ディスプレ
イ１０６の第１部分１０６Ａは、ディスプレイ１０６の第２部分１０６Ｂとは異なるサイ
ズになりうる。したがってアプリケーション２６２のうちのそれぞれの画面２６２Ａと２
６２Ｂは、異なるサイズでありうる。たとえば図１５において示されるように、第１画面
２６２Ａは、４８０画素×８００画素でありうる。第２画面２６２Ｂは、８００画素×８
００画素でありうる。複数画面アプリケーションのそれぞれの部分１０６Ａと１０６Ｂの
サイズは、変化しうる。たとえば異なるアプリケーションは、タブレットディスプレイ１
０６のうちのそれぞれの部分１０６Ａと１０６Ｂに対して異なるサイズを命令しうる。こ
れは、タブレットディスプレイ１０６のうちの一部が仮想のため、可能でありうるととも
に、ソフトウエアによって制御されうる。よって付加的画面および部分（たとえば２つよ
りも多くの画面）は、ディスプレイ１０６のうちの対応部分で表示されうる。
【００９０】
　さらに図１６を参照すると、ジェスチャ入力は、タブレットディスプレイ１０６上に表
示される画面の変更に用いられうる。ジェスチャ入力を用いるタブレット１００の操作は
、上記の参考文献によって盛り込まれた出願書類において議論された全てのジェスチャ入
力を包含しうる。図１６に示される一特定実施例においてタブレット１００は、ディスプ
レイ１０６上にアプリケーションＸ５２２を表示しうる。上記の図９において言及された
ように、アプリケーションの向き（たとえばアプリケーションの論理的順序）は、メモリ
に維持されうる。よってアプリケーションＹ５２４，アプリケーションＡ５１２，および
アプリケーションＺ５２６は、明確にするために図１６に図示されるが、アプリケーショ
ンＸ５２２に対するアプリケーションの論理位置（たとえば左か右に）のみを表わしうる
。図１６の上部でドラッグジェスチャ３０４が、受信されうる。それに応じてアプリケー
ションＡ５１２は、ドラッグ３０４の受信後、ディスプレイ１０６上に表示されうる。図
１３の上部と下部との間のアプリケーションスタックの移動から理解されうるように、ア
プリケーションの論理位置は、ドラッグ３０４の受信後、維持されうる。この点において
ジェスチャは、テーブル１００のディスプレイ１０６上に表示されるアプリケーションの
変更に用いられうる。
【００９１】
　図１７をさらに参照すると、図９において示されるようなアプリケーションの論理位置
は、タブレットディスプレイ１０６上に物理的に表示されうる。たとえば図１７は、タブ
レットディスプレイ１０６の第１部分１０６Ａに表示されるアプリケーションＣ５１６と
、タブレットディスプレイ１０６の第２部分１０６Ｂに表示されるアプリケーションＡ５
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１２とを示す。第１部分１０６Ａと第２部分１０６Ｂは、任意の適当なサイズに設定され
うるので（たとえば物理的ハードウエア限界によって制約されない）、さらなるディスプ
レイスペースは、アクティブに表示されない他のアプリケーションの表示に充てられうる
。たとえばアプリケーションＣ５１６とアプリケーションＡ５１２は、本来の４８０画素
×８００画素サイズで表示されるという可能性がある。したがってディスプレイ１０６の
９６０画素×８００画素のみが、アプリケーションＡ５１２とアプリケーションＣ５１６
によって占められる。ディスプレイ１０６が１２００画素×８００画素の実施形態におい
て、ディスプレイ１０６のうちの残りの部分は、アクティブに表示されない他のアプリケ
ーションの表示に充てられうる。たとえばディスプレイ１０６は、ディスプレイの第１部
分１０６Ａにおいて、アプリケーションＣ５１６の左側にアプリケーションＢ５１４とア
プリケーションＹ５２４を示しうる。またアプリケーションＸ５２２とアプリケーション
Ｚ５２６は、アプリケーションＡ５１２の右側にありうる。アクティブに表示されないア
プリケーション（たとえば第１部分１０６Ａと第２部分１０６Ｂにおいてアクティブに表
示される画面の右側か左側に）は、アプリケーションを表示したもの（たとえば画面ショ
ット、アイコン、またはいくつかのその他の適当に表示されたもの）でありうる。
【００９２】
　また図１７において示されるように、ドラッグ３０４などのジェスチャは、アクティブ
に表示された画面を変更すべく受信されうる。したがって図１７において受信されたドラ
ッグジェスチャ３０４は、第１ディスプレイ部分１０６Ａに移動するアプリケーションＡ
５１２と、第２ディスプレイ部分１０６Ｂに移動するアプリケーションＸ５２２とをもた
らしうる。さらに図１８を参照すると、表示されるアプリケーションの論理位置に加えて
、デスクトップ画面１３８も、アプリケーションスタックにおいて提供されうる。よって
デスクトップ１３８は、第１または第２ディスプレイ部分１０６Ａと１０６Ｂのうちの１
つに表示されうる。
【００９３】
　図１７と図１８において示される設定は、ユーザによるコマンドでアクティブ化されう
る。たとえば特定のジェスチャ（たとえばピンチ３０８、スプレッド３１０など）は、ア
プリケーションの論理位置が示される設定をアクティブ化しうる。さらに画面の論理位置
がディスプレイ１０６上に示されないような第１と第２部分１０６Ａと１０６Ｂが、ディ
スプレイ１０６の実質的全てを占めるべく拡大するように、コマンドは、図１７と１８に
おいて示される設定を終了させうる。したがって第１部分１０６Ａと１０６Ｂにおいてア
クティブに表示された画面は、全ディスプレイ１０６を占めるように拡張されうる。この
点に関して図１７と図１８において示される設定が、選択され、ジェスチャを用いて画面
がナビゲートされうる。さらに所望の画面が表示されると、画面は、全ディスプレイ１０
６（たとえば図１９と図２０において示されるように）を占めるように最大化されうる。
【００９４】
　引続き図１９と図２０を参照すると、図１９は、縦向きのタブレット１００を示し、図
２０は、横向きのタブレット１００を示す。第１部分１０６Ａと第２部分１０６Ｂは、タ
ブレットディスプレイ１０６全体を集合的に占めうる。よって第１部分１０６Ａと第２部
分１０６Ｂは、上記で議論された第１ディスプレイ１５８と第２ディスプレイ１５９に対
応するとともにそれらに類似する方法で作動しうる。たとえば単一複数画面アプリケーシ
ョンは、第１と第２部分１０６Ａと１０６Ｂの両方にまたがって最大化されうる。単一画
面アプリケーション１４８は、第１部分１０６Ａと第２部分１０６Ｂの両方を占めるよう
に最大化されうる（図２１において示されるように）。第１アプリケーション１４８は、
第１ディスプレイ部分１０６Ａに表示されうるとともに、デスクトップ画面１３８は、第
２部分１０６Ｂに表示されうる（図１９に示されるように）。あるいは第１アプリケーシ
ョン１４８Ａは、第１ディスプレイ部分１０６Ａに表示されうるとともに、第２アプリケ
ーション１４８Ｂは、第２部分１０６Ｂに表示されうる。図１９と図２０を参照すると、
フォーカスインジケータ４０４は、ディスプレイ１０６上に表示されたどの画面が、デバ
イスの焦点であるか（たとえばどの画面が、デバイスからの入力をアクティブに受信して
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いるか）をユーザに示すべく提供されうる。フォーカスインジケータ４０４は、フォーカ
スインジケータ４０４の表示に充てられるディスプレイ１０６のうちの一部でありうるか
、ディスプレイ１０６から切離して提供されうる（たとえばディスプレイ１０６に隣接し
て提供される光か他のインジケータ）。当然のことながら、どの画面がデバイスの焦点で
あるか、をあえて示す必要がないような単一アプリケーションが、図２１に示されるよう
にディスプレイ１０６全体を占める場合、フォーカスインジケータ４０４は、アクティブ
ではない可能性がある。
【００９５】
　さらに図１９を参照すると、デスクトップ画面１３８が、第１または第２部分１０６Ａ
または１０６Ｂのうちの１つを占めるときに、デスクトップ画面に関連する機能性は、ア
クティブでありうる。たとえばデスクトップ１３８上に出現するアイコン４０６は、ユー
ザによって選択されうる。さらにデスクトップ上に出現するウィジェット（図１９におい
て図示されない）は、アクティブでありうるとともに、情報を表示するか、双方向の機構
をユーザに提供しうる。しかも図２２に示されるように、デスクトップ１３８は、ディス
プレイの第１部分１０６Ａと第２部分１０６Ｂの両方を占めうる。デスクトップ１３８は
、図２２の左側に示されるような縦向きで示されうるか、図２２の右側に示されるような
横向きで示されうる。
【００９６】
　図２３Ａは、図５Ａにおいて上で述べたようなデスクトップシーケンス１３６を示す。
デスクトップ画面１３８Ｃと１３８Ｄは、ハンドヘルド装置１５０の第１ディスプレイ１
５８と第２ディスプレイ１５９上にアクティブに表示されうる。デスクトップシーケンス
１３６における他のデスクトップ画面の論理位置も図示される。それぞれのデスクトップ
画面１３８は、それぞれのデスクトップ画面１３８上に出現する種々の情報にアクセスす
べく、ディスプレイ１５８と１５９との間を選択的に移動しうるように様々な情報（たと
えば独自ウィジェット、独自情報、独自アイコンなど）をスクトップ画面１３８が有しう
ることは、理解されうる。この原理は、図２３Ｂにおいて示されるタブレット１００の関
連において当てはまる。よってデスクトップ画面（たとえば１３８Ｃと１３８Ｄ）のうち
のそれぞれ１つは、ディスプレイ１０６の第１部分１０６Ａと第２部分１０６Ｂに表示さ
れうる。同様にデスクトップ画面１３８は、それぞれのデスクトップ画面１３８にアクセ
スすべく部分１０６Ａと１０６Ｂとの間を選択的に移動しうる。当然のことながら、それ
ぞれのデスクトップ画面１３８は、部分１０６Ａと１０６Ｂ上に表示されるように適当に
スケールが変更されうるので、上記で議論されるような第１および第２ディスプレイ１５
８と１５９よりも大きなサイズでありうる。
【００９７】
　また図２４において示されるように、デスクトップ画面１３８は、ハンドヘルド装置１
５０の第１ディスプレイ１５８と第２ディスプレイ１５９に示されるようなそれら本来の
サイズのままでありうる。この点においてタブレットディスプレイ１０６の第１部分１０
６Ａと第２部分１０６Ｂは、本来のサイズのデスクトップ画面１３８で維持されうる（た
とえば４８０画素×８００画素）。よってタブレットディスプレイ１０６は、上記で議論
されるような第１ディスプレイ１５８と第２ディスプレイ１５９との集合的表示領域より
も大きくなりうるので、第３および第４部分１０６Ｃと１０６Ｄが、残りうる。したがっ
て他のデスクトップ画面１３８のうちの一部は、第３および第４部分１０６Ｃと１０６Ｄ
に表示されうる。この点に関して全体が見えないデスクトップ画面（たとえば図２４にお
けるデスクトップ画面１３８Ｂと１３８Ｅ）は、完全に示されるのではなく、「暗示」さ
れうる。暗示されたデスクトップ画面１３８Ｂと１３８Ｅの機構（たとえばウィジェット
、アイコンなど）は、部分ビューの場合、アクティブではないかもしれないが、第１部分
１０６Ａまたは第２部分１０６Ｂのうちの１つに移動すれば、アクティブになりうる。
【００９８】
　図２５を参照すると、タブレット１００は、ユーザからの入力の受信用キーボード４０
８を表示するように機能しうる。キーボード４０８は、タブレットディスプレイ１０６の
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第２部分１０６Ｂに提供されうる。この点において第２部分１０６Ｂは、キーボード４０
８のサイズに一致するようにスケールが変更されうる。第１部分１０６Ａは、キーボード
入力の標的である別の画面を表示しうる。たとえば図示されるように、第１部分１０６Ａ
は、デスクトップ画面１３８を有するが、単一画面アプリケーション、単一画面モードで
動作する複数画面アプリケーション、複数画面モードで動作する複数画面アプリケーショ
ン、または他の適当な画面が、第１部分１０６Ａにおいて表示されうる。しかも第１部分
１０６Ａはさらに、上記される方法で動作する付加的画面部分に分割されうる。それぞれ
の付加的部分は、部分１０６Ｂにおいてキーボードを同時に表示しながらアプリケーショ
ンの画面を表示するよう働きうる。さらに図２６を参照すると、第１部分１０６Ａは、第
２部分１０６Ｂに表示されるキーボード４０８を維持しながら、図１７と図１８に対して
上記されたように第１部分１０６Ａに関連する画面の論理位置を表示しうる。
【００９９】
　図２７は、タブレット１００のドロワ（ｄｒａｗｅｒ）４１０の動作の一実施形態を示
す。ドロワは、一般的にユーザにとって有用なデータまたは情報を含有しうる選択的に表
示可能な画面を描写しうる。ドロワは、ユーザがグラフィック部分を操作することで開か
れうる（つまり選択的に表示される）。たとえばハンドルまたは他のグラフィック部分は
、ドロワにアクセスするために提供されうる。この点においてドロワは、レンダリングさ
れるディスプレイがドロワのコンテンツを示すべく非表示から開かれるドロワに類似する
ように、（たとえばディスプレイの周辺部から）ディスプレイ上のビュー内に開かれるよ
うに機能しうる。ユーザは、ドロワを開けるようにする（すなわちビュー内にスライドす
る）ハンドルまたは他のグラフィック部分を選択することでドロワを開くドラッギングに
よってドロワにアクセスしうる。よってドロワは、ディスプレイのうちの大部分を占める
ように開かれうるか、ディスプレイのうちの一部に広がる一部の範囲にのみ部分的に開か
れうる。それに続くユーザの入力で、ドロワをその最初の非表示位置に戻せるようにしう
るので、ドロワを開くことで覆い隠された画面が見えるようになる。
【０１００】
　この点に関してドロワは、ユーザによってアクセスされうるとともに、様々な情報また
はデータを含有しうる。たとえばハンドヘルドコンピュータ装置で実行されうるとともに
、ハンドヘルドコンピュータ装置に保存されるアプリケーションのリストを有するアプリ
ケーションデータを含有し、続いて表示するドロワが、開かれうる。このリストは、テキ
ストリストでありうるか、アプリケーションに対応するアイコンを有しうる。アプリケー
ションは、ドロワが開いているときにアプリケーションを選択することで、ドロワから直
接起動されうる。付加的に、あるいは代替的に、ドロワは、例として通知データ、連絡先
データ、カレンダデータ、気象データ、またはユーザがアクセスしうる他の適当なデータ
などの他のデータを含有しうる。たとえば通知データは、ハンドヘルドコンピュータ装置
によって送受信されたメッセージ（たとえばＳＭＳメッセージ、音声メール、Ｅメール、
チャットなど）に関する情報を有しうる。連絡先データは、デバイスに保存された住所録
また同種のものの連絡先情報を有しうる。さらにクイックアクセスが提供されうる他の様
式の情報は、ドロワにおいて提供されうる。ドロワは、ユーザによって選択されうるリン
クまたは他のオブジェクトをさらに含有しうる。
【０１０１】
　たとえばメッセージ通知（たとえばＳＭＳメッセージ、Ｅメールなどの受信による）は
、ユーザがアクセスしうる通知ドロワにおいて表示されうる。ドロワは、それぞれの対応
メッセージに関する情報（たとえばメール件名、受信時刻、送信者など）を有する受信メ
ッセージのリストを含有しうる。さらにメッセージ通知は、リンクされたオブジェクトで
ありうる。メッセージを選択すると、メッセージアプリケーションは、ユーザが、フルメ
ッセージを読んだり、返信したりなどをしうるように実行するか、前景に移動される。図
２７から理解されうるように、ドロワ４１０は、縦向きか横向きのいずれかでアクセスさ
れうる。
【０１０２】



(28) JP 5827337 B2 2015.12.2

10

20

30

40

　ディスプレイ１０６の上部に沿ってステータスバー部分がありうる。ステータスバー部
分４１２は、限定されないが、セル方式信号強度、バッテリ寿命情報、セルラー電話会社
情報、ハンドヘルドコンピュータ装置によって実行されるサービス、および他の関連情報
を有する様々な情報をユーザに表示しうる。ドラッグジェスチャ３０４Ａは、たとえばス
テータスバー部分４１２のすぐ近傍で生じ、一般に下向きでありうる（つまりステータス
バー部分４１２とは向かい側のディスプレイ１０６の下部に向かって）。その結果、ドロ
ワ部分４１０が、ディスプレイ１０６において開かれうる。したがってディスプレイ１０
６によって先に表示された画面（たとえばデスクトップ画面１３８）は、ドロワ部分４１
０によって覆われる。別の実施形態において、ドロワ部分４１０は、部分的に開かれるこ
とで、ディスプレイ１０６のうちの一部だけを覆いうる。図２７において図示されるよう
に、ドラッグジェスチャ３０４Ａは、続いてハンドル４１４に適用されることで、ドロワ
部分４１０のサイズを変更しうる。ドロワ部分４１０は、上記のような情報を有しうる。
ハンドル４１４は、ドロワ部分４１０の下部に提供されうる。ステータス部分４１２は、
図２７に示されるように画面の上部に表示されたままでありうる。ドロワ部分４１０は、
続いてドロワ部分４１０を閉じるため、ハンドル４１４付近で生じる上向きの（すなわち
ステータスバー部分４１２に隣接したディスプレイ１０６の上部に向かう）ジェスチャ（
たとえばドラッグ３０４Ｂ）によって閉じられうる。
【０１０３】
　ドロワ４１０は、いくつかの設定制御４１６も有しうる。たとえばこれらの設定制御４
１６は、ワイファイ（ＷｉＦｉ）無線機、ブルートゥース（ＢＬＵＥＴＯＯＴＨ（登録商
標））無線機、またはハンドヘルド装置１５０の他の構成要素などのオンかオフの切替え
など標準装置機能の制御に用いられうる。設定制御４１６は、画面を固定しうる画面ロッ
クトグルも有しうるので、デバイスの方向変化で画面を回転できないようにする。アクテ
ィブ化されると、対応画面ロックアイコンが、ステータスバー４１２に表示されうる。設
定制御４１６は、単一／２アプリケーショントグルも有しうる。したがってタブレット１
００の様々な表示状態を設定できるようにしうる（たとえば単一アプリケーションが、デ
ィスプレイ１０６のうちの実質的全てを占める単一アプリケーションモード、１つよりも
多くのアプリケーションが、ディスプレイ１０６の対応部分で表示される２アプリケーシ
ョンモード、および単一アプリケーションが表示されるとともに、ジェスチャ入力を用い
て修正されることができない単一アプリケーションロック）。また設定制御４１６は、タ
ブレット１００とハンドヘルド装置１５０のうちの少なくとも一方の電源管理オプション
を有しうる。
【０１０４】
　本発明は、図面と上記の説明で詳細に例示および記載されてきたが、そのような例示お
よび記載は、特徴の限定と考えるべきではなく、例示として考えられるべきである。たと
えば本明細書において上記された特定の実施形態は、他の記載実施形態と組み合わされう
るとともに他の方法（たとえばプロセス成分が、他のシーケンスで実行されうる）で配列
されうるか、そのいずれか一方でありうる。したがって当然のことながら、好適実施形態
とその変形のみが示されるとともに記載されており、本発明の趣旨内に入る全ての変更と
修正が、保護されるよう求められる。
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