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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　電子機器に用いられる画面分割表示方法であって、
　マルチタスク管理インターフェースを表示するようトリガするための操作信号を受信す
るステップと、
　取得した、前記電子機器で動作しているアプリケーションがそれぞれ表示されている前
記マルチタスク管理インターフェースを表示するステップと、
　動作中である第１アプリケーションおよび動作中である少なくとも１つの第２アプリケ
ーションをユーザが選択したと検出された場合、前記第１アプリケーションと前記少なく
とも１つの第２アプリケーションとに基づいて画面分割表示インターフェースを生成する
ステップと、
　前記画面分割表示インターフェースを表示し、前記画面分割表示インターフェースで前
記第１アプリケーションと前記少なくとも１つの第２アプリケーションとを同時に動作さ
せて表示するステップと、を含み、
　上記した動作中である第１アプリケーションおよび動作中である少なくとも１つの第２
アプリケーションをユーザが選択したと検出された場合、前記第１アプリケーションと前
記少なくとも１つの第２アプリケーションとに基づいて画面分割表示インターフェースを
生成するステップは、
　動作中である第１アプリケーションおよび動作中である少なくとも１つの第２アプリケ
ーションをユーザが選択したと検出された場合、前記マルチタスク管理インターフェース
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において前記第１アプリケーションと前記少なくとも１つの第２アプリケーションとに基
づいて画面分割表示インターフェースに対応するプレビューインターフェースを生成する
ようトリガするステップを含むことを特徴とする画面分割表示方法。
【請求項２】
　上記した前記マルチタスク管理インターフェースにおいて前記第１アプリケーションと
前記少なくとも１つの第２アプリケーションとに基づいて画面分割表示インターフェース
に対応するプレビューインターフェースを生成するようトリガするステップは、
　前記第１アプリケーションおよび前記少なくとも１つの第２アプリケーションを順次繋
ぎ合わせて、且つ、前記第１アプリケーションおよび前記少なくとも１つの第２アプリケ
ーションの繋ぎ合わせ順に従って前記プレビューインターフェースが第１表示領域と第２
表示領域とに分かれるように、画面分割表示インターフェースに対応するプレビューイン
ターフェースを生成するステップを含み、
　前記第１表示領域に前記第１アプリケーションを表示し、前記第２表示領域に前記少な
くとも１つの第２アプリケーションを表示することを特徴とする請求項１に記載の画面分
割表示方法。
【請求項３】
　前記画面分割表示インターフェースを表示し、前記画面分割表示インターフェースに前
記第１アプリケーションと前記少なくとも１つの第２アプリケーションとを同時に動作さ
せて表示するステップは、
　前記プレビューインターフェースのページレイアウトに従って前記画面分割表示インタ
ーフェースを表示するように前記電子機器を制御するステップを含み、前記画面分割表示
インターフェースの第１分割領域で前記第１アプリケーションを動作させて表示し、前記
画面分割表示インターフェースの第２分割領域で前記少なくとも１つの第２アプリケーシ
ョンを動作させて表示することを特徴とする請求項２に記載の画面分割表示方法。
【請求項４】
　前記画面分割表示インターフェースは、多機能仮想キーを含み、前記多機能仮想キーは
、画面分割退出ウィジェットと交換ウィジェットと切替ウィジェットセットとのうちの少
なくとも１つを表示するようにガイドし、
　表示中の前記画面分割退出ウィジェットがトリガされると、前記画面分割表示インター
フェースから退出するように制御し、
　表示中の前記交換ウィジェットがトリガされると、前記画面分割表示インターフェース
における第１分割領域と第２分割領域とが分割領域に表示されているアプリケーションを
互いに交換するように制御し、
　前記切替ウィジェットセットは、前記第１分割領域に表示されている第１アプリケーシ
ョンを切り替えるための第１切替ウィジェットと、前記第２分割領域に表示されている前
記少なくとも１つの第２アプリケーションを切り替えるための第２切替ウィジェットとを
含み、
　前記第１切替ウィジェットがトリガされると、前記第１分割領域に動作して表示されて
いる第１アプリケーションを第３アプリケーションに切り替え、前記第２切替ウィジェッ
トがトリガされると、前記第２分割領域に表示されている少なくとも１つの第２アプリケ
ーションを少なくとも１つの第４アプリケーションに切り替えることを特徴とする請求項
１から３の何れか一項に記載の画面分割表示方法。
【請求項５】
　前記画面分割表示インターフェースから退出するように制御することは、
　前記第１分割領域に動作して表示されている前記第１アプリケーションを前記電子機器
がフル画面表示するように制御し、且つ前記第２分割領域に動作して表示されている前記
少なくとも１つの第２アプリケーションがバックグラウンドに回って動作するように制御
することを含み、または、
　前記電子機器がデスクトップをフル画面表示するように制御し、且つ前記第１アプリケ
ーションおよび前記少なくとも１つの第２アプリケーションがバックグラウンドに回って
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動作するように制御することを含み、または、
　前記第１分割領域に動作して表示されている前記第１アプリケーションがバックグラウ
ンドに回って動作するように制御し、且つ前記第２分割領域に動作している前記少なくと
も１つの第２アプリケーションのみを前記電子機器が表示するように制御することを含む
ことを特徴とする請求項４に記載の画面分割表示方法。
【請求項６】
　電子機器に用いられる画面分割表示装置であって、
　マルチタスク管理インターフェースを表示するようトリガするための操作信号を受信す
るように構成される取得モジュールと、
　取得した、前記電子機器で動作しているアプリケーションがそれぞれ表示されている前
記マルチタスク管理インターフェースを表示するように構成される第１表示モジュールと
、
　動作中である第１アプリケーションおよび動作中である少なくとも１つの第２アプリケ
ーションをユーザが選択したと検出された場合、前記第１アプリケーションと前記少なく
とも１つの第２アプリケーションとに基づいて画面分割表示インターフェースを生成する
ように構成される処理モジュールと、
　前記画面分割表示インターフェースを表示し、前記画面分割表示インターフェースに前
記第１アプリケーションと前記少なくとも１つの第２アプリケーションとを同時に動作し
て表示させるように構成される第２表示モジュールと、を備え、
　前記処理モジュールは、動作中である第１アプリケーションおよび動作中である少なく
とも１つの第２アプリケーションをユーザが選択したと検出された場合、前記マルチタス
ク管理インターフェースにおいて前記第１アプリケーションと前記少なくとも１つの第２
アプリケーションとに基づいて前記画面分割表示インターフェースに対応するプレビュー
インターフェースを生成するようトリガするように構成されることを特徴とする画面分割
表示装置。
【請求項７】
　前記処理モジュールは、前記第１アプリケーションおよび前記少なくとも１つの第２ア
プリケーションを順次繋ぎ合わせて、且つ、前記第１アプリケーションおよび前記少なく
とも１つの第２アプリケーションの繋ぎ合わせ順に従って前記プレビューインターフェー
スが第１表示領域と第２表示領域とに分かれるように、画面分割表示インターフェースに
対応するプレビューインターフェースを生成するように構成され、
　前記第１表示領域に前記第１アプリケーションを表示させ、前記第２表示領域に前記少
なくとも１つの第２アプリケーションを表示させることを特徴とする請求項６に記載の画
面分割表示装置。
【請求項８】
　前記第２表示モジュールは、前記電子機器が前記プレビューインターフェースのページ
レイアウトに従って前記画面分割表示インターフェースを表示するように制御するように
構成され、
　前記画面分割表示インターフェースの第１分割領域に前記第１アプリケーションを動作
して表示させ、前記画面分割表示インターフェースの第２分割領域に前記少なくとも１つ
の第２アプリケーションを動作して表示させることを特徴とする請求項７に記載の画面分
割表示装置。
【請求項９】
　前記画面分割表示インターフェースは、多機能仮想キーを含み、前記多機能仮想キーは
、画面分割退出ウィジェットと交換ウィジェットと切替ウィジェットセットとのうちの少
なくとも１つを表示するようにガイドし、
　前記装置は、第１制御モジュールと、第２制御モジュールと、第３制御モジュールと、
をさらに備え、
　前記第１制御モジュールは、表示中である前記画面分割退出ウィジェットがトリガされ
ると、前記画面分割表示インターフェースから退出するように制御するように構成され、
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　前記第２制御モジュールは、表示中である前記交換ウィジェットがトリガされると、前
記画面分割表示インターフェースにおける第１分割領域と第２分割領域とを制御して、該
分割領域に表示されているアプリケーションを互いに交換するように制御するように構成
され、
　前記切替ウィジェットセットは、前記第１分割領域に表示されている第１アプリケーシ
ョンを切り替えるための第１切替ウィジェットと、前記第２分割領域に表示されている前
記少なくとも１つの第２アプリケーションを切り替えるための第２切替ウィジェットとを
含み、
　前記第３制御モジュールは、前記第１切替ウィジェットがトリガされると、前記第１分
割領域で動作して表示されている第１アプリケーションを第３アプリケーションに切り替
え、前記第２切替ウィジェットがトリガされると、前記第２分割領域に表示されている少
なくとも１つの第２アプリケーションを少なくとも１つの第４アプリケーションに切り替
えるように構成されることを特徴とする請求項６から８の何れか一項に記載の画面分割表
示装置。
【請求項１０】
　前記第１制御モジュールは、
　前記第１分割領域で動作して表示されている前記第１アプリケーションをフルスクリー
ン表示するように前記電子機器を制御し、且つ前記第２分割領域で動作して表示されてい
る前記少なくとも１つの第２アプリケーションをバックグラウンドで動作するように制御
するように構成される第１制御サブモジュール、または、
　デスクトップをフルスクリーン表示するように前記電子機器を制御し、且つ前記第１ア
プリケーションおよび前記少なくとも１つの第２アプリケーションをバックグラウンドで
動作するように制御するように構成される第２制御サブモジュール、または、
　前記第１分割領域で動作して表示されている前記第１アプリケーションをバックグラウ
ンドで動作するように制御し、且つ前記第２分割領域で動作している前記少なくとも１つ
の第２アプリケーションのみを表示するように前記電子機器を制御するように構成される
第３制御サブモジュール、を有することを特徴とする請求項９に記載の画面分割表示装置
。
【請求項１１】
　電子機器に用いられる画面分割表示装置であって、
　プロセッサと、
　プロセッサの実行可能な指令を記憶するためのメモリとを備え、
　前記プロセッサは、
　マルチタスク管理インターフェースを表示するようトリガするための操作信号を受信し
、
　取得した、前記電子機器で動作しているアプリケーションがそれぞれ表示されている前
記マルチタスク管理インターフェースを表示し、
　動作中である第１アプリケーションおよび動作中である少なくとも１つの第２アプリケ
ーションをユーザが選択したと検出された場合、前記第１アプリケーションと前記少なく
とも１つの第２アプリケーションとに基づいて画面分割表示インターフェースを生成し、
　前記画面分割表示インターフェースを表示し、前記画面分割表示インターフェースに前
記第１アプリケーションと前記少なくとも１つの第２アプリケーションとを同時に動作さ
せて表示するように構成され、
　上記した動作中である第１アプリケーションおよび動作中である少なくとも１つの第２
アプリケーションをユーザが選択したと検出された場合、前記第１アプリケーションと前
記少なくとも１つの第２アプリケーションとに基づいて画面分割表示インターフェースを
生成することは、
　動作中である第１アプリケーションおよび動作中である少なくとも１つの第２アプリケ
ーションをユーザが選択したと検出された場合、前記マルチタスク管理インターフェース
において前記第１アプリケーションと前記少なくとも１つの第２アプリケーションとに基
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づいて画面分割表示インターフェースに対応するプレビューインターフェースを生成する
ようトリガすることを含むことを特徴とする画面分割表示装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、電子機器分野に関し、特に画面分割表示方法および装置に関する。
【背景技術】
【０００２】
　スマートオペレーティングシステムを搭載した電子機器は、１つのアプリケーションが
フォアグラウンドで動作することのみをサポートする。つまり、電子機器のディスプレイ
スクリーンには、実行状態であるアプリケーションのみしか表示することができない。
【０００３】
　ユーザは、２つのアプリケーションを同時に使用しようとする場合、フォアグラウンド
で動作するプログラムを繰り返し切り替えるしかない。例えば、ユーザがアプリケーショ
ンＡとアプリケーションＢを同時に使用する必要がある場合、アプリケーションＡがフォ
アグラウンドで動作し、アプリケーションＢがバックグラウンドで動作している。ユーザ
がアプリケーションＢを見るには、アプリケーションＡをバックグラウンドに切り替えて
実行してから、アプリケーションＢをフォアグラウンドに切り替えて実行する必要がある
。また、ユーザがアプリケーションＡを再度見るには、再びアプリケーションＡをフォア
グラウンドに切り替えて実行する必要がある。このような、関連技術に供される電子機器
上にアプリケーションを表示する方式は単調すぎる。
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　本発明は、画面分割表示方法および装置を提供する。その解決手段は、下記の通りであ
る。
【課題を解決するための手段】
【０００５】
　本発明の実施例の第１態様によれば、画面分割表示方法を提供する。当該方法は、電子
機器に用いられる。前記方法は、マルチタスク管理インターフェースを表示するようトリ
ガするための操作信号を受信するステップと、取得した、前記電子機器で動作しているア
プリケーションがそれぞれ表示されている前記マルチタスク管理インターフェースを表示
するステップと、動作中である第１アプリケーションおよび動作中である少なくとも１つ
の第２アプリケーションをユーザが選択したと検出された場合、前記第１アプリケーショ
ンと前記少なくとも１つの第２アプリケーションとに基づいて画面分割表示インターフェ
ースを生成するステップと、前記画面分割表示インターフェースを表示し、前記画面分割
表示インターフェースで前記第１アプリケーションと前記少なくとも１つの第２アプリケ
ーションとを同時に動作させて表示するステップとを含む。
【０００６】
　ある実施例では、前記動作中である第１アプリケーションおよび動作中である少なくと
も１つの第２アプリケーションをユーザが選択したと検出された場合、前記第１アプリケ
ーションと前記少なくとも１つの第２アプリケーションとに基づいて画面分割表示インタ
ーフェースを生成するステップは、
　動作中である第１アプリケーションおよび動作中である少なくとも１つの第２アプリケ
ーションをユーザが選択したと検出された場合、前記マルチタスク管理インターフェース
において、前記第１アプリケーションと前記少なくとも１つの第２アプリケーションとに
基づいて画面分割表示インターフェースに対応するプレビューインターフェースを生成す
るようトリガするステップを含む。
【０００７】
　ある実施例では、前記マルチタスク管理インターフェースにおいて、前記第１アプリケ
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ーションと前記少なくとも１つの第２アプリケーションとに基づいて画面分割表示インタ
ーフェースに対応するプレビューインターフェースを生成するようトリガするステップは
、前記第１アプリケーションおよび前記少なくとも１つの第２アプリケーションを順次繋
ぎ合わせて、且つ、前記第１アプリケーションおよび前記少なくとも１つの第２アプリケ
ーションの繋ぎ合わせ順に従って前記プレビューインターフェースが第１表示領域と第２
表示領域とに分かれるように、画面分割表示インターフェースに対応するプレビューイン
ターフェースを生成するステップを含み、前記第１表示領域に前記第１アプリケーション
を表示し、前記第２表示領域に前記少なくとも１つの第２アプリケーションを表示する。
【０００８】
　ある実施例では、前記画面分割表示インターフェースを表示し、前記画面分割表示イン
ターフェースで前記第１アプリケーションと前記少なくとも１つの第２アプリケーション
とを同時に動作させて表示するステップは、前記プレビューインターフェースのページレ
イアウトに従って前記画面分割表示インターフェースを表示するように前記電子機器を制
御するステップを含み、前記画面分割表示インターフェースの第１分割領域に前記第１ア
プリケーションを動作させて表示すると共に、前記画面分割表示インターフェースの第２
分割領域に前記少なくとも１つの第２アプリケーションを動作させて表示する。
【０００９】
　ある実施例では、前記画面分割表示インターフェースは、多機能仮想キーを含み、前記
多機能仮想キーは、画面分割退出ウィジェットと交換ウィジェットと切替ウィジェットセ
ットとのうちの少なくとも１つを表示するようにガイドする。表示中の前記画面分割退出
ウィジェットがトリガされると、前記画面分割表示インターフェースから退出するように
制御し、表示中の前記交換ウィジェットがトリガされると、前記画面分割表示インターフ
ェースにおける前記第１分割領域と前記第２分割領域とを制御して、該分割領域に表示さ
れているアプリケーションをそれぞれ交換する。前記切替ウィジェットセットは、前記第
１分割領域に表示されている第１アプリケーションを切り替えるための第１切替ウィジェ
ットと、前記第２分割領域に表示されている前記少なくとも１つの第２アプリケーション
を切り替えるための第２切替ウィジェットとを含み、前記第１切替ウィジェットがトリガ
されると、前記第１分割領域に表示されている第１アプリケーションを第３アプリケーシ
ョンに切り替え、前記第２切替ウィジェットがトリガされると、前記第２分割領域に表示
されている少なくとも１つの第２アプリケーションを少なくとも１つの第４アプリケーシ
ョンに切り替える。
【００１０】
　ある実施例では、前記画面分割表示インターフェースから退出するように制御すること
は、前記第１分割領域において動作して表示されている前記第１アプリケーションをフル
スクリーンで表示するように前記電子機器を制御すると共に、前記第２分割領域において
動作して表示されている前記少なくとも１つの第２アプリケーションをバックグラウンド
で動作するように制御することを含み、または、デスクトップをフルスクリーンで表示す
るように前記電子機を制御すると共に、前記第１アプリケーションおよび前記少なくとも
１つの第２アプリケーションをバックグラウンドで動作するように前記電子機器を制御す
ることを含み、または、前記第１分割領域において動作して表示されている前記第１アプ
リケーションをバックグラウンドで動作するように制御すると共に、前記第２分割領域に
おいて動作している前記少なくとも１つの第２アプリケーションのみを表示するように前
記電子機器を制御することを含む。
【００１１】
　本発明の実施例の第２態様によれば、画面分割表示装置を提供する。当該装置は、電子
機器に用いられる。前記装置は、マルチタスク管理インターフェースを表示するようトリ
ガするための操作信号を受信するように構成される取得モジュールと、取得した、前記電
子機器で動作しているアプリケーションがそれぞれ表示されている前記マルチタスク管理
インターフェースを表示するように構成される第１表示モジュールと、動作中である第１
アプリケーションおよび動作中である少なくとも１つの第２アプリケーションをユーザが
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選択したと検出された場合、前記第１アプリケーションと前記少なくとも１つの第２アプ
リケーションとに基づいて画面分割表示インターフェースを生成するように構成される処
理モジュールと、前記画面分割表示インターフェースを表示し、前記画面分割表示インタ
ーフェースで前記第１アプリケーションと前記少なくとも１つの第２アプリケーションと
を同時に動作させて表示するように構成される第２表示モジュールと、を備える。
【００１２】
　ある実施例では、前記処理モジュールは、動作中である第１アプリケーションおよび動
作中である少なくとも１つの第２アプリケーションをユーザが選択したと検出された場合
、前記マルチタスク管理インターフェースにおいて、前記第１アプリケーションと前記少
なくとも１つの第２アプリケーションとに基づいて画面分割表示インターフェースに対応
するプレビューインターフェースを生成するようトリガするように構成される。
【００１３】
　ある実施例では、前記処理モジュールは、前記第１アプリケーションおよび前記少なく
とも１つの第２アプリケーションを順次繋ぎ合わせて、且つ、前記第１アプリケーション
および前記少なくとも１つの第２アプリケーションの繋ぎ合わせ順に従って前記プレビュ
ーインターフェースが第１表示領域と第２表示領域とに分かれるように、画面分割表示イ
ンターフェースに対応するプレビューインターフェースを生成するように構成され、前記
第１表示領域に前記第１アプリケーションを表示し、前記第２表示領域に前記少なくとも
１つの第２アプリケーションを表示する。
【００１４】
　ある実施例では、前記第２表示モジュールは、前記プレビューインターフェースのペー
ジレイアウトに従って前記画面分割表示インターフェースを表示するように前記電子機器
を制御するように構成され、前記画面分割表示インターフェースの第１分割領域に前記第
１アプリケーションを動作させて表示すると共に、前記画面分割表示インターフェースの
第２分割領域に前記少なくとも１つの第２アプリケーションを動作させて表示する。
【００１５】
　ある実施例では、前記画面分割表示インターフェースは、多機能仮想キーを含み、前記
多機能仮想キーは、画面分割退出ウィジェットと交換ウィジェットと切替ウィジェットセ
ットとのうちの少なくとも１つを表示するようにガイドする。前記装置は、第１制御モジ
ュールと、第２制御モジュールと、第３制御モジュールとをさらに備える。前記第１制御
モジュールは、表示中の前記画面分割退出ウィジェットがトリガされると、前記画面分割
表示インターフェースから退出するように制御するように構成され、前記第２制御モジュ
ールは、表示中の前記交換ウィジェットがトリガされると、前記画面分割表示インターフ
ェースにおける前記第１分割領域と前記第２分割領域とを制御して、該分割領域に表示さ
れているアプリケーションをそれぞれ交換するように構成され、前記切替ウィジェットセ
ットは、前記第１分割領域に表示されている第１アプリケーションを切り替えるための第
１切替ウィジェットと、前記第２分割領域に表示されている前記少なくとも１つの第２ア
プリケーションを切り替えるための第２切替ウィジェットとを含み、前記第３制御モジュ
ールは、前記第１切替ウィジェットがトリガされると、前記第１分割領域に表示されてい
る第１アプリケーションを第３アプリケーションに切り替え、前記第２切替ウィジェット
がトリガされると、前記第２分割領域に表示されている少なくとも１つの第２アプリケー
ションを少なくとも１つの第４アプリケーションに切り替えるように構成される。
【００１６】
　ある実施例では、前記第１制御モジュールは、前記第１分割領域において動作して表示
されている前記第１アプリケーションをフルスクリーンで表示するように前記電子機器を
制御すると共に、前記第２分割領域において動作して表示されている前記少なくとも１つ
の第２アプリケーションをバックグラウンドで動作するように制御するように構成される
第１制御サブモジュール、または、デスクトップをフルスクリーンで表示するように前記
電子機器を制御すると共に、且つ前記第１アプリケーションおよび前記少なくとも１つの
第２アプリケーションをバックグラウンドで動作するように制御するように構成される第
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２制御サブモジュール、または、前記第１分割領域において動作して表示されている前記
第１アプリケーションをバックグラウンドで動作するように制御すると共に、且つ前記第
２分割領域において動作している前記少なくとも１つの第２アプリケーションのみを表示
するように前記電子機器を制御するように構成される第３制御サブモジュール、を有する
。
【００１７】
　本発明の実施例の第３態様によれば、画面分割表示装置を提供する。当該装置は、電子
機器に用いられる。前記装置は、プロセッサと、プロセッサの実行可能な指令を記憶する
ためのメモリとを備える。前記プロセッサは、マルチタスク管理インターフェースを表示
するようトリガするための操作信号を受信し、取得した、前記電子機器で動作しているア
プリケーションがそれぞれ表示されている前記マルチタスク管理インターフェースを表示
し、動作中である第１アプリケーションおよび動作中である少なくとも１つの第２アプリ
ケーションをユーザが選択したと検出された場合、前記第１アプリケーションと前記少な
くとも１つの第２アプリケーションとに基づいて画面分割表示インターフェースを生成し
、前記画面分割表示インターフェースを表示し、前記画面分割表示インターフェースで前
記第１アプリケーションと前記少なくとも１つの第２アプリケーションとを同時に動作し
て表示するように構成される。
【発明の効果】
【００１８】
　本発明の実施例に供される技術案は、以下の格別な作用効果を奏することができる。
【００１９】
　本発明の実施例に供される画面分割表示方法では、マルチタスク管理インターフェース
を表示するようトリガするための操作信号を受信し、前記マルチタスク管理インターフェ
ースを表示し、マルチタスク管理インターフェース上に表示されている動作中である第１
アプリケーションおよび動作中である少なくとも１つの第２アプリケーションをユーザが
選択したと検出されたときに画面分割表示インターフェースを生成し、その後、前記第１
アプリケーションおよび前記少なくとも１つの第２アプリケーションを前記画面分割表示
インターフェースで同時に実行して表示し、生成された画面分割表示インターフェースに
てユーザによって選択された第１アプリケーションおよび第２アプリケーションを同時に
実行して表示することにより、ユーザが少なくとも２つの異なるアプリケーションを同時
に使用可能であるため、電子機器にアプリケーションを表示する方式が単調過ぎるという
関連技術の課題が解決でき、ユーザ体験が向上する。
【００２０】
　以上の一般的な記述および後述する詳細な説明は、単なる例示的なものであり、本発明
を制限するものでないことは、理解されるべきである。
【図面の簡単な説明】
【００２１】
　ここでの図面は、明細書を構成する一部として見なされ、本発明に適した実施例を示し
、かつ、明細書の記載と共に本発明の仕組みを解釈するために用いられる。
【図１】一実施例による画面分割表示方法を示すフローチャートである。
【図２Ａ】別の実施例による画面分割表示方法を示すフローチャートである。
【図２Ｂ】一実施例によるマルチタスク管理インターフェースの表示をトリガする模式図
である。
【図２Ｃ】一実施例によるマルチタスク管理インターフェースを示すインターフェース模
式図である。
【図２Ｄ】一実施例による画面分割表示インターフェースのプレビューを生成する手順を
示す模式図である。
【図２Ｅ】一実施例による画面分割表示インターフェースのプレビューを生成する手順を
示す模式図である。
【図２Ｆ】一実施例による画面分割表示インターフェースの表示模式図である。
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【図２Ｇ】一実施例による画面分割表示インターフェースの表示模式図である。
【図２Ｈ】一実施例による画面分割表示インターフェース上の仮想キーがトリガされて画
面が切り替えられた状態を示す模式図である。
【図２Ｉ】一実施例による画面分割表示インターフェースのプレビューを生成する手順を
示す模式図である。
【図２Ｊ】一実施例による画面分割表示インターフェースの表示模式図である。
【図２Ｋ】一実施例による画面分割表示インターフェースの表示模式図である。
【図３】一実施例による画面分割表示装置を示すブロック図である。
【図４】別の実施例による画面分割表示装置を示すブロック図である。
【図５】一実施例による画面分割表示のための装置を示すブロック図である。
【発明を実施するための形態】
【００２２】
　以下、図に示す例を参照しながら実施例を詳細に説明する。以下の記述が図に係る場合
、別途示さない限り、異なる図面における同じ符号は、同一または類似する要素を示す。
以下の実施例に記述される実施形態は、本発明と一致する全ての実施形態を代表するとは
限らない。逆に、それらは、添付の特許請求の範囲に記載されているように、本発明の一
部の態様と一致する装置および方法の例に過ぎない。
【００２３】
　また、本発明は、第１、第２、第３等の用語を使って各種の情報を説明するが、それら
の情報は上記用語に限定されない。それらの用語は、同一種類の情報同士を区別するため
のものに過ぎない。例えば、本発明の範囲から逸脱しない範囲で、第１の情報を第２の情
報と称してもよい。同じように、第２の情報を第１の情報と称してもよい。ここで用いる
用語「……場合」は、文脈の意味によって、「…とき」または「…と」または「…である
という判定に応じて」に解釈されてもよい。
【００２４】
　本発明の実施例に供される技術案は、電子機器に用いられる。当該電子機器は、タッチ
スクリーンを介してタッチ操作を行える各種の端末、例えば、スマートフォン、タブレッ
トＰＣ、パーソナルデジタルアシスタント（Ｐｅｒｓｏｎａｌ Ｄｉｇｉｔａｌ Ａｓｓｉ
ｓｔａｎｔ、ＰＤＡ）等の、プロセッサと表示出力装置のタッチスクリーンとを有する端
末であってもよい。
【００２５】
　図１は、一実施例による画面分割表示方法を示すフローチャートである。当該画面分割
表示方法は、タッチスクリーンを有する電子機器に用いられる。当該画面分割表示方法は
、以下のステップを含んでもよい。
【００２６】
　ステップ１０１では、マルチタスク管理インターフェースを表示するようトリガするた
めの操作信号を受信する。
【００２７】
　ステップ１０２では、取得した、前記電子機器で動作しているアプリケーションがそれ
ぞれ表示されている前記マルチタスク管理インターフェースを表示する。
【００２８】
　ステップ１０３では、動作中である第１アプリケーションおよび動作中である少なくと
も１つの第２アプリケーションをユーザが選択したと検出された場合、前記第１アプリケ
ーションと前記少なくとも１つの第２アプリケーションとに基づいて画面分割表示インタ
ーフェースを生成する。
【００２９】
　ユーザは、マルチタスク管理インターフェース上に表示された電子機器で動作している
アプリケーションから、第１アプリケーションまたは第２アプリケーションを選択しても
よい。電子機器は、ユーザによって選択された前記第１アプリケーションおよび第２アプ
リケーションに基づいて画面分割表示インターフェースを生成する。ある実施例では、動
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作中である第１アプリケーションおよび動作中である少なくとも１つの第２アプリケーシ
ョンをユーザが選択したと検出された場合、前記マルチタスク管理インターフェースにお
いて前記第１アプリケーションと前記少なくとも１つの第２アプリケーションとに基づい
て画面分割表示インターフェースに対応するプレビューインターフェースを生成するよう
トリガする。
【００３０】
　ある実施例では、前記マルチタスク管理インターフェースにおいて前記第１アプリケー
ションと前記少なくとも１つの第２アプリケーションとに基づいて画面分割表示インター
フェースに対応するプレビューインターフェースを生成するようトリガするステップは、
前記第１アプリケーションおよび前記少なくとも１つの第２アプリケーションを順次繋ぎ
合わせて、且つ、前記第１アプリケーションおよび前記少なくとも１つの第２アプリケー
ションの繋ぎ合わせ順に従って前記プレビューインターフェースが第１表示領域と第２表
示領域とに分かれるように、画面分割表示インターフェースに対応するプレビューインタ
ーフェースを生成するステップを含んでもよく、前記第１表示領域に前記第１アプリケー
ションを表示し、前記第２表示領域に前記少なくとも１つの第２アプリケーションを表示
する。
【００３１】
　ステップ１０４では、前記画面分割表示インターフェースを表示し、前記画面分割表示
インターフェースで前記第１アプリケーションと前記少なくとも１つの第２アプリケーシ
ョンとを同時に動作させて表示する。
【００３２】
　ある実施例では、前記画面分割表示インターフェースを表示し、前記画面分割表示イン
ターフェースで前記第１アプリケーションと前記少なくとも１つの第２アプリケーション
とを同時に動作させて表示するステップは、前記プレビューインターフェースのページレ
イアウトに従って前記画面分割表示インターフェースを動作させて表示するように電子機
器を制御するステップを含んでもよく、よって前記画面分割表示インターフェースの第１
分割領域に前記第１アプリケーションを動作させて表示し、前記画面分割表示インターフ
ェースの第２分割領域に前記少なくとも１つの第２アプリケーションを動作させて表示す
る。
【００３３】
　このように、本発明の実施例に供される画面分割表示方法では、マルチタスク管理イン
ターフェースを表示するようトリガするための操作信号を受信し、前記マルチタスク管理
インターフェースを表示し、マルチタスク管理インターフェース上に表示されている動作
中である第１アプリケーションおよび動作中である少なくとも１つの第２アプリケーショ
ンをユーザが選択したと検出されたときに画面分割表示インターフェースを生成し、その
後、前記画面分割表示インターフェースで前記第１アプリケーションおよび前記少なくと
も１つの第２アプリケーションを同時に実行して表示する。生成された画面分割表示イン
ターフェースにてユーザによって選択された第１アプリケーションおよび第２アプリケー
ションを同時に実行して表示することにより、ユーザが少なくとも２つの異なるアプリケ
ーションを同時に使用可能となるため、電子機器がアプリケーションを表示する方式が単
調過ぎるという関連技術の課題を解決でき、ユーザ体験が向上する。
【００３４】
　図２Ａは、別の実施例による画面分割表示方法を示すフローチャートである。当該画面
分割表示方法は、タッチスクリーンを有する電子機器に用いられる。当該画面分割表示方
法は、以下のステップを含んでもよい。
【００３５】
　ステップ２０１では、マルチタスク管理インターフェースを表示するようトリガするた
めの操作信号を受信する。
【００３６】
　ここで所謂操作信号は、電子機器上のある物理キーがトリガされたときに生成されるも
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のであってもよいし、ユーザが電子機器上のタッチスクリーンを用いて入力したジェスチ
ャであってもよいし、電子機器が所定軌道に沿って揺れたときに発生したものであっても
よい。本実施例では、操作信号について具体的な限定をせず、実際の状況に応じて特定し
てもよい。
【００３７】
　本実施例では、電子機器上のある物理キーがトリガされて生成される操作信号を例とし
て説明する。図２Ｂに示すように、電子機器２１には、マルチタスク管理インターフェー
スの表示をトリガするためのマルチタスクキー２２が含まれる。ユーザがマルチタスクキ
ー２２をクリックすると、電子機器は、マルチタスク管理インターフェースを表示するよ
うトリガするための操作信号を受信する。
【００３８】
　マルチタスク管理インターフェースは、一般的に、動作しているアプリケーションをそ
れぞれ表示するためのものであり、マルチタスク管理インターフェース上の各アプリケー
ションは、当該アプリケーションのプレビューインターフェースの形式で表示されてもよ
い。ここで所謂プレビューインターフェースは、該アプリケーションがフォアグラウンド
での実行から退出する前の、電子機器のディスプレイスクリーン上に最後に表示されたペ
ージであってもよい。好ましくは、アプリケーションのプレビューインターフェースは、
アプリケーションのメインインターフェースであってもよい。
【００３９】
　ステップ２０２では、電子機器で動作しているアプリケーションをそれぞれ取得し、当
該動作中のアプリケーションがそれぞれ表示されているマルチタスク管理インターフェー
スを表示する。
【００４０】
　マルチタスク管理インターフェースで動作しているアプリケーションのそれぞれを表示
する際、各アプリケーションは、当該アプリケーションのプレビューインターフェースの
形式で表示される。
【００４１】
　具体的には、各アプリケーションのプレビューインターフェースを表示する際、複数の
配列方式で表示してもよい。例えば、第１所定順に従って各アプリケーションのプレビュ
ーインターフェースを単列で横方向に配列して表示してもよい。さらに例えば、第１所定
順に従って各アプリケーションのプレビューインターフェースを二列で横方向に配列して
表示してもよい。ここで所謂第１所定順は、アプリケーションが最近開かされた順番であ
ってもよいし、アプリケーションが開かれた頻度の高い順や低い順であってもよい。実際
の状況に応じて特定してもよいが、本実施例では、それについて具体的な限定をしない。
【００４２】
　通常は、電子機器のディスプレイスクリーン内には限られた数のプレビューインターフ
ェースのみが表示できる。もしユーザがより多くの動作中であるアプリケーションのプレ
ビューインターフェースを見ようとする場合は、所定のジェスチャを入力することでより
多くの動作中であるアプリケーションのプレビューインターフェースを表示するようトリ
ガしてもよい。例を挙げると、動作中であるアプリケーションとして、アプリケーション
Ａ（ＡＰＰ Ａ）、アプリケーションＢ（ＡＰＰ Ｂ）、アプリケーションＣ（ＡＰＰ Ｃ
）およびアプリケーションＤ（ＡＰＰ Ｄ）を含む。図２Ｃ（１）に示すように、各アプ
リケーションのプレビューインターフェースを単列で横方向に配列して表示すると、ディ
スプレイスクリーンの寸法の制限により、アプリケーションＤがディスプレイスクリーン
に表示されない。その際、ユーザは、右スライドジェスチャを入力することで、図２Ｃ(
２)に示すように、アプリケーションＤのプレビューインターフェースを表示するようト
リガしてもよい。
【００４３】
　ステップ２０３では、マルチタスク管理インターフェースで表示されているアプリケー
ションに対するユーザの操作信号を検出する。
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【００４４】
　ここで所謂操作信号は、ユーザがディスプレイスクリーンをタッチしてマルチタスク管
理インターフェースで表示されているアプリケーションのプレビューインターフェースに
対して操作を行うときに生成されるものである。本実施例では、ユーザは、タッチ方式で
表示中のアプリケーションのプレビューインターフェースを移動させる操作をしてもよい
し、アプリケーションのプレビューインターフェースをスライドさせてマルチタスク管理
インターフェースでの前記アプリケーションの表示を取り消す操作をしてもよいし、アプ
リケーションのプレビューインターフェース上の機能識別子をクリックして対応する操作
をしてもよいし、スライドジェスチャによりマルチタスク管理インターフェースで表示さ
れているアプリケーションのプレビューインターフェースを切り替える操作等をしてもよ
い。
【００４５】
　本発明の実施例では、電子機器のタッチスクリーンがマルチタッチ操作をサポートして
おり、ユーザは複数の指を使った操作によりマルチタスク管理インターフェースに表示さ
れている複数のアプリケーションのプレビューインターフェースに対して同時に操作を行
ってもよい。例えば、複数本の指によるタッチで、複数のアプリケーションのプレビュー
インターフェースを同時に選択し、選択したアプリケーションのプレビューインターフェ
ースを移動させる操作を行う。ユーザがタッチスクリーン上において表示中であるアプリ
ケーションのプレビューインターフェースに対してタッチ操作を行ったとき、電子機器は
、ユーザのタッチ操作信号を検出し、当該検出したタッチ操作情報を解析する。もしマル
チタスク管理インターフェースで表示されている第１アプリケーションのプレビューイン
ターフェースと少なくとも１つの第２アプリケーションのプレビューインターフェースと
がユーザによって選択されたことを当該タッチ操作情報が示す場合、ステップ２０４の操
作を実行する。
【００４６】
　ステップ２０４では、動作中である第１アプリケーションおよび動作中である少なくと
も１つの第２アプリケーションをユーザが選択したと検出された場合、前記第１アプリケ
ーションと前記少なくとも１つの第２アプリケーションとに基づいて画面分割表示インタ
ーフェースを生成する。
【００４７】
　本実施例では、前記第１アプリケーションと前記少なくとも１つの第２アプリケーショ
ンとに基づいて画面分割表示インターフェースを生成するステップは、動作中である第１
アプリケーションおよび動作中である少なくとも１つの第２アプリケーションをユーザが
選択したと検出された場合、前記マルチタスク管理インターフェースにおいて前記第１ア
プリケーションと前記少なくとも１つの第２アプリケーションとに基づいて画面分割表示
インターフェースに対応するプレビューインターフェースを生成するようトリガするステ
ップを含んでもよい。
【００４８】
　本実施例では、前記マルチタスク管理インターフェースにおいて前記第１アプリケーシ
ョンと前記少なくとも１つの第２アプリケーションとに基づいて画面分割表示インターフ
ェースに対応するプレビューインターフェースを生成するようトリガするステップは、前
記第１アプリケーションおよび前記少なくとも１つの第２アプリケーションを順次繋ぎ合
わせて、且つ、前記第１アプリケーションおよび前記少なくとも１つの第２アプリケーシ
ョンの繋ぎ合わせ順に従って前記プレビューインターフェースが第１表示領域と第２表示
領域とに分かれるように、画面分割表示インターフェースに対応するプレビューインター
フェースを生成するステップを含んでもよく、前記第１表示領域に前記第１アプリケーシ
ョンを表示し、前記第２表示領域に前記少なくとも１つの第２アプリケーションを表示す
る。
【００４９】
　本実施例では、動作中である第１アプリケーションのプレビューインターフェースおよ
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び動作中である少なくとも１つの第２アプリケーションのプレビューインターフェースを
ユーザが選択したと検出された後、マルチタスク管理インターフェースにおいて選択され
た第１アプリケーションのプレビューインターフェースと第２アプリケーションのプレビ
ューインターフェースとに基づいて画面分割表示インターフェースに対応するプレビュー
インターフェースを生成するようトリガする。第１アプリケーションのプレビューインタ
ーフェースおよび第２アプリケーションのプレビューインターフェースに対するユーザの
操作信号が引き続き検出され、もしユーザが第１アプリケーションのプレビューインター
フェースおよび第２アプリケーションのプレビューインターフェースを移動させて第１ア
プリケーションのプレビューインターフェースおよび第２アプリケーションのプレビュー
インターフェースを繋ぎ合わせたと検出されると、２つのプレビューインターフェースの
繋ぎ合わせ順に従って１つの繋ぎ合わせインターフェースを生成する。当該繋ぎ合わせイ
ンターフェースは、画面分割表示インターフェースのプレビューである。第１アプリケー
ションのプレビューインターフェースと第２アプリケーションのプレビューインターフェ
ースとのつなぎ合わせ箇所を境界線として画面分割表示インターフェースのプレビューを
２つの分割領域に分けたものを、本実施例では第１表示領域および第２表示領域と称し、
第１表示領域に第１アプリケーションのプレビューインターフェースを表示し、第２表示
領域に第２アプリケーションのプレビューインターフェースを表示する。
【００５０】
　本実施例では、第１アプリケーションのプレビューインターフェースと第２アプリケー
ションのプレビューインターフェースとを繋ぎ合わせる操作の実現形態として、選択され
たアプリケーションのプレビューインターフェース同士が向かい合って移動するように２
本の指で同時に操作して、２つの選択されたアプリケーションのプレビューインターフェ
ースを繋ぎ合わせ、または、選択されたアプリケーションのプレビューインターフェース
の一方が選択されたプレビューインターフェースの他方へ向かって移動するように操作し
て、２つの選択されたアプリケーションのプレビューインターフェースを繋ぎ合わせる。
【００５１】
　ここで、第２アプリケーションが１つである場合、第２表示領域も１つあり、第２アプ
リケーションを表示する。一方、第２アプリケーションが複数ある場合、第２表示領域も
複数あり、第２アプリケーションをそれぞれ表示する。その際、第２表示領域は、第２ア
プリケーションのプレビューインターフェースの繋ぎ合わせ線によって区分される。
【００５２】
　ユーザは、繋ぎ合わせによりマルチタスク管理インターフェースにおいて画面分割表示
インターフェースのプレビューを生成してもよい。こうして、電子機器が画面分割表示イ
ンターフェースを表示する前に、ユーザが画面分割表示インターフェースを設計すること
ができる。
【００５３】
　本実施例では、ユーザは、第１アプリケーションのプレビューインターフェースおよび
第２アプリケーションのプレビューインターフェースを、上下の順に従ってつなぎ合わせ
てもよいし、左右の順に従ってつなぎ合わせてもよい。
【００５４】
　ある実施例において、図２Ｄおよび２Ｅは、画面分割表示インターフェースのプレビュ
ーを生成する手順を示す模式図である。図２Ｄに示すように、ユーザがマルチタスク管理
インターフェースで複数本の指によるタッチによりアプリケーションＡのプレビューイン
ターフェースおよびアプリケーションＢのプレビューインターフェースを選択すると、ア
プリケーションＡのプレビューインターフェースおよびアプリケーションＢのプレビュー
インターフェースが強調表示される。その後、ユーザが当該２つのプレビューインターフ
ェースをドラッグすることで２つのプレビューインターフェースを自分の望む順番に従っ
て繋ぎ合わせてもよい。例えば、アプリケーションＡのプレビューインターフェースおよ
びアプリケーションＢのプレビューインターフェースを上下の順に従ってつなぎ合わせ、
図２Ｅ（１）と２Ｅ（２）に示すように、画面分割表示インターフェースのプレビューを
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生成する。
【００５５】
　ステップ２０５では、前記画面分割表示インターフェースを表示し、前記画面分割表示
インターフェースで前記第１アプリケーションと前記少なくとも１つの第２アプリケーシ
ョンとを同時に動作させて表示する。
【００５６】
　本実施例では、前記画面分割表示インターフェースを表示し、前記画面分割表示インタ
ーフェースで前記第１アプリケーションと前記少なくとも１つの第２アプリケーションと
を同時に動作させて表示するステップは、画面分割表示インターフェースのプレビューイ
ンターフェースのページレイアウトに従って前記画面分割表示インターフェースを動作さ
せて表示するように電子機器を制御するステップを含んでもよく、前記画面分割表示イン
ターフェースの第１分割領域に前記第１アプリケーションを動作させて表示し、前記画面
分割表示インターフェースの第２分割領域に前記少なくとも１つの第２アプリケーション
を動作させて表示する。これにより、ユーザは、画面分割表示インターフェースで複数の
アプリケーションを同時に操作可能とである。
【００５７】
　図２Ｆは、画面分割表示インターフェースの表示模式図である。電子機器は、図２Ｅ（
２）のユーザによる繋ぎ合わせにより得られた画面分割表示インターフェースのプレビュ
ーに基づいて、生成された画面分割表示インターフェースを表示する。当該画面分割表示
インターフェースは、２つの表示領域に分けられる。第１表示領域にアプリケーションＡ
を動作されて表示し、第２表示領域にアプリケーションＢを動作させて表示する。これに
より、ユーザは、画面分割表示インターフェースでアプリケーションＡおよびアプリケー
ションＢを同時に操作可能となる。
【００５８】
　本実施例では、さらに、画面分割表示インターフェースに多機能仮想キーを配置しても
よい。前記多機能仮想キーは、画面分割退出ウィジェットと、交換ウィジェットと、切替
ウィジェットセットとのうちの少なくとも１つをディスプレイするようにガイドする。
【００５９】
　表示中の前記画面分割退出ウィジェットがトリガされると、前記画面分割表示インター
フェースから退出するように制御する。
【００６０】
　表示中の前記交換ウィジェットがトリガされると、前記画面分割表示インターフェース
における前記第１分割領域と前記第２分割領域とが分割領域に表示されているアプリケー
ションを互いに交換するように制御する。
【００６１】
　前記切替ウィジェットセットは、前記第１分割領域に表示されている第１アプリケーシ
ョンを切り替えるための第１切替ウィジェットと、前記第２分割領域に表示されている前
記少なくとも１つの第２アプリケーションを切り替えるための第２切替ウィジェットとを
含み、前記第１切替ウィジェットがトリガされると、前記第１分割領域に動作して表示さ
れている第１アプリケーションを第３アプリケーションに切り替え、前記第２切替ウィジ
ェットがトリガされると、前記第２分割領域に表示されている少なくとも１つの第２アプ
リケーションを少なくとも１つの第４アプリケーションに切り替える。ある実施例では、
第１切替ウィジェットがトリガされると、マルチタスク管理インターフェースを表示し、
表示されたマルチタスク管理インターフェースから１つの第３アプリケーションを選択す
る。第３アプリケーションが選択されると、第３アプリケーションをフォアグラウンドに
切り替えて表示するか否かをユーザに尋ねる。ユーザが第３アプリケーションをフォアグ
ラウンドに切り替えて表示することを選択した場合、第１表示領域で表示されている第１
アプリケーションを第３アプリケーションに切り替えて表示する。同様に、第２切替ウィ
ジェットがトリガされると、マルチタスク管理インターフェースを表示し、表示されたマ
ルチタスク管理インターフェースから少なくとも１つの第４アプリケーションを選択する
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。第４アプリケーションが選択されると、第４アプリケーションをフォアグラウンドに切
り替えて表示させるか否かをユーザに尋ねる。ユーザが第４アプリケーションをフォアグ
ラウンドに切り替えて表示させることを選択した場合、第２表示領域で表示されている第
２アプリケーションを第４アプリケーションに切り替えて表示する。
【００６２】
　ある実施例では、前記画面分割表示インターフェースから退出するように制御すること
は、前記第１分割領域で動作して表示されている前記第１アプリケーションを前記電子機
器がフルスクリーン表示するように制御し、且つ前記第２分割領域で動作して表示されて
いる前記少なくとも１つの第２アプリケーションをバックグラウンドで動作するように制
御することを含み、または、デスクトップをフルスクリーン表示するように前記電子機器
を制御し、且つ前記第１アプリケーションおよび前記少なくとも１つの第２アプリケーシ
ョンをバックグラウンドで動作するように制御することを含み、または、前記第１分割領
域で動作して表示されている前記第１アプリケーションをバックグラウンドで動作するよ
うに制御し、且つ前記第２分割領域に動作している前記少なくとも１つの第２アプリケー
ションのみを表示するように前記電子機器を制御することを含む。
【００６３】
　図２Ｇは、画面分割表示インターフェースの表示模式図である。当該画面分割表示イン
ターフェースに多機能仮想キーが配置されている。多機能仮想キーがトリガされると、画
面分割退出ウィジェット、交換ウィジェットおよび切替ウィジェットセットのうちの少な
くとも１つを表示する。ここで所謂切り替えセットは、第１切替ウィジェットおよび第２
切替ウィジェットを有する。
【００６４】
　図２Ｈは、画面分割表示インターフェース上の仮想キーがトリガされたときの状態切り
替えを示す模式図である。図２Ｇで表示されている画面分割退出ウィジェットがトリガさ
れると、第１分割領域で動作して表示されているアプリケーションＡをフルスクリーン表
示するように電子機器を制御し、前記第２分割領域で動作して表示されているアプリケー
ションＢをバックグラウンドで動作するように制御する。図２Ｇの表示インターフェース
が図２Ｈに示すように切り替えられる。
【００６５】
　別の実施例では、図２Ｇで表示されている画面分割退出ウィジェットがトリガされると
、デスクトップをフルスクリーン表示するように電子機器を制御し、アプリケーションＡ
とＢをバックグラウンドで動作するように制御し、図２Ｂに示すデスクトップを表示する
。その後、ユーザは、マルチタスク管理インターフェースを表示するように再トリガして
、画面分割表示すべき複数のアプリケーションを選択してもよい。
【００６６】
　別の応用場面では、図２Ｉに示すように、ユーザは、図２Ｃに示すマルチタスク管理イ
ンターフェースを表示するようにトリガし、アプリケーションＡ、ＢおよびＣのプレビュ
ーインターフェースを選択し、アプリケーションＡ、ＢおよびＣのプレビューインターフ
ェースを繋ぎ合わせて画面分割表示インターフェースのプレビューピクチャを生成する。
画面分割表示インターフェースのプレビューピクチャができ上がった後、ユーザに対して
画面分割表示インターフェースを表示するよう通知する。ユーザが画面分割表示インター
フェースを表示することを確定した場合、画面分割表示インターフェースを表示する。図
２Ｊに示すように、第１表示領域にアプリケーションＡが表示され、第２表示領域にアプ
リケーションＢおよびＣが表示される。ここで、第２表示領域が２つのサブ分割領域に分
割され、第１サブ分割領域にアプリケーションＢが表示され、第２サブ分割領域にアプリ
ケーションＣが表示される。
【００６７】
　ここで、ユーザが分割領域表示インターフェース上に配置された多機能仮想キーをトリ
ガした後、画面分割退出ウィジェット、交換ウィジェットおよび切替ウィジェットセット
のうちの少なくとも１つをディスプレイするようにガイドする。ユーザが画面分割退出ウ
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ィジェットを選択した場合、図２Ｋに示すように、第１分割領域で動作して表示されてい
るアプリケーションＡをバックグラウンドで動作するように制御し、第２分割領域に動作
しているアプリケーションＢおよびＣを表示するように電子機器を制御する。
【００６８】
　このように、本発明の実施例に供される画面分割表示方法では、マルチタスク管理イン
ターフェースを表示するようトリガするための操作信号を受信し、前記マルチタスク管理
インターフェースを表示し、マルチタスク管理インターフェース上に表示されている動作
中である第１アプリケーションおよび動作中である少なくとも１つの第２アプリケーショ
ンをユーザが選択したと検出されたときに画面分割表示インターフェースを生成し、その
後、前記画面分割表示インターフェースで前記第１アプリケーションおよび前記少なくと
も１つの第２アプリケーションを同時に実行して表示し、生成された画面分割表示インタ
ーフェースにてユーザによって選択された第１アプリケーションおよび第２アプリケーシ
ョンを同時に実行して表示することにより、ユーザが少なくとも２つの異なるアプリケー
ションを同時に使用可能となる。これにより、電子機器がアプリケーションを表示する方
式が単調過ぎるという関連技術の課題が解決でき、ユーザ体験が向上する。
【００６９】
　下記は、本発明の方法実施例を実行可能な本発明の装置実施例である。本発明の装置実
施例で開示されていない詳細は、本発明の方法実施例を参照すればよい。
【００７０】
　図３は、一実施例による画面分割表示装置を示すブロック図である。当該画面分割表示
装置は、タッチスクリーンを有する電子機器に用いられる。当該画面分割表示装置は、取
得モジュール３０１、第１表示モジュール３０２、処理モジュール３０３、および第２表
示モジュール３０４を備えてもよい。
【００７１】
　取得モジュール３０１は、マルチタスク管理インターフェースを表示するようトリガす
るための操作信号を受信するように構成されてもよい。
【００７２】
　第１表示モジュール３０２は、取得した、前記電子機器で動作しているアプリケーショ
ンがそれぞれ表示されている前記マルチタスク管理インターフェースを表示するように構
成されてもよい。
【００７３】
　処理モジュール３０３は、動作中である第１アプリケーションおよび動作中である少な
くとも１つの第２アプリケーションをユーザが選択したと検出された場合、前記第１アプ
リケーションと前記少なくとも１つの第２アプリケーションとに基づいて画面分割表示イ
ンターフェースを生成するように構成されてもよい。
【００７４】
　第２表示モジュール３０４は、前記画面分割表示インターフェースを表示し、前記画面
分割表示インターフェースで前記第１アプリケーションと前記少なくとも１つの第２アプ
リケーションとを同時に動作させて表示するように構成されてもよい。
【００７５】
　このように、本発明の実施例に供される画面分割表示装置では、マルチタスク管理イン
ターフェースを表示するようトリガするための操作信号を受信し、前記マルチタスク管理
インターフェースを表示し、マルチタスク管理インターフェース上に表示されている動作
中である第１アプリケーションおよび動作中である少なくとも１つの第２アプリケーショ
ンをユーザが選択したと検出されたときに画面分割表示インターフェースを生成し、その
後、前記画面分割表示インターフェースで前記第１アプリケーションおよび前記少なくと
も１つの第２アプリケーションを同時に実行して表示し、生成された画面分割表示インタ
ーフェースにてユーザによって選択された第１アプリケーションおよび第２アプリケーシ
ョンを同時に実行して表示することにより、ユーザが少なくとも２つの異なるアプリケー
ションを同時に使用可能となる。これにより、電子機器がアプリケーションを表示する方
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式が単調過ぎるという関連技術の課題が解決でき、ユーザ体験が向上する。
【００７６】
　図４は、別の実施例による画面分割表示装置を示すブロック図である。当該画面分割表
示装置は、タッチスクリーンを有する電子機器に用いられる。当該画面分割表示装置は、
取得モジュール４０１、第１表示モジュール４０２、処理モジュール４０３および第２表
示モジュール４０４を備えてもよい。
【００７７】
　取得モジュール４０１は、マルチタスク管理インターフェースを表示するようトリガす
るための操作信号を受信するように構成されてもよい。
【００７８】
　ここで所謂操作信号は、電子機器上のある物理キーがトリガされたときに生成されるも
のであってもよいし、ユーザが電子機器上のタッチスクリーンを用いて入力したジェスチ
ャであってもよいし、電子機器が所定軌道に沿って揺れたときに発生したものであっても
よい。本実施例では、操作信号について具体的な限定をせず、実際の状況に応じて特定し
てもよい。
【００７９】
　マルチタスク管理インターフェースは、一般的に、動作しているアプリケーションをそ
れぞれ表示するためのものであり、マルチタスク管理インターフェースにおける各アプリ
ケーションは、当該アプリケーションのプレビューインターフェースの形式で表示されて
もよい。ここで所謂プレビューインターフェースは、アプリケーションがフォアグラウン
ドでの実行から退出する前の、電子機器のディスプレイスクリーン上に最後に表示された
ページであってもよい。好ましくは、アプリケーションのプレビューインターフェースは
、アプリケーションのメインインターフェースであってもよい。
【００８０】
　第１表示モジュール４０２は、取得した、前記電子機器で動作しているアプリケーショ
ンがそれぞれ表示されている前記マルチタスク管理インターフェースを表示するように構
成されてもよい。
【００８１】
　処理モジュール４０３は、動作中である第１アプリケーションおよび動作中である少な
くとも１つの第２アプリケーションをユーザが選択したと検出された場合、前記第１アプ
リケーションと前記少なくとも１つの第２アプリケーションとに基づいて画面分割表示イ
ンターフェースを生成するように構成されてもよい。
【００８２】
　第２表示モジュール４０４は、前記画面分割表示インターフェースを表示し、前記画面
分割表示インターフェースで前記第１アプリケーションと前記少なくとも１つの第２アプ
リケーションとを同時に動作させて表示させるように構成されてもよい。
【００８３】
　本実施例では、処理モジュール４０３は、動作中である第１アプリケーションおよび動
作中である少なくとも１つの第２アプリケーションをユーザが選択したと検出された場合
、前記マルチタスク管理インターフェースにおいて前記第１アプリケーションと前記少な
くとも１つの第２アプリケーションとに基づいて画面分割表示インターフェースに対応す
るプレビューインターフェースを生成するようトリガするように構成されてもよい。
【００８４】
　本実施例では、処理モジュール４０３は、前記第１アプリケーションおよび前記少なく
とも１つの第２アプリケーションを順次繋ぎ合わせて、且つ、前記第１アプリケーション
および前記少なくとも１つの第２アプリケーションの繋ぎ合わせ順に従って前記プレビュ
ーインターフェースが第１表示領域と第２表示領域とに分かれるように、画面分割表示イ
ンターフェースに対応するプレビューインターフェースを生成するように構成されてもよ
く、前記第１表示領域に前記第１アプリケーションを表示し、前記第２表示領域に前記少
なくとも１つの第２アプリケーションを表示する。
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【００８５】
　本実施例では、第２表示モジュール４０４は、前記プレビューインターフェースのペー
ジレイアウトに従って前記画面分割表示インターフェースを表示するように前記電子機器
を制御するように構成されてもよく、前記画面分割表示インターフェースの第１分割領域
で前記第１アプリケーションを動作させて表示し、前記画面分割表示インターフェースの
第２分割領域で前記少なくとも１つの第２アプリケーションを動作させて表示する。
【００８６】
　本実施例では、前記画面分割表示インターフェースは、画面分割退出ウィジェットと交
換ウィジェットと切替ウィジェットセットとのうちの少なくとも１つを表示するようにガ
イドするための多機能仮想キーを含む。
【００８７】
　本実施例では、前記装置は、第１制御モジュール４０５と、第２制御モジュール４０６
と、第３制御モジュール４０７とをさらに備えてもよい。
【００８８】
　第１制御モジュール４０５は、表示中の前記画面分割退出ウィジェットがトリガされる
と、前記画面分割表示インターフェースから退出するように制御するように構成されても
よい。
【００８９】
　第２制御モジュール４０６は、表示中の前記交換ウィジェットがトリガされると、前記
画面分割表示インターフェースにおける前記第１分割領域と前記第２分割領域とが分割領
域に表示されているアプリケーションを互いに交換するように制御するように構成されて
もよい。
【００９０】
　第３制御モジュール４０７は、前記第１切替ウィジェットがトリガされると、前記第１
分割領域で動作されて表示されている第１アプリケーションを第３アプリケーションに切
り替え、前記第２切替ウィジェットがトリガされると、前記第２分割領域で表示されてい
る少なくとも１つの第２アプリケーションを少なくとも１つの第４アプリケーションに切
り替えるように構成されてもよい。
【００９１】
　本実施例では、第１制御モジュール４０５は、第１制御サブモジュール４０５１、また
は、第２制御サブモジュール４０５２、または、第３制御サブモジュール４０５３を有し
てもよい。
【００９２】
　第１制御サブモジュール４０５１は、前記第１分割領域で動作されて表示されている前
記第１アプリケーションをフルスクリーン表示するように前記電子機器を制御し、且つ前
記第２分割領域で動作されて表示されている前記少なくとも１つの第２アプリケーション
をバックグラウンドで動作するように制御するように構成されてもよい。
【００９３】
　第２制御サブモジュール４０５２は、デスクトップをフルスクリーン表示するように前
記電子機器を制御し、且つ前記第１アプリケーションおよび前記少なくとも１つの第２ア
プリケーションをバックグラウンドで動作するように制御するように構成されてもよい。
【００９４】
　第３制御サブモジュール４０５３は、前記第１分割領域で動作して表示されている前記
第１アプリケーションをバックグラウンドで動作するように制御し、且つ前記第２分割領
域で動作している前記少なくとも１つの第２アプリケーションのみを表示するように前記
電子機器を制御するように構成されてもよい。
【００９５】
　このように、本発明の実施例に供される画面分割表示装置では、マルチタスク管理イン
ターフェースを表示するようトリガするための操作信号を受信し、前記マルチタスク管理
インターフェースを表示し、マルチタスク管理インターフェース上に表示されている動作
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中である第１アプリケーションおよび動作中である少なくとも１つの第２アプリケーショ
ンをユーザが選択したと検出されたときに画面分割表示インターフェースを生成し、その
後、前記画面分割表示インターフェースで前記第１アプリケーションおよび前記少なくと
も１つの第２アプリケーションを同時に実行して表示し、生成された画面分割表示インタ
ーフェースにてユーザによって選択された第１アプリケーションおよび第２アプリケーシ
ョンを同時に実行して表示することにより、ユーザが少なくとも２つの異なるアプリケー
ションを同時に使用可能となる。これにより、電子機器がアプリケーションを表示する方
式が単調過ぎるという関連技術の課題が解決でき、ユーザ体験が向上する。
【００９６】
　本発明の一実施例は、本発明に供される画面分割表示方法を実施可能な画面分割表示装
置を提供する。当該画面分割表示装置は、プロセッサと、プロセッサの実行可能な指令を
記憶するためのメモリとを備える。
【００９７】
　ただし、プロセッサは、マルチタスク管理インターフェースを表示するようトリガする
ための操作信号を受信し、取得した、前記電子機器で動作しているアプリケーションがそ
れぞれ表示されている前記マルチタスク管理インターフェースを表示し、動作中である第
１アプリケーションおよび動作中である少なくとも１つの第２アプリケーションをユーザ
が選択したと検出された場合、前記第１アプリケーションと前記少なくとも１つの第２ア
プリケーションとに基づいて画面分割表示インターフェースを生成し、且つ、前記画面分
割表示インターフェースを表示し、前記画面分割表示インターフェースで前記第１アプリ
ケーションと前記少なくとも１つの第２アプリケーションとを同時に動作させて表示する
ように構成される。
【００９８】
　図５は、一実施例による画面分割表示のための装置を示すブロック図である。例えば、
装置５００は、携帯電話、コンピュータ、デジタル放送端末、メッセージ送受信機器、ゲ
ームコンソール、タブレットデバイス、医療設備、フィットネス機器、ＰＤＡなどであっ
てもよい。
【００９９】
　図５を参照すると、装置５００は、処理ユニット５０２、メモリ５０４、電源ユニット
５０６、マルチメディアユニット５０８、オーディオユニット５１０、入力／出力（Ｉ／
Ｏ）インターフェース５１２、センサユニット５１４、および、通信ユニット５１６のう
ちの１つまたは複数を含んでもよい。
【０１００】
　処理ユニット５０２は、通常は、表示、通話、データ通信、カメラ操作および記録操作
に関連する操作のような、装置５００の全般操作を制御する。処理ユニット５０２は、上
記方法の全部または一部のステップを実施させるように、指令を実行するための１つまた
は複数のプロセッサ５２０を含んでもよい。また、処理ユニット５０２は、処理ユニット
５０２と他のユニットとの間の相互作用を容易にするように、１つまたは複数のモジュー
ルを含んでもよい。例えば、処理ユニット５０２は、マルチメディアユニット５０８と処
理ユニット５０２との間の相互作用を容易にするように、マルチメディアモジュールを含
んでもよい。
【０１０１】
　メモリ５０４は、各タイプのデータを記憶して装置５００での操作をサポートするよう
に構成される。これらのデータの例示は、装置５００で操作するための任意のアプリケー
ションもしくは方法の指令、連絡先データ、電話帳データ、メッセージ、ピクチャ、ビデ
オなどを含む。メモリ５０４は、如何なる種別の揮発性もしくは不揮発性記憶装置または
それらの組合せで実現されてもよい。例えば、スタティックランダムアクセスメモリ（Ｓ
ＲＡＭ）、電気的に消去可能なプログラマブル読み出し専用メモリ（ＥＥＰＲＯＭ）、消
去可能なプログラマブル読み出し専用メモリ（ＥＰＲＯＭ）、プログラマブル読み出し専
用メモリ（ＰＲＯＭ）、読み出し専用メモリ（ＲＯＭ）、磁気メモリ、フラッシュメモリ
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、磁気ディスクまたは光ディスクであってもよい。
【０１０２】
　電源ユニット５０６は、装置５００のユニットのそれぞれに電力を供給する。電源ユニ
ット５０６は、電源管理システム、１つまたは複数の電源、並びに、他の装置５００用の
電力を生成、管理および配分するために他のユニットを含んでもよい。
【０１０３】
　マルチメディアユニット５０８は、前記装置５００とユーザとの間に1つの出力インタ
ーフェースを供給するスクリーンを含む。一部の実施例では、スクリーンは、液晶ディス
プレイ（ＬＣＤ）およびタッチパネル（ＴＰ）を含んでもよい。スクリーンは、タッチパ
ネルを含む場合、ユーザからの入力信号を受信するように、ディスプレイスクリーンとし
て実現されてもよい。タッチパネルは、タッチ、スライドおよびタッチパネルでのジェス
チャを感知するように、１つまたは複数のタッチセンサを含む。前記タッチセンサは、タ
ッチあるいはスライド動作の境界を感知するだけではなく、タッチあるいはスライド操作
と関連する継続時間および圧力をさらに検出することができる。一部の実施例では、マル
チメディアユニット５０８は、１つのフロントカメラおよび/またはバックカメラを含む
。装置５００が操作モード、例えば、撮影モードあるいはビデオモードであるとき、フロ
ントカメラおよび/またはバックカメラは、外部のマルチメディアデータを受信すること
ができる。フロントカメラおよびバックカメラのそれぞれは、１つの固定の光学レンズシ
ステムであってもよいし、焦点距離および光学ズーム能力を有するものであってもよい。
【０１０４】
　オーディオユニット５１０は、オーディオ信号を出力および/または入力するように構
成される。例えば、オーディオユニット５１０は、マイク（ＭＩＣ）を備え、装置５００
が操作モード、例えば、発呼モード、記録モードおよび音声識別モードであるとき、マイ
クは、外部オーディオ信号を受信するように構成される。受信されたオーディオ信号は、
さらに、メモリ５０４に格納される、または、通信ユニット５１６を介して送信すること
ができる。一部の実施例では、オーディオユニット５１０は、オーディオ信号を出力する
ためのスピーカをさらに備える。
【０１０５】
　Ｉ/Ｏインターフェース５１２は、処理ユニット５０２とペリフェラルインターフェー
スモジュールとの間でインターフェースを供給するものであり、上記ペリフェラルインタ
ーフェースモジュールは、キーボード、クリックホイール、ボタンなどであってもよい。
これらのボタンには、ホームページボタン、ボリュームボタン、起動ボタンおよびロック
ボタンが含まれてもよいが、それらに限定されない。
【０１０６】
　センサユニット５１４は、様々な側面での状態推定を装置５００に供給するための１つ
または複数のセンサを含む。例えば、センサユニット５１４は、装置５００のオン/オフ
状態、ユニットの相対位置を検出することができ、ユニットは、例えば、装置５００のデ
ィスプレイおよびキーパッドである。センサユニット５１４は、さらに、装置５００もし
くは装置５００の１つのユニットの位置変更、ユーザと装置５００との接触の有無、装置
５００の方位もしくは加速/減速および装置５００の温度変化をさらに検出することがで
きる。センサユニット５１４は、如何なる物理的接触もないとき、近辺にある物体の存在
を検出するための近接センサを含んでもよい。センサユニット５１４は、さらに、イメー
ジングアプリケーションに使用される光センサ、例えばＣＭＯＳまたはＣＣＤ画像センサ
を含んでもよい。一部の実施例では、当該センサユニット５１４は、さらに、加速度セン
サ、ジャイロセンサ、磁気センサ、圧力センサまたは温度センサを含んでもよい。
【０１０７】
　通信ユニット５１６は、装置５００と他の機器間の無線または有線方式の通信ができる
ように構成される。装置５００は、通信規格に基づく無線ネットワーク、例えば、ＷｉＦ
ｉ、２Ｇもしくは３Ｇなどの通信規格、またはそれらの組合せに基づく無線ネットワーク
にアクセスすることができる。ある実施例では、通信ユニット５１６は、外部ブロードキ
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ャスト管理システムからのブロードキャスト信号またはブロードキャスト関連情報をブロ
ードキャストチャネルを介して受信する。ある実施例では、通信ユニット５１６は、さら
に、短距離通信を容易にするように、ニアフィールド通信（ＮＦＣ）モジュールを含む。
例えば、ＮＦＣモジュールは、無線周波数識別（ＲＦＩＤ）技術、赤外線データ協会（Ｉ
ｒＤＡ）技術、超広帯域（ＵＷＢ）技術、ブルートゥース（登録商標）（ＢＴ）技術およ
び他の技術によって実現されてもよい。
【０１０８】
　実施例では、装置５００は、上記画面分割表示方法を実行するための１つまたは複数の
特定用途向け集積回路（ＡＳＩＣ）、デジタル信号プロセッサ（ＤＳＰ）、デジタル信号
処理デバイス（ＤＳＰＤ）、プログラマブルロジックデバイス（ＰＬＤ）、フィールドプ
ログラマブルゲートアレイ（ＦＰＧＡ）、コントローラ、マイクロコントローラ、マイク
ロプロセッサまたは他の電子部品によって実現されてもよい。
【０１０９】
　実施例では、指令を含む非一時的コンピュータ読み取り可能な記憶媒体、例えば、指令
を含むメモリ５０４をさらに提供し、上記指令が装置５００のプロセッサ５２０によって
実行されることで上記画面分割表示方法を実施させることができる。例えば、前記非一時
的コンピュータ読み取り可能な記憶媒体は、ＲＯＭ、ランダムアクセスメモリ（ＲＡＭ）
、ＣＤ-ＲＯＭ、磁気テープ、フロッピーディスクおよび光データ記憶機器などであって
もよい。
【０１１０】
　非一時的コンピュータ読み取り可能な記憶媒体であって、前記記憶媒体における指令が
装置５００のプロセッサに実行されるとき、装置５００は、図１、図２Ａ、図２Ｇに示す
方法を実施可能である。
【０１１１】
　当業者は、明細書を考慮し、ここに公開された発明を実践した後、本発明の他の実施案
を容易に想到する。本願は、本発明の如何なる変形、用途または適合もカバーすることを
意図する。これらの変形、用途または適合は、本発明の一般的な仕組みに従い、かつ、本
発明に公開されていない当分野における公知常識または慣用技術手段を含む。明細書およ
び実施例は単なる例示と見なされ、本発明の本当の範囲および思想は添付する特許請求の
範囲によって与えられる。
【０１１２】
　本発明が以上で記載され、且つ図面に示された正確な構造に限定されるものでなく、そ
の要旨を逸脱しない範囲で様々な補正や変更も可能であることは理解されるべきである。
本発明の範囲は、添付する特許請求の範囲のみによって限定される。
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