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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　携帯電子機器であって、
　第１端部および第２端部を含む表示領域を有し、前記表示領域に表示画面を表示する表
示部と、
　前記表示領域に対する操作を検出する検出部を含む入力部と、
　前記表示領域において前記第１端部および前記第２端部の一方にモード変更要素を配置
するとともに、前記モード変更要素に対する第１操作を検出したときに、前記表示画面を
縮小し、縮小後の前記表示画面を縮小画面として前記表示領域の一部に表示するＧＵＩ制
御部と、
　前記モード変更要素を前記第１端部および前記第２端部のどちらに配置するのかを、前
記入力部へのユーザの入力に応じて設定するＧＵＩ設定部と
を備え、
　前記表示領域は、所定の基準線よりも前記第１端部に近い第１領域と、前記基準線より
も前記第２端部に近い第２領域とを有しており、
　前記ＧＵＩ設定部は、第２操作が前記第１領域において行われたときに、前記モード変
更要素を前記第１端部に表示するように設定し、前記第２操作が前記第２領域において行
われたときに、前記モード変更要素を前記第２端部に表示するように設定する、携帯電子
機器。
【請求項２】
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　請求項１に記載の携帯電子機器であって、
　前記ＧＵＩ設定部は、前記第２操作が前記第１領域において行われたときに、前記縮小
画面を前記第１端部側に表示するように設定し、前記第２操作が前記第２領域において行
われたときに、前記縮小画面を前記第２端部側に表示するように設定する、携帯電子機器
。
【請求項３】
　請求項１または請求項２に記載の携帯電子機器であって、
　前記第２操作は前記モード変更要素へのドラッグ操作の終了である、携帯電子機器。
【請求項４】
　請求項３に記載の携帯電子機器であって、
　前記ＧＵＩ設定部は、前記モード変更要素への前記ドラッグ操作を終了した位置が前記
基準線に近いほど大きいサイズに、前記縮小画面のサイズを設定する、携帯電子機器。
【請求項５】
　携帯電子機器であって、
　第１端部および第２端部を含む表示領域を有し、前記表示領域に表示画面を表示する表
示部と、
　前記表示領域に対する操作を検出する検出部を含む入力部と、
　前記表示領域において前記第１端部および前記第２端部の一方にモード変更要素を配置
するとともに、前記モード変更要素に対する第１操作を検出したときに、前記表示画面を
縮小し、縮小後の前記表示画面を縮小画面として前記表示領域の一部に表示するＧＵＩ制
御部と、
　前記モード変更要素を前記第１端部および前記第２端部のどちらに配置するのかを、前
記入力部へのユーザの入力に応じて設定するＧＵＩ設定部と
を備え、
　前記ＧＵＩ設定部は、前記入力部への入力に応じて、前記モード変更要素の、前記第１
端部または前記第２端部に沿う第１方向における位置を設定する、携帯電子機器。
【請求項６】
　請求項５に記載の携帯電子機器であって、
　前記ＧＵＩ設定部は、前記モード変更要素の前記第１方向における位置に応じて、前記
縮小画面の前記第１方向における位置を設定する、携帯電子機器。
【請求項７】
　携帯電子機器であって、
　第１端部および第２端部を含む表示領域を有し、前記表示領域に表示画面を表示する表
示部と、
　前記表示領域に対する操作を検出する検出部を含む入力部と、
　前記表示領域において前記第１端部および前記第２端部の一方にモード変更要素を配置
するとともに、前記モード変更要素に対する第１操作を検出したときに、前記表示画面を
縮小し、縮小後の前記表示画面を縮小画面として前記表示領域の一部に表示するＧＵＩ制
御部と、
　前記モード変更要素を前記第１端部および前記第２端部のどちらに配置するのかを、前
記入力部へのユーザの入力に応じて設定するＧＵＩ設定部と
を備え、
　前記検出部は、前記縮小画面の輪郭を形成する辺に対するドラッグ操作を検出し、
　前記ＧＵＩ設定部は、前記辺に対するドラッグ操作の終了位置に基づいて、前記縮小画
面の、前記第１端部または前記第２端部に沿う第１方向における位置を設定する、携帯電
子機器。
【請求項８】
　請求項１から請求項７の何れか一つに記載の携帯電子機器であって、
　前記検出部は、前記縮小画面の輪郭の角部に対するドラッグ操作を検出し、
　前記ＧＵＩ設定部は、前記角部に対するドラッグ操作の終了位置に基づいて、前記縮小
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画面のサイズを設定する、携帯電子機器。
【請求項９】
　請求項１から請求項８の何れか一つに記載の携帯電子機器であって、
　前記ＧＵＩ設定部は、前記縮小画面を前記第１端部側に表示するのか、前記第２端部側
に表示するのかを設定する第１設定要素、前記縮小画面の、前記第１端部または前記第２
端部に沿う第１方向における位置を設定する第２設定要素、前記縮小画面のサイズを設定
する第３設定要素の少なくともいずれか一つを前記表示領域に表示する、携帯電子機器。
【請求項１０】
　携帯電子機器であって、
　第１端部および第２端部を含む表示領域を有し、前記表示領域に表示画面を表示する表
示部と、
　前記表示領域に対する操作を検出する検出部を含む入力部と、
　前記表示領域において前記第１端部および前記第２端部の一方にモード変更要素を配置
するとともに、前記モード変更要素に対する第１操作を検出したときに、前記表示画面を
縮小し、縮小後の前記表示画面を縮小画面として前記表示領域の一部に表示するＧＵＩ制
御部と、
　前記モード変更要素を前記第１端部および前記第２端部のどちらに配置するのかを、前
記入力部へのユーザの入力に応じて設定するＧＵＩ設定部と
を備え、
　前記ＧＵＩ設定部は、前記第１端部側の複数位置および前記第２端部側の複数位置を前
記表示領域に表示し、前記入力部を介してユーザによって選択された前記複数位置の一つ
に、前記モード変更要素の位置を設定する、携帯電子機器。
【請求項１１】
　携帯電子機器であって、
　第１端部および第２端部を含む表示領域を有し、前記表示領域に表示画面を表示する表
示部と、
　前記表示領域に対する操作を検出する検出部を含む入力部と、
　前記表示領域において前記第１端部および前記第２端部の一方にモード変更要素を配置
するとともに、前記モード変更要素に対する第１操作を検出したときに、前記表示画面を
縮小し、縮小後の前記表示画面を縮小画面として前記表示領域の一部に表示するＧＵＩ制
御部と、
　前記モード変更要素を前記第１端部および前記第２端部のどちらに配置するのかを、前
記入力部へのユーザの入力に応じて設定するＧＵＩ設定部と
を備え、
　前記検出部が前記モード変更要素に対する前記第１操作とは異なる第３操作を検出した
ときに、前記ＧＵＩ設定部は、前記モード変更要素を前記第１端部および前記第２端部の
どちらに配置するのかの入力を受け付ける、携帯電子機器。
【請求項１２】
　請求項１から請求項１１の何れか一つに記載の携帯電子機器であって、
　前記ＧＵＩ制御部は前記モード変更要素を非表示とする、携帯電子機器。
【請求項１３】
　携帯電子機器であって、
　第１端部および第２端部を含む表示領域を有し、前記表示領域に表示画面を表示する表
示部と、
　前記表示領域に対する操作を検出する検出部を含む入力部と、
　前記表示領域において前記第１端部および前記第２端部の一方にモード変更要素を配置
するとともに、前記モード変更要素に対する第１操作を検出したときに、前記表示画面を
縮小し、縮小後の前記表示画面を縮小画面として前記表示領域の一部に表示するＧＵＩ制
御部と、
　前記モード変更要素を前記第１端部および前記第２端部のどちらに配置するのかを、前
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記入力部へのユーザの入力に応じて設定するＧＵＩ設定部と、
　前記携帯電子機器の把持姿勢を検出する把持姿勢検出部と
を備え、
　前記表示領域は長手方向に長い長尺状の形状を有しており、
　前記第１端部および前記第２端部は前記長手方向に沿って延在し、
　前記ＧＵＩ制御部は、前記縮小画面を表示している状態で、前記把持姿勢として前記長
手方向が縦方向よりも横方向に近いときに、前記縮小画面を拡大して、拡大後の前記縮小
画面を前記表示画面として前記表示領域に表示する、携帯電子機器。
【請求項１４】
　請求項１３に記載の携帯電子機器であって、
　前記ＧＵＩ制御部は、前記把持姿勢として前記長手方向が縦方向よりも横方向に近い状
態で、前記モード変更要素への前記第１操作が行われたときに、前記表示画面を縮小しな
い、携帯電子機器。
【請求項１５】
　携帯電子機器であって、
　第１端部および第２端部を含む表示領域を有し、前記表示領域に表示画面を表示する表
示部と、
　前記表示領域に対する操作を検出する検出部を含む入力部と、
　前記表示領域において前記第１端部および前記第２端部の一方にモード変更要素を配置
するとともに、前記モード変更要素に対する第１操作を検出したときに、前記表示画面を
縮小し、縮小後の前記表示画面を縮小画面として前記表示領域の一部に表示するＧＵＩ制
御部と、
　前記モード変更要素を前記第１端部および前記第２端部のどちらに配置するのかを、前
記入力部へのユーザの入力に応じて設定するＧＵＩ設定部と、
　通話用の着信信号を受信する無線通信部と
を備え、
　前記ＧＵＩ制御部は、前記着信信号を受信したときに、縮小前の前記表示画面を前記表
示領域に表示する、携帯電子機器。
【請求項１６】
　携帯電子機器であって、
　第１端部および第２端部を含む表示領域を有し、前記表示領域に表示画面を表示する表
示部と、
　前記表示領域に対する操作を検出する検出部を含む入力部と、
　前記表示領域において前記第１端部および前記第２端部の一方にモード変更要素を配置
するとともに、前記モード変更要素に対する第１操作を検出したときに、前記表示画面を
縮小し、縮小後の前記表示画面を縮小画面として前記表示領域の一部に表示するＧＵＩ制
御部と、
　前記モード変更要素を前記第１端部および前記第２端部のどちらに配置するのかを、前
記入力部へのユーザの入力に応じて設定するＧＵＩ設定部と、
　前記第２端部よりも前記第１端部に近く、かつ、前記第１端部の一部と対向する位置に
設けられた電源キーと、
　前記電源キーの押下に応じて、前記表示部の表示を終了するスタンバイモードの採用／
終了を切り替える制御部と
を備え、
　前記ＧＵＩ制御部は、前記電源キーの押下に応じて前記スタンバイモードを解除すると
きに、前記第１端部の前記一部に前記モード変更要素を配置する、携帯電子機器。
【請求項１７】
　第１端部および第２端部を含む表示領域を有し、前記表示領域に表示画面を表示する表
示部と、
　前記表示領域に対する操作を検出する検出部を含む入力部を
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備える携帯電子機器の表示方法であって、
　前記表示領域において前記第１端部および前記第２端部の一方にモード変更要素を配置
するとともに、前記モード変更要素に対する第１操作を検出したときに、前記表示画面を
縮小し、縮小後の前記表示画面を縮小画面として前記表示領域の一部に表示する第１工程
と、
　前記モード変更要素を前記第１端部および前記第２端部のどちらに配置するのかを、前
記入力部へのユーザの入力に応じて設定する第２工程と
を備え、
　前記表示領域は、所定の基準線よりも前記第１端部に近い第１領域と、前記基準線より
も前記第２端部に近い第２領域とを有しており、
　前記第２工程において、第２操作が前記第１領域において行われたときに、前記モード
変更要素を前記第１端部に表示するように設定し、前記第２操作が前記第２領域において
行われたときに、前記モード変更要素を前記第２端部に表示するように設定する、携帯電
子機器の表示方法。

【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、携帯電子機器および携帯電子機器の表示方法に関する。
【背景技術】
【０００２】
　表示部とタッチパネルとを備えた携帯電子機器が提案されている。この携帯電子機器で
は、ユーザは例えば指を用いて表示部に対して操作を行い、この操作がタッチパネルで検
出される。携帯電子機器は当該操作に応じた処理を実行する。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００３】
【特許文献１】特開２００９－２８３０１３号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　操作性の向上が望まれている。
【０００５】
　そこで本発明は、操作性を向上できる携帯電子機器の提供を目的とする。
【課題を解決するための手段】
【０００６】
　携帯電子機器および携帯電子機器の表示方法が開示される。一実施の形態においては、
携帯電子機器は、表示部と、入力部と、ＧＵＩ制御部と、ＧＵＩ設定部とを備える。表示
部は、第１端部および第２端部を含む表示領域を有し、表示領域に表示画面を表示する。
入力部は、表示領域に対する操作を検出する検出部を含む。ＧＵＩ制御部は、表示領域に
おいて第１端部および第２端部の一方にモード変更要素を配置するとともに、モード変更
要素に対する第１操作を検出したときに、表示画面を縮小し、縮小後の表示画面を縮小画
面として表示領域の一部に表示する。ＧＵＩ設定部は、モード変更要素を第１端部および
第２端部のどちらに配置するのかを、入力部へのユーザの入力に応じて設定する。表示領
域は、所定の基準線よりも第１端部に近い第１領域と、基準線よりも第２端部に近い第２
領域とを有している。ＧＵＩ設定部は、第２操作が前記第１領域において行われたときに
、モード変更要素を第１端部に表示するように設定し、第２操作が第２領域において行わ
れたときに、モード変更要素を第２端部に表示するように設定する。
【０００７】
　携帯電子機器の表示方法は、表示領域において第１端部および第２端部の一方にモード
変更要素を配置するとともに、モード変更要素に対する第１操作を検出したときに、表示
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画面を縮小し、縮小後の表示画面を縮小画面として表示領域の一部に表示する第１工程と
、モード変更要素を第１端部および前記第２端部のどちらに配置するのかを、入力部への
ユーザの入力に応じて設定する第２工程とを備える。表示領域は、所定の基準線よりも第
１端部に近い第１領域と、基準線よりも第２端部に近い第２領域とを有している。第２工
程において、第２操作が第１領域において行われたときに、モード変更要素を第１端部に
表示するように設定し、第２操作が第２領域において行われたときに、モード変更要素を
第２端部に表示するように設定する。

【発明の効果】
【０００８】
　本携帯電子機器およびその表示方法によれば、操作性を向上できる。
【図面の簡単な説明】
【０００９】
【図１】携帯電子機器の概観の一例を示す前面図である。
【図２】携帯電子機器の概観の一例を示す裏面図である。
【図３】携帯電子機器の電気的な構成の一例を概略的に示す図である。
【図４】携帯電子機器を左手で把持する様子の一例を概略的に示す図である。
【図５】携帯電子機器を右手で把持する様子の一例を概略的に示す図である。
【図６】制御部の構成の一例を概略的に示す図である。
【図７】表示領域の一例を概略的に示す図である。
【図８】表示領域の一例を概略的に示す図である。
【図９】表示領域の一例を概略的に示す図である。
【図１０】ＧＵＩ制御部の具体的な動作の一例を示すフローチャートである。
【図１１】表示領域の一例を概略的に示す図である。
【図１２】モード変更要素の位置を設定する様子の一例を概略的に示す図である。
【図１３】モード変更要素の位置を設定する様子の一例を概略的に示す図である。
【図１４】モード変更要素の位置を設定する様子の一例を概略的に示す図である。
【図１５】ＧＵＩ設定部の具体的な動作の一例を示すフローチャートである。
【図１６】ＧＵＩ設定部の具体的な動作の一例を示すフローチャートである。
【図１７】ＧＵＩ設定部の具体的な動作の一例を示すフローチャートである。
【図１８】モード変更要素の位置を設定する様子の一例を概略的に示す図である。
【図１９】モード変更要素の位置を設定する様子の一例を概略的に示す図である。
【図２０】モード変更要素の位置を設定する様子の一例を概略的に示す図である。
【図２１】ＧＵＩ設定部の具体的な動作の一例を示すフローチャートである。
【図２２】モード変更要素の位置を設定する様子の一例を概略的に示す図である。
【図２３】モード変更要素の位置を設定する様子の一例を概略的に示す図である。
【図２４】ＧＵＩ設定部の具体的な動作の一例を示すフローチャートである。
【図２５】モード変更要素および縮小画面の位置を設定する様子の一例を概略的に示す図
である。
【図２６】ＧＵＩ設定部の具体的な動作の一例を示すフローチャートである。
【図２７】モード変更要素および縮小画面の位置を設定する様子の一例を概略的に示す図
である。
【図２８】ＧＵＩ設定部の具体的な動作の一例を示すフローチャートである。
【図２９】モード変更要素および縮小画面の位置を設定する様子の一例を概略的に示す図
である。
【図３０】モード変更要素の位置、縮小画面の位置およびサイズを設定する様子の一例を
概略的に示す図である。
【図３１】ＧＵＩ設定部の具体的な動作の一例を示すフローチャートである。
【図３２】縮小画面のサイズを設定する様子の一例を概略的に示す図である。
【図３３】縮小画面のサイズを設定する様子の一例を概略的に示す図である。
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【図３４】ＧＵＩ設定部の具体的な動作の一例を示すフローチャートである。
【図３５】縮小画面の位置を設定する様子の一例を概略的に示す図である。
【図３６】ＧＵＩ設定部の具体的な動作の一例を示すフローチャートである。
【図３７】ノーティフィケーション画面を表示する様子の一例を概略的に示す図である。
【図３８】モード変更要素の位置を変更する様子の一例を概略的に示す図である。
【図３９】ＧＵＩ設定部の具体的な動作の一例を示すフローチャートである。
【図４０】縮小画面のサイズを設定する様子の一例を概略的に示す図である。
【図４１】ＧＵＩ設定部の具体的な動作の一例を示すフローチャートである。
【図４２】縮小画面のサイズを設定する様子の一例を概略的に示す図である。
【図４３】縮小画面の位置を設定する様子の一例を概略的に示す図である。
【図４４】ＧＵＩ設定部の具体的な動作の一例を示すフローチャートである。
【図４５】通常モードを採用する様子の一例を概略的に示す図である。
【図４６】縮小モードを採用する様子の一例を概略的に示す図である。
【図４７】ＧＵＩ設定部の具体的な動作の一例を示すフローチャートである。
【図４８】縮小モードを採用する様子の一例を概略的に示す図である。
【図４９】縮小モードを採用する様子の一例を概略的に示す図である。
【図５０】縮小モードを採用する様子の一例を概略的に示す図である。
【図５１】ＧＵＩ制御部の具体的な動作の一例を示すフローチャートである。
【図５２】縮小モードを採用する様子の一例を概略的に示す図である。
【図５３】ＧＵＩ制御部の具体的な動作の一例を示すフローチャートである。
【図５４】縮小モードを採用する様子の一例を概略的に示す図である。
【図５５】縮小モードを採用する様子の一例を概略的に示す図である。
【図５６】ＧＵＩ制御部の具体的な動作の一例を示すフローチャートである。
【図５７】ＧＵＩ制御部の具体的な動作の一例を示すフローチャートである。
【図５８】携帯電子機器の電気的な構成の一例を概略的に示す図である。
【図５９】縦姿勢で携帯電子機器を把持する様子の一例を概略的に示す図である。
【図６０】横姿勢で携帯電子機器を把持する様子の一例を概略的に示す図である。
【図６１】ＧＵＩ制御部の具体的な動作の一例を示すフローチャートである。
【図６２】着信画面の一例を概略的に示すフローチャートである。
【図６３】ＧＵＩ制御部の具体的な動作の一例を示すフローチャートである。
【図６４】縮小モードにおける表示領域の一例を概略的に示す図である。
【図６５】ノーティフィケーション画面を表示する様子の一例を概略的に示す図である。
【図６６】縮小モードにおける表示領域の一例を概略的に示す図である。
【図６７】縮小モードを採用する様子の一例を概略的に示す図である。
【図６８】背景領域を操作したときの様子の一例を概略的に示す図である。
【図６９】背景領域を操作したときの様子の一例を概略的に示す図である。
【図７０】背景領域と縮小画面とを入れ替える様子の一例を概略的に示す図である。
【図７１】二画面モードを採用する様子の一例を概略的に示す図である。
【図７２】縮小モードにおける表示領域の一例を概略的に示す図である。
【発明を実施するための形態】
【００１０】
　第１の実施の形態．
　＜携帯電子機器＞
　＜外観＞
　図１は、携帯電子機器１の前面側から見た概観の一例を示している。図２は携帯電子機
器１の概観の一例を示す裏面図である。携帯電子機器１は、例えば、タブレット、ＰＤＡ
(Personal Digital Assistant)、携帯電話機（スマートフォンを含む）、または、携帯型
のパーソナルコンピュータなどである。
【００１１】
　図１および図２の例示では、携帯電子機器１は、カバーパネル２とケース部分３を備え
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ており、カバーパネル２とケース部分３とが組み合わされることによって、平面視で略長
方形の板状を成す筐体（以下、機器ケースとも呼ぶ）４が構成されている。
【００１２】
　カバーパネル２は、平面視において略長方形を成しており、携帯電子機器１の前面部分
における、周縁部分以外の部分を構成している。カバーパネル２は、例えば、透明のガラ
スあるいは透明のアクリル樹脂で形成されている。あるいは、カバーパネル２は、例えば
サファイアで形成されている。ここで、サファイアとは、アルミナ（Ａｌ２Ｏ３）を主成
分とする単結晶のことをいい、本明細書では、Ａｌ２Ｏ３純度が約９０％以上の単結晶の
ことをいう。傷がよりつき難くなるという点で、Ａｌ２Ｏ３純度は９９％以上であること
が好ましい。
【００１３】
　カバーパネル２は、サファイアから成る層を含む複数層構造の複合パネル（積層パネル
）であっても良い。例えば、カバーパネル２は、携帯電子機器１の表面に設けられたサフ
ァイアから成る層（サファイアパネル）と、当該層に貼り付けられたガラスから成る層（
ガラスパネル）とで構成された２層構造の複合パネルであっても良い。また、カバーパネ
ル２は、携帯電子機器１の表面に設けられたサファイアから成る層（サファイアパネル）
と、当該層に貼り付けられたガラスから成る層（ガラスパネル）と、当該層に貼り付けら
れたサファイアから成る層（サファイアパネル）とで構成された３層構造の複合パネルで
あっても良い。また、カバーパネル２は、サファイア以外の結晶性材料、例えば、ダイヤ
モンド、ジルコニア、チタニア、水晶、タンタル酸リチウム、酸化窒化アルミニウムなど
から成る層を含んでいても良い。
【００１４】
　ケース部分３は、携帯電子機器１の前面部分の周縁部分、側面部分及び裏面部分を構成
している。ケース部分３は、例えばポリカーボネート樹脂で形成されている。
【００１５】
　カバーパネル２の前面には、文字、記号、図形または画像等の各種情報が表示される表
示領域２ａが設けられている。この表示領域２ａは例えば平面視で長方形を成している。
カバーパネル２における、表示領域２ａを取り囲む周縁部分は、例えばフィルム等が貼ら
れることによって黒色となっており、情報が表示されない非表示部分となっている。カバ
ーパネル２の裏面には後述するタッチパネル５２が貼り付けられており、ユーザは、携帯
電子機器１の前面の表示領域２ａを指等で操作することによって、携帯電子機器１に対し
て各種指示を与えることができる。なお、ユーザは、指以外の操作子、例えば、スタイラ
スペンなどの静電式タッチ検出部用ペンで表示領域２ａを操作することによっても、携帯
電子機器１に対して各種指示を与えることができる。
【００１６】
　機器ケース４内には、例えば操作キー５が設けられている。操作キー５は、例えばハー
ドウェアキーであって、例えばカバーパネル２の前面の下側端部に設けられている。図１
および図２の例示では、操作キー５の一種として、電源キー５Ａも設けられている。電源
キー５Ａは例えば携帯電子機器１の側面に設けられている。
【００１７】
　タッチパネル５２および操作キー５（電源キー５Ａを含む、以下、同様）は、携帯電子
機器１への入力を行う入力部の一例である。後述する各種の入力はタッチパネル５２を用
いて行われてもよく、操作キー５を用いて行われてもよい。
【００１８】
　＜電気的構成＞
　図３は携帯電子機器１の電気的構成の一例を示すブロック図である。図３に例示される
携帯電子機器１は、例えば、制御部１０、無線通信部２０、表示部４１、第１音声出力部
（ここではレシーバ）４２、第２音声出力部（ここではスピーカ）４４、音声入力部４６
、タッチパネル５２、キー操作部５４、および、撮像部６０を備えている。携帯電子機器
１に設けられたこれらの構成要素は、機器ケース４に収められている。
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【００１９】
　制御部１０は、例えばＣＰＵ（Central Processing Unit）１０１、ＤＳＰ（Digital S
ignal Processor）１０２及び記憶部１０３等を備えており、携帯電子機器１の他の構成
要素を制御することによって、携帯電子機器１の動作を統括的に管理する。記憶部１０３
は、ＲＯＭ（Read Only Memory）及びＲＡＭ（Random Access Memory）等で構成されてい
る。記憶部１０３には、携帯電子機器１の動作、具体的には携帯電子機器１が備える無線
通信部２０、表示部４１等の各構成要素を制御するための制御プログラムであるメインプ
ログラム及び複数のアプリケーションプログラム（以後、単に「アプリケーション」とも
呼ぶ）等が記憶されている。制御部１０の各種機能は、ＣＰＵ１０１及びＤＳＰ１０２が
記憶部１０３内の各種プログラムを実行することによって実現される。なお図３の例示で
は、ＣＰＵ１０１およびＤＳＰ１０２がそれぞれ一つ示されているものの、これらは複数
設けられてもよい。そして、これらが互いに協働して各種機能を実現してもよい。また、
図３の例示では、記憶部１０３は、制御部１０の内部において示されているものの、制御
部１０の外部に設けられてもよい。換言すれば、記憶部１０３は制御部１０とは別体であ
ってもよい。また、制御部１０の機能の一部または全部はハードウェアによって実現され
ても構わない。
【００２０】
　無線通信部２０は、アンテナ２１を有している。無線通信部２０は他の携帯電子機器、
あるいはインターネットに接続されたウェブサーバ等の通信装置からの信号を、基地局等
を介してアンテナ２１で受信する。無線通信部２０は、受信信号に対して増幅処理及びダ
ウンコンバートを行って制御部１０に出力する。制御部１０は、入力される受信信号に対
して復調処理等を行う。また無線通信部２０は、制御部１０で生成された送信信号に対し
てアップコンバート及び増幅処理を行って、処理後の送信信号をアンテナ２１から無線送
信する。アンテナ２１からの送信信号は、基地局等を通じて、他の携帯電子機器あるいは
インターネットに接続された通信装置で受信される。
【００２１】
　表示部４１は、例えば、液晶表示パネルあるいは有機ＥＬパネルなどである。表示部４
１は、例えば表示画面を示す表示信号を制御部１０から受け取って、これを表示部４１に
表示する。言い換えれば、表示部４１は、制御部１０によって制御されることによって、
文字、記号、図形または画像などの各種情報を表示する。表示部４１に表示される情報は
、カバーパネル２の前面の表示領域２ａに表示される。したがって、表示部４１は、表示
領域２ａに表示を行っていると言える。表示領域２ａは長手方向Ｄ１に長い長尺状の形状
を有している。
【００２２】
　タッチパネル５２は、カバーパネル２の表示領域２ａに対する操作指等の操作子による
操作を検出する検出部である。タッチパネル５２は、例えば、投影型静電容量方式のタッ
チ検出部であって、カバーパネル２の裏面に貼り付けられている。ユーザが操作指等の操
作子によってカバーパネル２の表示領域２ａに対して操作を行うと、それに応じた信号が
タッチパネル５２から制御部１０に入力される。制御部１０は、タッチパネル５２からの
信号に基づいて、表示領域２ａに対して行われた操作の内容を特定して、その内容に応じ
た処理を行う。なお、タッチパネル５２は感圧式のタッチパネルであってもよい。
【００２３】
　なおタッチパネル５２は、表示部４１に表示された表示領域２ａに対するユーザの操作
を検出するので、タッチパネル５２および表示部４１は互いに協働して入力部を形成する
、とも説明できるなおタッチパネル５２および表示部４１は一体で形成されても構わない
。例えば、タッチパネル５２および表示部４１の一組は、表示パネルの各表示素子にタッ
チセンサを組み込んで、構成される。このような構成としては、例えばインセル型または
オンセル型のディスプレイが挙げられる。なお、タッチパネル５２および表示部４１が一
体か別体かによらず、これらの一組を、タッチセンサ付き表示部と呼ぶことができる。
【００２４】
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　キー操作部５４は、各操作キー５に対するユーザの押下操作を検出する。キー操作部５
４は、各操作キー５について、当該操作キー５が押下されているか否かを検出する。キー
操作部５４は、操作キー５が押下されていない場合には、当該操作キー５が操作されてい
ないことを示す未操作信号を制御部１０に出力する。また、キー操作部５４は、操作キー
５が押下されると、当該操作キー５が操作されたことを示す操作信号を制御部１０に出力
する。これにより、制御部１０は、各操作キー５について、当該操作キー５が操作されて
いるか否かを判断することができる。
【００２５】
　タッチパネル５２および操作キー５は、携帯電子機器１への入力部５０として機能する
。なお以下で述べる、タッチパネル５２を用いた入力は、いずれも操作キー５に割り当て
ることが可能である。
【００２６】
　第１音声出力部（例えばレシーバ）４２は、受話音などを出力するものであって、例え
ばダイナミックスピーカで構成されている。レシーバ４２は、制御部１０からの電気的な
音信号を音に変換して出力する。レシーバ４２から出力される音は、携帯電子機器１の前
面に設けられたレシーバ穴８０ａから外部に出力される。レシーバ穴８０ａから出力され
る音の音量は、第２音声出力部４４からスピーカ穴３４ａを介して出力される音の音量よ
りも小さくなっている。
【００２７】
　なおレシーバ４２に替えて、圧電振動素子が設けられてもよい。圧電振動素子は、制御
部１０によって制御され、音信号に基づいて振動する。圧電振動素子は例えばカバーパネ
ル２の裏面に設けられており、音信号に基づく自身の振動によってカバーパネル２を振動
させる。これにより、カバーパネル２の振動が音声としてユーザの耳に伝達される。この
場合、レシーバ穴８０ａは不要である。
【００２８】
　第２音声出力部（例えばスピーカ）４４は、例えばダイナミックスピーカであって、制
御部１０からの電気的な音信号を音に変換して出力する。第２音声出力部４４から出力さ
れる音は、携帯電子機器１の裏面に設けられたスピーカ穴３４ａから外部に出力される。
スピーカ穴３４ａから出力される音が、携帯電子機器１から離れた場所でも聞こえるよう
に、その音量が調整されている。すなわち、第２音声出力部（スピーカ）４４の音量は第
１音声出力部（レシーバ４２あるいは圧電振動素子）の音量よりも大きい。
【００２９】
　音声入力部４６は、例えばマイクであって、携帯電子機器１の外部から入力される音を
電気的な音信号に変換して制御部１０に出力する。携帯電子機器１の外部からの音は、カ
バーパネル２の前面に設けられたマイク穴から携帯電子機器１の内部に取り込まれてマイ
ク４６に入力される。
【００３０】
　撮像部６０は例えば第１撮像部６２と第２撮像部６４とを有している。第１撮像部６２
は撮像レンズ６ａおよび撮像素子などで構成されており、制御部１０による制御に基づい
て、静止画像および動画像を撮像する。図１に示されるように、撮像レンズ６ａは、携帯
電子機器１の前面に設けられていることから、携帯電子機器１の前面側（カバーパネル２
側）に存在する物体を撮像することが可能である。
【００３１】
　第２撮像部６４は、撮像レンズ７ａおよび撮像素子などで構成されており、制御部１０
による制御に基づいて、静止画像および動画像を撮像する。図２に示されるように、撮像
レンズ７ａは、携帯電子機器１の裏面に設けられていることから、携帯電子機器１の裏面
側に存在する物体を撮像することが可能である。
【００３２】
　＜ユーザの携帯電子機器の操作方法について＞
　図４および図５は、ユーザが携帯電子機器１を操作する様子の一例を示す図である。図
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４では、ユーザは携帯電子機器１を左手８０で把持し、左手８０の親指８１を用いて表示
領域２ａに対する操作を行う。図５では、ユーザが携帯電子機器１を右手９０で把持し、
右手９０の親指９１を用いて表示領域２ａに対する操作を行う。図４および図５の例示で
は、ユーザは携帯電子機器１をその短手方向Ｄ２において挟んで把持している。
【００３３】
　以下では、表示領域２ａの短手方向Ｄ２における端部を端部２Ａ，２Ｂと呼ぶ。例えば
端部２Ａ，２Ｂは長手方向Ｄ１に沿って延在し、短手方向Ｄ２において互いに対面する。
ここではユーザが左手８０で携帯電子機器１を把持したときに、親指８１側の端部が端部
２Ａである。
【００３４】
　ユーザが携帯電子機器１を片手で把持して操作する場合、表示領域２ａのサイズが広い
ほど、表示領域２ａの全領域を操作することは難しい。例えば図４では、左手８０の親指
８１の付け根を中心とした仮想円弧Ａ１よりも親指８１に近い領域に対しては、親指８１
が届きやすく操作が容易である一方で、この仮想円弧Ａ１よりも端部２Ｂ側の領域に対し
ては、親指８１が届きにくく操作が困難となる。同様に、図５の例示では、右手９０の親
指９１の付け根を中心とした仮想円弧Ａ２よりも親指９１に近い領域に対しては、親指９
１が届きやすく操作が容易である一方で、この仮想円弧Ａ２よりも端部２Ａ側の領域に対
しては、親指９１が届きにくく操作が困難となる。
【００３５】
　そこで、本実施の形態では、ユーザが携帯電子機器１を片手で操作しやすいように表示
領域２ａに表示される表示画面を制御することを企図する。以下に詳述する。
【００３６】
　＜制御部＞
　図６は制御部１０の構成の一例を概略的に示す図である。制御部１０はＧＵＩ制御部１
１とＧＵＩ設定部１２と処理部１３とを備えている。なお、これらの機能はソフトウェア
で実装されてもよく、その機能の一部または全部はハードウェアで実装されてもよい。
【００３７】
　処理部１３は携帯電子機器１の種々の機能を実行することができる。例えば処理部１３
は、携帯電子機器１への誤操作を抑制ためのキーガード処理、または、不正な第三者によ
る操作を抑制するためのロック処理を行ったり、あるいは、初期画面（以下、ホーム画面
とも呼ぶ）を表示部４１に表示したりする。
【００３８】
　図７は、キーガード処理を実行したときに表示領域２ａに表示される表示画面４０の一
例を概略的に示す図である。この表示画面４０は、携帯電子機器１への誤操作を抑制する
ための画面であり、キーガード画面とも呼ばれる。このキーガード画面を解除しない限り
、ユーザによる携帯電子機器１への入力は制限される。このガードキー画面はユーザによ
る適切な操作によって解除できる。
【００３９】
　例えば図７の表示画面４０には、キーガード解除要素ＫＧ１が表示されている。このキ
ーガード解除要素ＫＧ１に対して適切な操作を行うことで、処理部１３はガードキー画面
を解除する。この操作としては、例えば、キーガード解除要素ＫＧ１に対して操作子を近
接させて、この状態で所定方向（ここでは紙面右方向）に当該操作子を移動させる操作を
採用できる。なお、ここでいう近接とは、操作子が表示領域２ａに近づいた状態を含み、
また、操作子が表示領域２ａに接触した状態を含む。この操作はタッチパネル５２によっ
て検出されて、処理部１３へと出力される。
【００４０】
　キーガード解除要素ＫＧ１は、ユーザが上記操作を惹起できるような図記号によって構
成されてもよい。例えばキーガード解除要素ＫＧ１は、矢印で操作方向をユーザに示して
もよく、あるいは、文章で操作方法を表示してもよい。
【００４１】
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　キーガード解除要素ＫＧ１に対して適切な操作を行うと、処理部１３は当該操作に応答
してキーガード処理を終了する。処理部１３は、このキーガード処理の終了に応答して、
例えばロック処理を実行してもよい。図８は、ロック処理を実行したときの表示画面４０
の一例を概略的に示す図である。この表示画面４０（ロック画面）に対して適切な操作が
行われると、処理部１３はロック画面を解除する。例えば図８の表示画面４０には、解除
パターン入力要素ＲＲ１が表示されている。この解除パターン入力要素ＲＲ１は複数のポ
イントｒｒ１によって構成されている。図８の例示では、９個のポイントｒｒ１が格子状
に配置されている。この複数のポイントｒｒ１のうち予め決められたポイントに対して、
例えば予め設定された順序で操作することによって、ロック画面を解除する操作を行うこ
とができる。この操作はタッチパネル５２によって検出されて、処理部１３へと出力され
る。
【００４２】
　解除パターン入力要素ＲＲ１に対して適切な操作が行われると、処理部１３は当該操作
に応答してロック処理を終了する。処理部１３は、このロック処理の終了に応答して、例
えばホーム画面とも呼ばれる表示画面４０を表示領域２ａに表示してもよい。図９は、こ
の表示画面４０の一例を概略的に示す図である。この表示画面４０（ホーム画面）には、
各種のアプリケーションの実行するための要素（例えばアイコン）Ｅ１が表示されている
。各要素Ｅ１に対する操作はタッチパネル５２によって検出されて、処理部１３へと出力
される。処理部１３は、操作された要素Ｅ１に対応したアプリケーションを記憶部１０３
から読み出して実行する。これにより、種々の諸機能を実行することができる。
【００４３】
　ＧＵＩ制御部１１はモード変更要素ＭＥ１を表示領域２ａの端部２Ａ，２Ｂの一方に配
置して、これを表示することができる。このモード変更要素ＭＥ１の表示は処理部１３に
よる処理と並行して行うことができる。例えば図７から図９に示すように、いずれの表示
領域２ａにおいても、モード変更要素ＭＥ１を表示することができる。
【００４４】
　図７から図９の例示では、モード変更要素ＭＥ１は端部２Ｂに表示されている。端部２
Ｂは右手９０の親指９１が届きやすいので、ユーザは親指９１によってモード変更要素Ｍ
Ｅ１を操作しやすい（図５も参照）。しかも、モード変更要素ＭＥ１が表示領域２ａの中
央に表示される場合に比して、他の表示（例えばキーガード解除要素ＫＧ１、解除パター
ン入力要素ＲＲ１または要素Ｅ１など）を邪魔しにくい。
【００４５】
　このモード変更要素ＭＥ１に対して第１操作が行われると、この第１操作がタッチパネ
ル５２によって検出されて、ＧＵＩ制御部１１へと出力される。この第１操作としては、
操作子を表示領域２ａへと近接させた後に、表示領域２ａから遠ざける操作（いわゆるタ
ップ操作）を採用できる。
【００４６】
　ＧＵＩ制御部１１はこの第１操作に応答して表示画面４０を縮小し、縮小後の表示画面
４０を縮小画面４０Ａとして表示領域２ａの一部に表示することができる。図１０はＧＵ
Ｉ制御部１１の動作の一例を示すフローチャートであり、図１１は、縮小画面４０Ａを表
示したときの表示領域２ａの一例を概略的に示す図である。
【００４７】
　まずステップＳＴ１にて、ＧＵＩ制御部１１は、モード変更要素ＭＥ１に対する第１操
作が行われたか否かを判断する。モード変更要素ＭＥ１に対する第１操作が行われていな
いと判断したときには、ステップＳＴ１を再び実行する。モード変更要素ＭＥ１に対する
第１操作が行われたと判断したときには、ステップＳＴ２にて、ＧＵＩ制御部１１は表示
画面４０を縮小し、縮小後の表示画面４０を縮小画面４０Ａとして表示領域２ａに表示す
る（図１１も参照）。ここでは、縮小画面４０Ａを表示するモードを縮小モードとも呼び
、表示画面４０を表示するモードを通常モードとも呼ぶ。
【００４８】
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　図１１に例示するように、縮小モードにおいて縮小画面４０Ａは表示領域２ａの一部に
表示されている。また図１１の縮小画面４０Ａは図８の表示画面４０（ロック画面）に対
応している。つまり図１１は、図８のモード変更要素ＭＥ１が操作されたときの表示領域
２ａの一例を示している。
【００４９】
　また図１１に例示するように、ＧＵＩ制御部１１は表示領域２ａ内において縮小画面４
０Ａを一方側に平行移動して表示してもよい。図１１の例示では、縮小画面４０Ａを端部
２Ｂ側に表示させている。
【００５０】
　以上のように、縮小モードにおいては、通常モードにおける表示画面４０が縮小画面４
０Ａとして表示されている。また図１１の例示では、縮小画面４０Ａを端部２Ｂ側に表示
させているので、右手９０の親指９１が縮小画面４０Ａの全領域に届きやすい。したがっ
て、右手９０を用いた操作を容易にすることができる。勿論、縮小画面４０Ａを端部２Ａ
側に表示させれば、左手８０の親指８１が縮小画面４０Ａの全領域に届きやすく、左手８
０を用いた操作を容易にすることができる。
【００５１】
　なお、縮小モードにおけるモード変更要素ＭＥ１は、通常モードにおけるモード変更要
素ＭＥ１と同じ位置および同じサイズで表示されてもよい。あるいは、モード変更要素Ｍ
Ｅ１も、表示画面４０と同様に縮小して表示されてもよい。
【００５２】
　図１０を再び参照して、ステップＳＴ２の次のステップＳＴ３にて、ＧＵＩ制御部１１
は、モード変更要素ＭＥ１に対する第１操作が行われたか否かを判断する。モード変更要
素ＭＥ１に対する第１操作が行われていないと判断したときには、ステップＳＴ３を再び
実行する。モード変更要素ＭＥ１に対する第１操作が行われたと判断したときには、ステ
ップＳＴ４にて、ＧＵＩ制御部１１は、縮小画面４０Ａを拡大して表示画面４０を表示領
域２ａに表示する。つまり、モード変更要素ＭＥ１に対する第１操作によって、通常モー
ドと縮小モードとを切り替える。
【００５３】
　ＧＵＩ設定部１２は、モード変更要素ＭＥ１を端部２Ａに表示するのか、端部２Ｂに表
示するのかを、入力部５０へのユーザ入力に基づいて設定することができる。具体的な設
定方法の一例については後に述べる。
【００５４】
　例えばユーザは、右手９０を用いて携帯電子機器１を操作する場合に、モード変更要素
ＭＥ１を端部２Ｂに表示するように設定してもよい。端部２Ｂに表示されたモード変更要
素ＭＥ１に対しては、右手９０の親指９１が届きやすいので、このモード変更要素ＭＥ１
を操作しやすい。また例えばユーザは、左手８０を用いて携帯電子機器１を操作する場合
に、モード変更要素ＭＥ１を端部２Ａに表示するように設定してもよい。端部２Ａに表示
されたモード変更要素ＭＥ１に対しては、左手８０の親指８１が届きやすいので、このモ
ード変更要素ＭＥ１を操作しやすい。
【００５５】
　しかも、モード変更要素ＭＥ１は端部２Ａ，２Ｂの一方に表示されるので、これが表示
領域２ａの中央に表示される場合に比べて、他の要素の表示を邪魔しにくい。よって、ユ
ーザは表示画面を見やすく、他の要素に対する操作を行いやすいのである。
【００５６】
　なお図７から図９および図１１に例示するように、通常モードにおけるモード変更要素
ＭＥ１の図記号は、縮小モードにおけるモード変更要素ＭＥ１の図記号と相違していても
よい。例えば図７から図９の通常モードでは、モード変更要素ＭＥ１は二重丸の図記号に
よって表記されており、図１１の縮小モードでは、モード変更要素ＭＥ１は、紙面右斜め
に伸びる両端矢印が、二重の円によって囲まれた図記号によって表記されている。
【００５７】
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　なお上述の例では、モード変更要素ＭＥ１は、図７から図９の表示領域２ａのいずれに
も配置されている。しかるに、例えばキーガード画面およびロック画面においてはモード
変更要素ＭＥ１が配置されずに、ホーム画面においてモード変更要素ＭＥ１が配置されて
もよい。つまり、キーガード画面およびロック画面が表示された状態では、縮小モードを
採用できなくてもよい。なおホーム画面から遷移する任意の画面においても、適宜にモー
ド変更要素ＭＥ１を表示してもよい。
【００５８】
　＜モード変更要素ＭＥ１の表示位置の設定方法＞
　モード変更要素ＭＥ１の表示位置（端部２Ａまたは端部２Ｂ）は、例えば次に詳述する
ように設定されてもよい。例えば図１２に示すように、表示領域２ａを分割する仮想的な
基準線Ｂ１を設ける。図１２では、基準線Ｂ１は例えば端部２Ａ，２Ｂから等距離にある
点の集合である。この基準線Ｂ１は表示領域２ａの長手方向Ｄ１に沿って延在しつつ、表
示領域２ａを短手方向Ｄ２に等分割する。この基準線Ｂ１によって表示領域２ａは第１領
域２ｂと第２領域２ｃとに分割される。第１領域２ｂは基準線Ｂ１よりも端部２Ａ側の領
域であり、第２領域２ｃは基準線Ｂ１よりも端部２Ｂ側の領域である。
【００５９】
　ＧＵＩ設定部１２は、端部２Ａ側の第１領域２ｂにおいて第２操作が行われたときに、
モード変更要素ＭＥ１を端部２Ａに表示するように設定し、端部２Ｂ側の第２領域２ｃに
対して第２操作が行われたときに、モード変更要素ＭＥ１を端部２Ｂに表示するように設
定する。第２操作としては、例えば、モード変更要素ＭＥ１に対するドラッグ操作の終了
を採用できる。なお、要素に対するドラッグ操作とは、操作子を当該要素に対して近接さ
せて、その状態で操作子を表示領域２ａに対して水平に移動させることで行われる。また
このドラッグ操作においては、その要素は操作子に追随して表示される。
【００６０】
　ユーザがモード変更要素ＭＥ１に対してドラッグ操作を行い、このドラッグ操作を第１
領域２ｂにおいて終了したときに、ＧＵＩ設定部１２は、モード変更要素ＭＥ１の表示位
置を端部２Ａに設定する。同様に、このドラッグ操作を第２領域２ｃにおいて終了したと
きに、ＧＵＩ設定部１２はモード変更要素ＭＥ１の表示位置を端部２Ｂに設定する。以下
に、図１２から図１４を参照して、より詳細に説明する。
【００６１】
　まずＧＵＩ設定部１２はモード変更要素ＭＥ１に対するドラッグ操作を受け付ける。ユ
ーザは例えば図１２に示すように、端部２Ｂ側に表示されたモード変更要素ＭＥ１に対し
てドラッグ操作を行って、モード変更要素ＭＥ１を端部２Ａ側に移動させる。図１２の例
示では、ドラッグ操作による移動方向をブロック矢印で示しており、また、ドラッグ操作
を行う前のモード変更要素ＭＥ１を破線で示示している。さらに、モード変更要素ＭＥ１
に対するドラッグ操作を行うときの操作指も模式的に示している。モード変更要素ＭＥ１
は操作指に追随して表示される。
【００６２】
　ユーザは第１領域２ｂにおいてドラッグ操作を終了する（図１３も参照）。なおドラッ
グ操作の終了は、操作指を表示領域２ａから遠ざけることで行われる。つまり、第１領域
２ｂにおいて操作指を表示領域２ａから遠ざける。図１３の例示では、ドラッグ操作を終
了する直前のモード変更要素ＭＥ１および操作指が破線で示されている。ドラッグ操作を
終了した位置はタッチパネル５２によって検出されてＧＵＩ設定部１２に出力される。こ
こでは、ドラッグ操作の終了位置が第１領域２ｂ内にあるので、ＧＵＩ設定部１２はモー
ド変更要素ＭＥ１を端部２Ａに表示するように設定する。これに伴って、ＧＵＩ制御部１
１はモード変更要素ＭＥ１を端部２Ａに表示する。図１３の例示では、ドラッグ操作の終
了によってモード変更要素ＭＥ１が端部２Ａへと移動したことを、ブロック矢印で示して
いる。
【００６３】
　また、モード変更要素ＭＥ１に対するドラッグ操作を第２領域２ｃにおいて終了すると
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（図１４参照）、ＧＵＩ設定部１２は、モード変更要素ＭＥ１を端部２Ｂに表示するよう
に設定する。図１４でも、ドラッグ操作を終了する直前のモード変更要素ＭＥ１および操
作指が破線で示され、またドラッグ操作の終了によって、モード変更要素ＭＥ１が端部２
Ｂへと移動したことをブロック矢印で示している。これに伴って、ＧＵＩ制御部１１はモ
ード変更要素ＭＥ１を端部２Ｂに表示する。
【００６４】
　図１５は上述のＧＵＩ設定部１２の動作の一例を示すフローチャートである。なお図１
５の例示では、「ＧＵＩ設定モード」との表記があるものの、このモードについては後に
述べる。まずステップＳＴ１１にて、ＧＵＩ設定部１２は、モード変更要素ＭＥ１に対す
るドラッグ操作が行われたか否かを判断する。ドラッグ操作が行われていないと判断する
と、再びステップＳＴ１１を実行する。ドラッグ操作が行われたと判断すると、ステップ
ＳＴ１２にて、ＧＵＩ設定部１２は、操作指の移動に追随してモード変更要素ＭＥ１を表
示する。次にステップＳＴ１３にて、ＧＵＩ設定部１２はドラッグ操作を終了した否かを
判断する。ドラッグ操作を終了していないと判断したときには、再びステップＳＴ１２を
実行する。
【００６５】
　ドラッグ操作を終了したと判断したときには、ステップＳＴ１４にて、ＧＵＩ設定部１
２はドラッグ操作の終了位置に応じて、モード変更要素ＭＥ１の表示位置を決定する。図
１６は、ドラッグ操作の終了位置に応じてモード変更要素ＭＥ１の表示位置を決める動作
の一例を示すフローチャートである。ステップＳＴ１４１にて、ＧＵＩ設定部１２はドラ
ッグ操作が第１領域２ｂおよび第２領域２ｃのいずれにおいて終了したのかを判断する。
第１領域２ｂにおいてドラッグ操作が終了したと判断したときには、ステップＳＴ１４２
にて、ＧＵＩ設定部１２はモード変更要素ＭＥ１の表示位置を端部２Ａに設定する。つま
りモード変更要素ＭＥ１を端部２Ａに表示するように設定する。ステップＳＴ１４１にて
第２領域２ｃにおいてドラッグ操作が終了したと判断したときには、ステップＳＴ１４３
にて、ＧＵＩ設定部１２はモード変更要素ＭＥ１の表示位置を端部２Ｂに設定する。
【００６６】
　以上のように、ユーザは、モード変更要素ＭＥ１を端部２Ａ，２Ｂのどちらに表示する
のかを、端部２Ａ側の第１領域２ｂまたは端部２Ｂ側の第２領域２ｃへの第２操作（例え
ばドラッグ操作の終了操作）によって、設定することができる。これによれば、直感的な
操作によって、モード変更要素ＭＥ１の表示位置を設定することができる。
【００６７】
　＜ＧＵＩ設定モード＞
　モード変更要素ＭＥ１の設定を行うモード（ここではＧＵＩ設定モードと呼ぶ）を導入
してもよい。ＧＵＩ設定部１２は、例えばモード変更要素ＭＥ１に対する第３操作を検出
したときに、ＧＵＩ設定モードを採用してもよい。このＧＵＩ設定モードにおいて、ＧＵ
Ｉ設定部１２は、モード変更要素ＭＥ１を端部２Ａ，２Ｂのどちらに配置するのかの入力
を受け付ける。換言すれば、ＧＵＩ設定モードが採用されていないときには、ＧＵＩ設定
部１２はモード変更要素ＭＥ１の表示位置を設定する操作を受け付けない。第３操作は第
１操作とは異なる操作であって、例えば次の操作を採用できる。例えば、操作子を表示領
域２ａに近接させた状態を所定時間に亘って維持し、その後、操作子を表示領域２ａから
遠ざける操作（いわゆるロングタップ操作）を採用できる。この所定時間は、タップ操作
において操作子が表示領域２ａに近接する時間よりも長い。また第３操作としては、例え
ば、タップ操作を短時間で複数回行う操作（例えばダブルタップ操作）を採用してもよい
。
【００６８】
　図１７は、上述のＧＵＩ設定部１２の動作の一例を示す図である。ステップＳＴ２１に
て、ＧＵＩ設定部１２は、モード変更要素ＭＥ１に対する第３操作が行われたか否かを判
断する。第３操作が行われていないと判断したときには、再びステップＳＴ２１を実行す
る。ステップＳＴ２２にて、ＧＵＩ設定部１２はＧＵＩ設定モードを採用する。このＧＵ
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Ｉ設定モードにおいて、ＧＵＩ設定部１２はモード変更要素ＭＥ１を設定するための操作
を受け付ける（例えば図１２～図１６参照）。
【００６９】
　以上のように、ＧＵＩ設定モードが採用されないと、モード変更要素ＭＥ１の表示位置
を設定できない。したがって、モード変更要素ＭＥ１に対する誤操作によってモード変更
要素ＭＥ１の表示位置が誤って設定されることを、抑制できる。
【００７０】
　なおＧＵＩ設定モードの終了も、モード変更要素ＭＥ１に対する第３操作によって行わ
れてもよい。つまり、モード変更要素ＭＥ１に対する第３操作によって、ＧＵＩ設定モー
ドの採用／終了を切り替えてもよい。
【００７１】
　また上述の例では、モード変更要素ＭＥ１に対する第３操作によってＧＵＩ設定モード
を採用しているものの、ＧＵＩ設定モードを採用するための専用の要素を、モード変更要
素ＭＥ１と別に設けてもよい。例えば、携帯電子機器１の各種設定を行うための設定画面
（不図示）の一つに、当該要素を設けてもよい。
【００７２】
　また、モード変更要素ＭＥ１の図記号は、通常モードとＧＵＩ設定モードとにおいて相
違させても構わない。ユーザは、モード変更要素ＭＥ１を確認することで、ＧＵＩ設定モ
ードが採用されていることを知ることができる。
【００７３】
　また、以下で説明するモード変更要素ＭＥ１の各種設定および縮小画面４０Ａの各種設
定は、ＧＵＩ設定モードが採用されたときのみ有効にしても構わない。
【００７４】
　＜モード変更要素ＭＥ１の長手方向Ｄ１の表示位置＞
　ＧＵＩ設定部１２は、ユーザの入力部５０への入力に応じて、長手方向Ｄ１におけるモ
ード変更要素ＭＥ１の表示位置を設定してもよい。図１８および図１９は、モード変更要
素ＭＥ１の長手方向Ｄ１の表示位置を設定する様子の一例を概略的に示している。例えば
上述のようにＧＵＩ設定部１２は、ドラッグ操作に応じてモード変更要素ＭＥ１を移動さ
せて表示する。図１８の例示では、ドラッグ操作の前のモード変更要素ＭＥ１が破線で示
されており、ドラッグ操作による移動方向をブロック矢印で示している。図１８の例示で
は、ユーザはモード変更要素ＭＥ１を長手方向Ｄ１に沿って下方側に移動させている。そ
して、ユーザはモード変更要素ＭＥ１を所望の位置までドラッグ操作した後に、そのドラ
ッグ操作を終了する。即ち、操作指を表示領域２ａから遠ざける。ＧＵＩ設定部１２はこ
のドラッグ操作の終了に応答して、長手方向Ｄ１におけるモード変更要素ＭＥ１の表示位
置を設定する。具体的には、この表示位置を、ドラッグ操作を終了したときの操作指の長
手方向Ｄ１の位置に設定する。これに伴って、ＧＵＩ制御部１１は、設定された位置にモ
ード変更要素ＭＥ１を表示する。例えば図１８の位置でドラッグ操作を終了することによ
り、その終了位置においてモード変更要素ＭＥ１が表示される（図１９参照）。これによ
りユーザは、ドラッグ操作を長手方向Ｄ１において所望の位置で終了することにより、そ
の所望の位置をモード変更要素ＭＥ１の長手方向Ｄ１における表示位置に設定できる。
【００７５】
　また、モード変更要素ＭＥ１へのドラッグ操作によって、短手方向Ｄ２における表示位
置（端部２Ａか端部２Ｂか）と、長手方向Ｄ１における表示位置との両方を設定してもよ
い。図２０は、モード変更要素ＭＥ１の表示位置を設定する様子の一例を概略的に示す図
である。例えば図２０に示すように、ユーザはモード変更要素ＭＥ１に対してドラッグ操
作を行って、モード変更要素ＭＥ１を斜めに移動させる。図２０の例示では、端部２Ｂに
表示されていたモード変更要素ＭＥ１を左下方向に移動させている。そして、第１領域２
ｂにおいてドラッグ操作を終了する。ドラッグ操作が第１領域２ｂにおいて終了するので
、ＧＵＩ設定部１２は、モード変更要素ＭＥ１は端部２Ａに表示されるように設定する。
さらにＧＵＩ設定部１２は、モード変更要素ＭＥ１の長手方向Ｄ１における表示位置を、
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そのドラッグ操作の長手方向Ｄ１における終了位置に、設定する。
【００７６】
　これによれば、一連のドラッグ操作によって、モード変更要素ＭＥ１の短手方向Ｄ２に
おける表示位置と、長手方向Ｄ１における表示位置との両方を設定することができ、設定
を容易にできる。
【００７７】
　図２１は、上述のＧＵＩ設定部１２の動作の一例を示すフローチャートである。図２１
では図１６に比して、ステップＳＴ１４４が設けられている。ステップＳＴ１４４は例え
ばステップＳＴ１４２またはステップＳＴ１４３の次に実行される。ステップＳＴ１４４
では、ＧＵＩ設定部１２は、長手方向Ｄ１におけるモード変更要素ＭＥ１の表示位置を、
長手方向Ｄ１におけるドラッグ操作の終了位置に設定する。
【００７８】
　なお、図２１の例示において、ステップＳＴ１４１～ＳＴ１４３の一組と、ステップＳ
Ｔ１４４の実行順序は逆でも構わない。
【００７９】
　＜モード変更要素の非表示＞
　ＧＵＩ制御部１１は、モード変更要素ＭＥ１を表示領域２ａに配置するものの、これを
表示しなくてもよい。つまりモード変更要素ＭＥ１を非表示としてもよい。図２２は、こ
のときの表示画面４０の一例を概略的に示す図である。図２２では、モード変更要素ＭＥ
１に対応する領域を仮想的に二点鎖線で示している。実際の表示画面４０では、この二点
鎖線も表示されていない。図２２の例示では、モード変更要素ＭＥ１に対する領域は例え
ば長方形状を有しており、端部２Ｂに接して長手方向Ｄ１に沿って延在している。このモ
ード変更要素ＭＥ１に対して第１操作が行われると、ＧＵＩ制御部１１はこの第１操作に
応答して、表示画面４０を縮小し、縮小後の表示画面４０を縮小画面４０Ａとして表示す
る。つまり縮小モードを採用する。
【００８０】
　モード変更要素ＭＥ１の表示位置は、次のように設定されてもよい。図２３はモード変
更要素ＭＥ１の表示位置を設定するための表示画面４０の一例を概略的に示している。こ
の表示画面４０は、例えばＧＵＩ設定モードが採用されたときに表示されてもよい。つま
り、例えばモード変更要素ＭＥ１に対する第３操作（例えばロングタップ操作またはダブ
ルタップ操作）が行われたときに、ＧＵＩ設定部１２がこの表示画面４０を表示するので
ある。
【００８１】
　図２３に例示するように、表示画面４０には、モード変更要素ＭＥ１の端部２Ａ側の複
数位置および端部２Ｂ側の複数位置として、複数の候補ＭＥ１１～ＭＥ１８が表示されて
いる。図２３の例示では、４つの候補ＭＥ１１～ＭＥ１４が端部２Ａにおいて、紙面上方
から紙面下方へとこの順で配置されており、４つの候補ＭＥ１５～ＭＥ１８が端部２Ｂに
おいて、紙面上方から紙面下方へとこの順で配置されている。候補ＭＥ１１～ＭＥ１８の
各々は例えば長手方向Ｄ１に沿って延びる長方形状を有している。
【００８２】
　この候補ＭＥ１１～ＭＥ１８に対する操作（例えばタップ操作）が行われると、ＧＵＩ
設定部１２は、操作が行われた候補をモード変更要素ＭＥ１に設定する。これにより、モ
ード変更要素ＭＥ１の表示位置が設定される。言い換えれば、入力部５０を介してユーザ
によって選択された複数位置の一つに、モード変更要素の位置が設定される。
【００８３】
　以上のように、モード変更要素ＭＥ１は、予め決められた複数の表示位置（候補ＭＥ１
１～ＭＥ１８の表示位置）の一つに設定される。なお図２３の例示では、８つの候補が表
示されているものの、候補の数は適宜に設定すればよい。
【００８４】
　図２４は、上述のＧＵＩ設定部１２の動作の一例を示すフローチャートである。ステッ
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プＳＴ３１にて、ＧＵＩ設定部１２は、モード変更要素ＭＥ１についての複数の候補ＭＥ
１１～ＭＥ１８を表示領域２ａに表示する。次に、ステップＳＴ３２にて、ＧＵＩ設定部
１２は、候補に対する操作が行われたか否かを判断する。操作が行われていないと判断し
たときにはステップＳＴ３２を再び実行する。操作が行われたと判断したときには、ステ
ップＳＴ３３にて、ＧＵＩ設定部１２はモード変更要素ＭＥ１の表示位置を、操作が行わ
れた候補に設定する。
【００８５】
　＜縮小画面４０Ａの表示位置（端部２Ａ，２Ｂ）の設定＞
　ＧＵＩ設定部１２は入力部５０へのユーザの入力に応じて、縮小画面４０Ａの表示位置
を設定してもよい。例えば、縮小画面４０Ａを端部２Ａ側に表示するのか、端部２Ｂ側に
表示するのかを設定する。より具体的には、モード変更要素ＭＥ１の表示位置に応じて、
縮小画面４０Ａの表示位置を設定してもよい。例えば、第１領域２ｂおよび第２領域２ｃ
に対する第２操作（例えばドラッグ操作の終了）に応じて、モード変更要素ＭＥ１の表示
位置を設定する場合には、第１領域２ｂおよび第２領域２ｃに対する第２操作に応じて、
縮小画面４０Ａの表示位置を設定する。具体的には、第１領域２ｂにおいて第２操作が行
われたときには、縮小画面４０Ａを端部２Ａ側に表示するように設定し、第２領域２ｃに
おいて第２操作が行われたときには、縮小画面４０Ａを端部２Ｂ側に表示するように設定
する。
【００８６】
　言い換えれば、ＧＵＩ制御部１１は、縮小画面４０Ａを、モード変更要素ＭＥ１が表示
される端部側に表示する。
【００８７】
　つまり、モード変更要素ＭＥ１を端部２Ａに表示するように設定している場合には、左
手８０で携帯電子機器１を操作することが想定されているので、縮小画面４０Ａも端部２
Ａ側に表示するのである。これにより、モード変更要素ＭＥ１および縮小画面４０Ａの両
方に対する左手８０での操作を容易にできる。同様に、モード変更要素ＭＥ１を端部２Ｂ
に表示するように設定している場合には、右手９０で携帯電子機器１を操作することが想
定されているので、縮小画面４０Ａも端部２Ｂ側に表示するのである。これにより、モー
ド変更要素ＭＥ１および縮小画面４０Ａの両方に対する右手９０での操作を容易にするこ
とができる。
【００８８】
　図２５は、縮小画面４０Ａの表示位置（端部２Ａ，２Ｂ）を設定する様子の一例を概略
的に示す図である。なお図２５では２つの表示領域２ａの間で、ハッチング付のブロック
矢印が示されている。これは、表示領域２ａの遷移を示している。他の図面でも同様であ
る。
【００８９】
　図２５の例示では、初期的には、モード変更要素ＭＥ１は端部２Ｂに表示されており、
縮小画面４０Ａも端部２Ｂ側に表示される（図２５の左側の表示領域２ａ）。例えば、端
部２Ｂに表示されていたモード変更要素ＭＥ１に対してドラッグ操作を行って、これを第
１領域２ｂに移動させる。図２５の右側の表示領域２ａでは、ドラッグ操作によって第１
領域２ｂまで移動したモード変更要素ＭＥ１と、操作指とを破線で示している。
【００９０】
　またＧＵＩ設定部１２は、ドラッグ操作によるモード変更要素ＭＥ１の表示位置に応じ
て、縮小画面４０Ａの表示位置を変更してもよい。具体的には、ドラッグ操作によって、
モード変更要素ＭＥ１が第１領域２ｂに表示されているときに、縮小画面４０Ａを端部２
Ａ側に表示し、モード変更要素ＭＥ１が第２領域２ｃに表示されているときに、縮小画面
４０Ａを端部２Ｂ側に表示してもよい。図２５の紙面右側の表示領域２ａでは、モード変
更要素ＭＥ１が第１領域２ｂに表示されているので、ＧＵＩ設定部１２は縮小画面４０Ａ
を端部２Ａ側に表示させている。
【００９１】
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　そして、第１領域２ｂにおいてドラッグ操作を終了すると、ＧＵＩ設定部１２は、この
終了位置に基づいて、モード変更要素ＭＥ１の表示位置を端部２Ａに設定するとともに、
縮小画面４０Ａの表示位置も端部２Ａに設定する。
【００９２】
　図示を省略しているものの、例えば第２領域２ｃにおいてドラッグ操作を終了すると、
ＧＵＩ設定部１２は、この終了位置に基づいて、モード変更要素ＭＥ１の表示位置を端部
２Ｂに設定するとともに、縮小画面４０Ａの表示位置も端部２Ｂに設定する。
【００９３】
　図２６は上述のＧＵＩ設定部１２の動作の一例を示すフローチャートである。図１６と
比較して、ステップＳＴ１４５，ＳＴ１４６が更に設けられている。ステップＳＴ１４５
は例えばステップＳＴ１４２の次に実行される。ステップＳＴ１４５においては、ＧＵＩ
設定部１２は、縮小画面４０Ａを端部２Ａ側に表示するように設定する。ステップＳＴ１
４６は例えばステップＳＴ１４３の次に実行される。ステップＳＴ１４６においては、Ｇ
ＵＩ設定部１２は、縮小画面４０Ａを端部２Ｂ側に表示するように設定する。
【００９４】
　なおステップＳＴ１４２，ＳＴ１４５の実行順序は逆でもよく、ステップＳＴ１４３，
ＳＴ１４６の実行順序は逆でもよい。また図２６の例示では、モード変更要素ＭＥ１に対
する設定と、縮小画面４０Ａに対する設定とを別々のステップで行っているものの、同じ
ステップで行ってもよい。例えば、モード変更要素ＭＥ１および縮小画面４０Ａを端部２
Ａに表示する設定情報を記憶部１０３などに記憶し、モード変更要素ＭＥ１および縮小画
面４０Ａを端部２Ｂに表示する設定情報を記憶部１０３などに記憶すればよい。
【００９５】
　＜縮小画面４０Ａの長手方向における表示位置の設定＞
　ＧＵＩ設定部１２は、モード変更要素ＭＥ１の長手方向Ｄ１における位置に応じて、縮
小画面４０Ａの長手方向Ｄ１における表示位置を設定してもよい。図２７は、長手方向Ｄ
１における縮小画面４０Ａの表示位置を設定する様子の一例を概略的に示している。長手
方向Ｄ１における縮小画面４０Ａの表示位置は、例えばモード変更要素ＭＥ１に対するド
ラッグ操作によって設定してもよい。以下に詳述する。
【００９６】
　例えば上述のようにＧＵＩ設定部１２はモード変更要素ＭＥ１に対するドラッグ操作に
応じて、モード変更要素ＭＥ１を移動させて表示する。例えばモード変更要素ＭＥ１へと
ドラッグ操作を行って、モード変更要素ＭＥ１を下方側へと移動させる。図２７に例示す
る紙面右側の表示領域２ａでは、ドラッグ操作の前のモード変更要素ＭＥ１が破線で示さ
れており、ドラッグ操作による移動方向を白抜きのブロック矢印で示している。
【００９７】
　またＧＵＩ設定部１２はドラッグ操作の長手方向Ｄ１における移動に応じて、縮小画面
４０Ａを長手方向Ｄ１に沿って移動させて表示する。具体的には、ドラッグ操作によって
モード変更要素ＭＥ１を長手方向Ｄ１の下方側に移動させると、これに応じて縮小画面４
０Ａを例えば下方側に移動させる。ドラッグ操作によってモード変更要素ＭＥ１を長手方
向Ｄ１の上方側に移動させると、これに応じて縮小画面４０Ａを例えば上方側に移動させ
る。
【００９８】
　そして、ユーザはモード変更要素ＭＥ１および縮小画面４０Ａを所望の位置まで移動さ
せた後に、そのドラッグ操作を終了する。即ち、操作指を表示領域２ａから遠ざける。Ｇ
ＵＩ設定部１２はこのドラッグ操作の終了に応答して、モード変更要素ＭＥ１の長手方向
Ｄ１における表示位置を設定するとともに、縮小画面４０Ａの長手方向Ｄ１における表示
位置を設定する。具体的には、この表示位置を、ドラッグ操作を終了したときの縮小画面
４０Ａの表示位置に設定する。以上のように、ユーザはモード変更要素ＭＥ１に対するド
ラッグ操作を所望の位置で終了することにより、モード変更要素ＭＥ１の長手方向Ｄ１に
おける表示位置と、縮小画面４０Ａの長手方向Ｄ１における表示位置とを設定できる。こ
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れによれば、長手方向Ｄ１におけるモード変更要素ＭＥ１の表示位置と、長手方向Ｄ１に
おける縮小画面４０Ａの表示位置を互いに連動させて設定することができる。
【００９９】
　例えばモード変更要素ＭＥ１の表示位置を下方側に設定する場合には、表示領域２ａの
下方側を操作しやすいと考えることができる。よって、このモード変更要素ＭＥ１ととも
に、縮小画面４０Ａの表示位置も下方側に設定するのである。これにより、モード変更要
素ＭＥ１のみならず、縮小画面４０Ａも操作しやすい位置に表示できる。同様に、表示領
域２ａの上方側の領域を操作しやすい場合には、ユーザはモード変更要素ＭＥ１の表示位
置を上方側に設定する。よって、このモード変更要素ＭＥ１とともに、縮小画面４０Ａの
表示位置も上方側に設定するのである。これにより、モード変更要素ＭＥ１のみならず、
縮小画面４０Ａも操作しやすい位置に表示できる。
【０１００】
　図２８は上記のＧＵＩ設定部１２の動作の一例を示すフローチャートである。図２８の
例示では、図２１と比較して、ステップＳＴ１４７が更に設けられている。ステップＳＴ
１４７は例えばステップＳＴ１４４の後に実行される。このステップＳＴ１４７において
は、ＧＵＩ設定部１２は、縮小画面４０Ａの長手方向Ｄ１における表示位置を、モード変
更要素ＭＥ１に対するドラッグ操作の終了位置に基づいて上述のように設定する。
【０１０１】
　なおステップＳＴ１４１～ＳＴ１４３の一組、ステップＳＴ１４４およびステップＳＴ
１４７の実行順序は、図２８に限らず、適宜に入れ替えても構わない。
【０１０２】
　さらに長手方向Ｄ１におけるモード変更要素ＭＥ１の表示位置と、長手方向Ｄ１におけ
る縮小画面４０Ａの表示位置とは、次で説明するように設定されてもよい。例えば図２９
を参照して、表示領域２ａの下端部２Ｃよりも上端部２Ｄ側に位置する仮想的な基準線Ｐ
ｍｉｎを導入する。基準線Ｐｍｉｎは短手方向Ｄ２に沿って延びる仮想的な線である。モ
ード変更要素ＭＥ１がこの基準線Ｐｍｉｎよりも上端部２Ｄ側に位置するときには、上述
のように、モード変更要素ＭＥ１の表示位置に応じて、縮小画面４０Ａの表示位置が設定
される。具体的には、モード変更要素ＭＥ１が下方に位置するほど、縮小画面４０Ａも下
方に位置するように設定される。そして、この基準線Ｐｍｉｎにモード変更要素ＭＥ１が
位置するときに、縮小画面４０Ａは表示領域２ａに対して最も下方に位置する（図２９の
紙面左側の表示領域２ａ参照）。
【０１０３】
　モード変更要素ＭＥ１が基準線Ｐｍｉｎよりも下端部２Ｃ側に位置するとき（図２９の
紙面右側の表示領域２ａ参照）には、縮小画面４０Ａは、モード変更要素ＭＥ１の位置に
依らず、表示領域２ａに対して最も下端部２Ｃ側に位置する。つまり、モード変更要素Ｍ
Ｅ１が基準線Ｐｍｉｎよりも上方に位置するときには、ドラッグ操作によりモード変更要
素ＭＥ１を下方に移動させると、これに応じて縮小画面４０Ａも下方に移動する。しかる
に、モード変更要素ＭＥ１を基準線Ｐｍｉｎまで移動させて、縮小画面４０Ａを最下方に
位置させると、モード変更要素ＭＥ１を基準線Ｐｍｉｎよりも下方に移動させても、縮小
画面４０Ａはこれよりも下方には移動しないのである。
【０１０４】
　なお、表示領域２ａの上端部２Ｄよりも下端部２Ｃ側に仮想的な基準線Ｐｍａｘを導入
してもよい。モード変更要素ＭＥ１が基準線Ｐｍａｘよりも下方に位置するときには、ド
ラッグ操作によりモード変更要素ＭＥ１を上方に移動させると、これに応じて縮小画面４
０Ａも上方に移動する。しかるに、モード変更要素ＭＥ１を基準線Ｐｍａｘまで移動させ
て、縮小画面４０Ａを最上方に位置させると、モード変更要素ＭＥ１を基準線Ｐｍａｘよ
りも上方に移動させても、縮小画面４０Ａはこれよりも上方には移動しなくてもよい。
【０１０５】
　＜縮小画面のサイズ設定＞
　ＧＵＩ設定部１２は、入力部５０への入力に応答して、縮小画面４０Ａのサイズを設定
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してもよい。図３０は、縮小画面４０Ａのサイズを設定する様子の一例を概略的に示す図
である。縮小画面４０Ａのサイズは、例えばモード変更要素ＭＥ１に対するドラッグ操作
によって設定してもよい。以下に詳述する。
【０１０６】
　例えば上述のようにＧＵＩ設定部１２はモード変更要素ＭＥ１に対するドラッグ操作に
応じて、モード変更要素ＭＥ１を移動させて表示する。また例えば、ＧＵＩ設定部１２は
ドラッグ操作の短手方向Ｄ２における移動量に応じて、縮小画面４０Ａのサイズを増減さ
せて表示する。具体的には、ドラッグ操作によってモード変更要素ＭＥ１を短手方向Ｄ２
に沿って基準線Ｂ１に近づけるほど、縮小画面４０Ａのサイズを増大させて表示する。図
３０の例示では、その紙面左上の表示領域２ａに示すように、初期的にはモード変更要素
ＭＥ１は端部２Ｂに表示されている。そして、このモード変更要素ＭＥ１を、その紙面右
上の表示領域２ａに示すように、ドラッグ操作により基準線Ｂ１へと近づける。ＧＵＩ設
定部１２は、モード変更要素ＭＥ１の短手方向Ｄ２における移動量が大きいほど、縮小画
面４０Ａのサイズを増大させて表示している。図３０の紙面右上の表示領域２ａにおいて
は、元の縮小画面４０Ａの輪郭が一点鎖線で示されている。
【０１０７】
　そして、ドラッグ操作により、基準線Ｂ１を跨いでモード変更要素ＭＥ１を端部２Ａ側
に移動させると、ＧＵＩ設定部１２は、これに応答して、縮小画面４０Ａを端部２Ａ側に
表示する（紙面左下の表示領域２ａ参照）。つまり、ドラッグ操作が第１領域２ｂにおい
て行われているときには、縮小画面４０Ａを端部２Ａに表示し、ドラッグ操作が第２領域
２ｃにおいて行われているときには、縮小画面４０Ａを端部２Ｂ側に表示するのである。
図３０の紙面左下の表示領域２ａにおいては、紙面右側における縮小画面４０Ａの輪郭が
一点鎖線で示されている。
【０１０８】
　また、この場合であっても、モード変更要素ＭＥ１を基準線Ｂ１に近づけるほど、縮小
画面４０Ａのサイズを増大する。言い換えれば、第１領域２ｂにおいてモード変更要素Ｍ
Ｅ１を端部２Ａ側に近づけるほど、縮小画面４０Ａのサイズを低減する。図３０の紙面右
下の表示領域２ａにおいては、紙面左下の縮小画面４０Ａの輪郭が一点鎖線で示されてい
る。
【０１０９】
　以上のように、第１領域２ｂにおけるドラッグ操作によって、縮小画面４０Ａを端部２
Ａに表示させつつ、そのサイズを変更し、第２領域２ｃにおけるドラッグ操作によって、
縮小画面４０Ａを端部２Ｂに表示させつつ、そのサイズを変更するのである。
【０１１０】
　そして、ユーザがドラッグ操作を終了すると、ＧＵＩ設定部１２は、その終了位置に基
づいて、縮小画面４０Ａの表示位置（端部２Ａか端部２Ｂか）およびサイズを設定する。
具体的には、終了位置が第１領域２ｂに属するときには、縮小画面４０Ａを端部２Ａ側に
表示し、終了位置が第２領域２ｃに属するときには、縮小画面４０Ａを端部２Ｂ側に表示
する。また、縮小画面４０Ａのサイズを、終了位置が基準線Ｂ１に近いほど大きいサイズ
に設定する。
【０１１１】
　これによれば、縮小画面４０Ａの表示位置（端部２Ａか端部２Ｂか）と、縮小画面４０
Ａのサイズとを、一連のドラッグ操作によって同時に設定することができる。
【０１１２】
　また、この設定方法によれば、モード変更要素ＭＥ１を基準線Ｂ１上に位置させたとき
に、縮小画面４０Ａのサイズは最大となり、モード変更要素ＭＥ１を端部２Ａまたは端部
２Ｂに位置させたときに、縮小画面４０Ａのサイズは最小となる。縮小画面４０Ａのサイ
ズの最大値と最小値とは例えば予め設定されていてもよい。
【０１１３】
　また縮小画面４０Ａの長手方向Ｄ１の長さと短手方向Ｄ２の長さの比（縦横比）を変え
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ながらサイズを増減してもよいものの、縦横比を固定してもよい。例えば通常モードの表
示画面４０（図７～図９）の縦横比で、縮小モードにおける縮小画面４０Ａのサイズを増
減しても構わない。
【０１１４】
　また縮小画面４０Ａのサイズは、縮小画面４０Ａの重心の長手方向Ｄ１の位置が移動し
ないように、変更してもよい。あるいは、縮小画面４０Ａが表示領域２ａの下側に位置す
るときには、縮小画面４０Ａを上側に大きく変更し、下側に小さく変更してもよい。
【０１１５】
　図３１は上述のＧＵＩ設定部１２の動作の一例を示すフローチャートである。ステップ
ＳＴ４１にて、ＧＵＩ設定部１２は、モード変更要素ＭＥ１に対するドラッグ操作が行わ
れたか否かを判断する。ドラッグ操作が行われていないと判断したときには、ステップＳ
Ｔ４１を再び実行する。ドラッグ操作が行われていると判断した場合には、ステップＳＴ
４２にて、ＧＵＩ設定部１２は、操作指の移動に追随してモード変更要素ＭＥ１を表示す
る。次にステップＳＴ４３にて、ＧＵＩ設定部１２は、ドラッグ操作中の操作指の位置（
以下、ドラッグ位置と呼ぶ）が第１領域２ｂに属しているか、第２領域２ｃに属している
かを判断する。ドラッグ位置が第１領域２ｂに属しているときには、ステップＳＴ４４に
て、ＧＵＩ設定部１２はドラッグ位置に応じたサイズで縮小画面４０Ａを端部２Ａ側に表
示する。当該サイズはドラッグ位置が基準線Ｂ１に近いほど大きい。
【０１１６】
　ドラッグ位置が第２領域２ｂに属しているときには、ステップＳＴ４５にて、ＧＵＩ設
定部１２はドラッグ位置に応じたサイズで縮小画面４０Ａを端部２Ｂ側に表示する。当該
サイズはドラッグ位置が基準線Ｂ１に近いほど大きい。
【０１１７】
　ステップＳＴ４４，ＳＴ４５の一方を経て、ステップＳＴ４６にて、ＧＵＩ設定部１２
はドラッグ操作が終了したか否かを判断する。ドラッグ操作が終了していないと判断した
ときには、ステップＳＴ４２を再び実行する。
【０１１８】
　ステップＳＴ４６にてドラッグ操作が終了したと判断したときには、ステップＳＴ４７
にて、ＧＵＩ設定部１２はドラッグ操作の終了位置に応じて、縮小画面４０Ａのサイズお
よび表示位置を上述のように設定する。
【０１１９】
　なお、モード変更要素ＭＥ１がドラッグ操作によって長手方向Ｄ１にも移動する場合、
つまり、モード変更要素ＭＥ１が斜めに移動する場合には、次のようにモード変更要素Ｍ
Ｅ１および縮小画面４０Ａを設定してもよい。即ち、短手方向Ｄ２におけるドラッグ位置
に応じて、上述のように、モード変更要素ＭＥ１の表示位置（端部２Ａか端部２Ｂか）、
縮小画面４０Ａの表示位置（端部２Ａか端部２Ｂか）およびサイズを設定し、長手方向Ｄ
１におけるドラッグ位置に応じて、モード変更要素ＭＥ１の長手方向Ｄ１における表示位
置および縮小画面４０Ａの長手方向Ｄ１における表示位置を設定してもよい。例えば、ド
ラッグ位置が長手方向Ｄ１において下方に位置するほど、モード変更要素ＭＥ１および縮
小画面４０Ａの表示位置を下方に設定すればよい。
【０１２０】
　第２の実施の形態．
　第１の実施の形態では、モード変更要素ＭＥ１に対する操作によって、モード変更要素
ＭＥ１の表示位置と、縮小画面４０Ａの表示位置またはサイズとを連動させて設定する場
合を説明した。しかしながら、モード変更要素ＭＥ１に対する操作を用いつつも、これら
を連動して設定しなくてもよい。
【０１２１】
　例えば、モード変更要素ＭＥ１を設定する要素設定モードと、縮小画面４０Ａを設定す
る画面設定モードとを導入してもよい。例えばＧＵＩ設定部１２は、モード変更要素ＭＥ
１に対する所定の操作（例えばロングタップ操作）に応答して、要素設定モードを採用し
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、モード変更要素ＭＥ１に対する他の操作（例えばダブルタップ操作）に応答して、画面
設定モードを採用する。なお、縮小モード、要素設定モードおよび画面設定モードを採用
するためのモード変更要素ＭＥ１への操作は互いに相違する。以下では、画面設定モード
が採用されたときの、縮小画面４０Ａの設定について説明する。
【０１２２】
　例えば図２５において、モード変更要素ＭＥ１に対するドラッグ操作によって、短手方
向Ｄ２における縮小画面４０Ａの表示位置（端部２Ａか端部２Ｂ）を、第１の実施の形態
と同様に設定する。ただし、画面設定モードにおいては、モード変更要素ＭＥ１の表示位
置は設定されない。この場合、例えば図２５の紙面右側の表示領域２ａにおいて破線で示
すように、ドラッグ操作を第１領域２ｂにおいて終了したとしても、図２５とは異なり、
モード変更要素ＭＥ１はドラッグ操作の直前の位置（ここでは端部２Ａ）に表示される。
【０１２３】
　また例えば図２７において、モード変更要素ＭＥ１に対するドラッグ操作によって、長
手方向Ｄ１における縮小画面４０Ａの表示位置を、第１の実施の形態と同様に設定する。
ただし、画面設定モードにおいては、モード変更要素ＭＥ１の表示位置は設定されない。
この場合、ドラッグ操作の終了によって、モード変更要素ＭＥ１はドラッグ操作の直前の
位置に表示される。
【０１２４】
　また例えば図３０において、ＧＵＩ設定部１２はモード変更要素ＭＥ１に対するドラッ
グ操作によって、縮小画面４０Ａのサイズおよび短手方向Ｄ２における表示位置（端部２
Ａか端部２Ｂか）を、第１の実施の形態と同様に設定する。ただし、画面設定モードにお
いては、モード変更要素ＭＥ１の表示位置（端部２Ａか端部２Ｂか）は設定されない。こ
の場合もドラッグ操作の終了によって、モード変更要素ＭＥ１はドラッグ操作の直前の位
置に表示される。
【０１２５】
　また、縮小画面４０Ａのサイズのみをモード変更要素ＭＥ１に対するドラッグ操作に応
じて設定しても構わない。図３２は、縮小画面４０Ａのサイズを設定する様子の一例を概
略的に示す図である。ＧＵＩ設定部１２はドラッグ操作の短手方向Ｄ２における移動量に
応じて、縮小画面４０Ａのサイズを増減させて表示する。具体的には、ドラッグ操作によ
ってモード変更要素ＭＥ１を短手方向Ｄ２に沿って移動させるほど、縮小画面４０Ａのサ
イズを増大させて表示する。図３２の例示では、その紙面左側の表示領域２ａに示すよう
に、初期的にはモード変更要素ＭＥ１は端部２Ｂに表示されている。そして、このモード
変更要素ＭＥ１を、その紙面右側の表示領域２ａに示すように、端部２Ａ側へと近づける
。ＧＵＩ設定部１２は、モード変更要素ＭＥ１の短手方向Ｄ２における移動量に応じて、
縮小画面４０Ａのサイズを増大させて表示している。図３２では、元の縮小画面４０Ａの
輪郭が一点鎖線で示されている。
【０１２６】
　そして、ユーザは縮小画面４０Ａのサイズが所望のサイズになったときに、そのドラッ
グ操作を終了する。即ち、操作指を表示領域２ａから遠ざける。ＧＵＩ設定部１２はこの
ドラッグ操作の終了に応答して、縮小画面４０Ａのサイズを設定する。具体的には、この
サイズを、ドラッグ操作を終了したときの縮小画面４０Ａのサイズに設定する。
【０１２７】
　第３の実施の形態．
　第１および第２の実施の形態では、モード変更要素ＭＥ１に対する操作によって、縮小
画面４０Ａの表示位置またはサイズを設定した。ここでは、異なる操作によって縮小画面
４０Ａの表示位置またはサイズを設定する。
【０１２８】
　＜縮小画面４０Ａのサイズ設定＞
　縮小画面４０Ａの輪郭は長方形を形成しており、その輪郭の角部に対する第４操作が行
われたときに、ＧＵＩ設定部１２は縮小画面４０Ａのサイズを変更してもよい。第４操作
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としては、例えばドラッグ操作を採用することができる。例えばＧＵＩ設定部１２は当該
角部に対するドラッグ操作の終了位置に基づいて、縮小画面４０Ａのサイズを設定する。
【０１２９】
　図３３は縮小画面４０Ａのサイズを設定する様子の一例を概略的に示す図である。図３
３の例示では、縮小画面４０Ａの角部、例えば紙面左上の角部４０ａに対してドラッグ操
作を行って（紙面左側の表示領域２ａ参照）、角部４０ａを紙面左上に移動させる（紙面
右側の表示領域２ａ参照）。これに伴って、ＧＵＩ設定部１２は、その角部４０ａがドラ
ッグ位置と一致するサイズで、縮小画面４０Ａを表示する。図３３の紙面右側の表示領域
２ａでは、ドラッグ操作の前の縮小画面４０Ａの輪郭が一点鎖線で示されている。
【０１３０】
　そして、このドラッグ操作を終了したときに、ＧＵＩ設定部１２は、この終了位置に基
づいて縮小画面４０Ａのサイズを設定する。詳細には、角部４０ａが終了位置に一致する
サイズに、縮小画面４０Ａのサイズを設定する。
【０１３１】
　なお、ドラッグ操作の対象となる角部は縮小画面４０Ａの全ての角部４０ａ～４０ｄで
あってもよく、あるいは、端部２Ａ，２Ｂに接しない角部であってもよい。図３３の例示
では、縮小画面４０Ａは端部２Ｂに接しているので、紙面左上の角部４０ａおよび紙面左
下の角部４０ｂが操作対象であり、紙面右上の角部４０ｃおよび紙面右下の角部４０ｄは
操作対象でなくてもよい。また縮小画面４０Ａが端部２Ａに接している場合には、紙面右
上の角部４０ｃおよび紙面右下の角部４０ｄが操作対象であり、紙面左上の角部４０ａお
よび紙面左下の角部４０ｂは操作対象でなくてもよい。
【０１３２】
　また、図３３に例示するように、ＧＵＩ設定部１２は縮小画面４０Ａの角部４０ａ，４
０ｂに図記号４０Ｚを表示してもよい。この図記号４０Ｚは、例えばユーザによる角部へ
の操作に応じて表示される。つまり、ユーザが角部を操作すると、ＧＵＩ設定部１２はこ
の操作に応答して図記号４０Ｚを表示する。この図記号４０Ｚは、例えば角部に対して適
切に第４操作が行われていることを示すための記号である。
【０１３３】
　図３３の例示では、図記号４０Ｚの一部として、斜め方向に延びる両端矢印が採用され
ている。この両端矢印は、縮小画面４０Ａの対角線に略沿って延在している。これによれ
ば、ユーザは角部に対するドラッグ操作によって縮小画面４０Ａのサイズを変更できるこ
とを直感的に知ることができる。
【０１３４】
　図３４は上記のＧＵＩ設定部１２の動作の一例を示すフローチャートである。ステップ
ＳＴ５１にて、ＧＵＩ設定部１２は、縮小画面４０Ａの角部に対するドラッグ操作が行わ
れたか否かを判断する。ドラッグ操作が行われていないと判断したときには、再びステッ
プＳＴ５１を実行する。ドラッグ操作が行われたと判断したときには、ステップＳＴ５２
にて、ＧＵＩ設定部１２は、ドラッグ位置に応じたサイズで縮小画面４０Ａを表示する。
即ち、角部がドラッグ位置と一致するサイズで縮小画面４０Ａを表示する。
【０１３５】
　次にステップＳＴ５３にて、ＧＵＩ設定部１２はドラッグ操作が終了したか否かを判断
する。ドラッグ操作が終了していないと判断したときには、再びステップＳＴ５２を実行
する。ドラッグ操作が終了したと判断したときには、その終了位置に応じて、縮小画面４
０Ａのサイズを設定する。即ち、角部が終了位置と一致するように、縮小画面４０Ａのサ
イズを設定する。
【０１３６】
　＜縮小画面４０Ａの長手方向における位置＞
　ＧＵＩ設定部１２は、縮小画面４０Ａの輪郭を形成する辺に対する第５操作が行われた
ときに、ＧＵＩ設定部１２は縮小画面４０Ａの表示位置を変更してもよい。第５操作とし
ては、例えばドラッグ操作を採用することができる。例えばＧＵＩ設定部１２は、当該辺
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に対するドラッグ操作の終了位置に基づいて、縮小画面４０Ａの長手方向Ｄ１における位
置を設定する。
【０１３７】
　図３５は縮小画面４０Ａの表示位置を設定する様子の一例を概略的に示す図である。図
３５の例示では、縮小画面４０Ａの辺、例えば紙面下方の辺４０ｇに対してドラッグ操作
が行われる（紙面左側の表示領域２ａ参照）。そしてユーザが操作指を例えば下方へと移
動させると、ＧＵＩ設定部１２は、その移動量に応じた移動量で縮小画面４０Ａを下方に
移動させて表示する（紙面右側の表示領域２ａ参照）。例えば辺４０ｇがドラッグ位置と
一致する表示位置で、縮小画面４０Ａを表示する。図３５の紙面右側の表示領域２ａでは
、ドラッグ操作の前の縮小画面４０Ａの輪郭が一点鎖線で示されている。
【０１３８】
　そして、このドラッグ操作が終了したときに、ＧＵＩ設定部１２は、この終了位置に基
づいて長手方向Ｄ１における縮小画面４０Ａの表示位置を設定する。詳細には、辺４０ｇ
が終了位置に一致するように、縮小画面４０Ａの表示位置を設定する。
【０１３９】
　なお、ドラッグ操作の対象となる辺は縮小画面４０Ａの全ての辺４０ｅ～４０ｈであっ
てもよく、あるいは、端部２Ａ，２Ｂに接しない辺であってもよい。図３５の例示では、
縮小画面４０Ａは端部２Ｂに接しているので、紙面上方の辺４０ｅ、紙面左側の辺４０ｆ
および紙面下方の辺４０ｇが操作対象であり、紙面右側の辺４０ｈは操作対象でなくても
よい。また縮小画面４０Ａは端部２Ａに接している場合には、紙面上方の辺４０ｅ、紙面
右側の辺４０ｈおよび紙面下方の辺４０ｇが操作対象であり、紙面左側の辺４０ｆは操作
対象でなくてもよい。
【０１４０】
　またＧＵＩ設定部１２は、縮小画面４０Ａの辺に対する操作に応じて、縮小画面４０Ａ
の短手方向Ｄ２における表示位置（端部２Ａか端部２Ｂか）を設定してもよい。例えばＧ
ＵＩ設定部１２はドラッグ操作の短手方向Ｄ２の移動に応じて、縮小画面４０Ａを短手方
向Ｄ２に移動させる。例えばドラッグ操作によって紙面左側に操作子を移動させると、縮
小画面４０Ａも紙面左側に移動させる。
【０１４１】
　そして、ドラッグ操作を終了したときの、縮小画面４０Ａの中心が基準線Ｂ１よりも端
部２Ａ側に位置するときには、縮小画面４０Ａを端部２Ａ側に表示するように設定し、当
該中心が基準線Ｂ１よりも端部２Ｂ側に位置するときには、縮小画面４０Ａを端部２Ｂ側
に表示するように設定してもよい。
【０１４２】
　これによれば、縮小画面４０Ａの辺への第５操作によって、長手方向Ｄ１における縮小
画面４０Ａの表示位置と、短手方向Ｄ２における表示位置（端部２Ａか端部２Ｂか）を設
定することができる。
【０１４３】
　また、図３５に例示するように、ＧＵＩ設定部１２は縮小画面４０Ａの辺４０ｅ～４０
ｇに図記号４０Ｙを表示してもよい。この図記号４０Ｙは例えばユーザによる辺への操作
に応答して表示される。つまり、ユーザが辺を操作すると、ＧＵＩ設定部１２はこの操作
に応答して図記号４０Ｙを表示する。この図記号４０Ｙは、例えば辺に対して適切に第５
操作が行われていることを示すための記号である。
【０１４４】
　図３５の例示では、図記号４０Ｙにおいて、紙面上方、紙面下方、紙面右側、紙面左側
にそれぞれ伸びる矢印が放射状に配置されている。これによれば、ユーザは辺に対するド
ラッグ操作によって縮小画面４０Ａの表示位置を変更できることを直感的に知ることがで
きる。
【０１４５】
　図３６は上記のＧＵＩ設定部１２の動作の一例を示すフローチャートである。ステップ
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ＳＴ５５にて、ＧＵＩ設定部１２は、縮小画面４０Ａの辺に対するドラッグ操作が行われ
たか否かを判断する。ドラッグ操作が行われていないと判断したときには、再びステップ
ＳＴ５５を実行する。ドラッグ操作が行われたと判断したときには、ステップＳＴ５６に
て、ＧＵＩ設定部１２は、ドラッグ位置に応じた表示位置で縮小画面４０Ａを表示する。
つまり、長手方向Ｄ１における操作指の移動方向へと、その移動量に応じて縮小画面４０
Ａを移動させて表示する。
【０１４６】
　次にステップＳＴ５７にて、ＧＵＩ設定部１２はドラッグ操作が終了したか否かを判断
する。ドラッグ操作が終了していないと判断したときには、再びステップＳＴ５６を実行
する。ドラッグ操作が終了したと判断したときには、その終了位置に応じて、縮小画面４
０Ａの表示位置を設定する。
【０１４７】
　なお縮小画面４０Ａの設定とは異なる処理が、縮小画面４０Ａの各辺への操作に対応し
て設定されている場合、その辺は操作対象でなくてもよい。例えば図３７に示すように、
縮小画面４０Ａの紙面上方の辺４０ｅには、所定の操作に応じたノーティフィケーション
画面の表示処理が設定されている場合がある。例えばユーザが辺４０ｅの上方から下方へ
とスライド操作を行うと、処理部１３は当該スライド操作に応じてノーティフィケーショ
ン画面ＮＲ１を表示する。例えば当該スライド操作による操作子の移動中においては、ノ
ーティフィケーション画面ＮＲ１の上端部から操作子までの領域が表示される（図３７参
照）。図３７では、操作指のスライド方向をブロック矢印で示している。そして、スライ
ド操作を縮小画面４０Ａの下方側へと移動させてスライド操作を終了すると、ノーティフ
ィケーション画面ＮＲ１が縮小画面４０Ａの全面に表示される（不図示）。このノーティ
フィケーション画面ＮＲ１には、ユーザに通知すべき情報が含まれており、例えば各種の
設定情報または着信情報などが含まれている。
【０１４８】
　このように、辺４０ｅについては別の処理が割り当てられている場合には、辺４０ｅは
縮小画面４０Ａの表示位置を設定するための操作対象でなくてもよい。これにより、誤操
作を抑制することができる。また辺４０ｅが操作対象でない場合には、辺４０ｅに対して
は図記号４０Ｙを表示しなくてもよい。
【０１４９】
　要するに、縮小画面４０Ａの設定とは異なる処理が、縮小画面４０Ａの辺について表示
されているときには、その辺は、縮小画面４０Ａの表示位置を設定するための操作対象で
なくてもよいのである。
【０１５０】
　なお、図記号４０Ｙ，４０Ｚはユーザによる操作とは無関係に常に表示されてもよい。
あるいは、ＧＵＩ設定モードが導入される場合には、ＧＵＩ設定モードが採用されたとき
に、図記号４０Ｙ，４０Ｚが表示されてもよい。そして、ユーザが角部を操作したときに
は、当該操作に応答して図記号４０Ｙの表示を終了し、図記号４０Ｚの表示を続行しても
よい。またユーザが辺を操作したときには、当該操作に応答して、図記号４０Ｚの表示を
終了し、図記号４０Ｙの表示を続行してもよい。
【０１５１】
　このようにユーザの角部または辺への操作の前から図記号４０Ｙ，４０Ｚが表示されて
いれば、ユーザは直感的にサイズ変更または位置変更の操作を理解できる。
【０１５２】
　またＧＵＩ設定モードが採用される場合には、ＧＵＩ設定モードが採用されていること
を示すべく、例えば縮小画面４０Ａの輪郭を所定の色（例えば青）で囲ってもよい。これ
によれば、ユーザは縮小画面４０Ａの設定を変更できることを容易に知ることができる。
【０１５３】
　第４の実施の形態．
　第４の実施の形態でも、縮小画面４０Ａの表示位置またはサイズを設定する。第４の実
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施の形態では、ＧＵＩ設定部１２は、これらの設定用ボタンとして機能する設定要素を、
表示領域２ａに表示する。つまり、縮小画面４０Ａを端部２Ａ側に表示するのか、端部２
Ｂ側に表示するのかを設定する設定要素、縮小画面４０Ａの長手方向Ｄ１における位置を
設定する設定要素、縮小画面４０Ａのサイズを設定する設定要素の少なくともいずれか一
つを表示領域２ａに表示するのである。以下にその具体例について詳述する。
【０１５４】
　＜縮小画面の短手方向における表示位置（端部２Ａ，２Ｂ）＞
　例えば図３８は、縮小画面４０Ａの表示位置を設定する様子の一例を概略的に示す図で
ある。図３８に例示するように、ＧＵＩ設定部１２は設定要素ＰＥ１１を表示領域２ａに
表示する。この設定要素ＰＥ１１は例えば表示領域２ａのうち、縮小画面４０Ａ以外の領
域に表示されてもよい。つまり設定要素ＰＥ１１は縮小モードまたはＧＵＩ設定モードが
採用されているときに、表示されてもよい。これによれば、設定要素ＰＥ１１が縮小画面
４０Ａの表示内容を邪魔しない。
【０１５５】
　図３８の紙面左側の表示領域２ａでは、縮小画面４０Ａは端部２Ｂ側に表示されており
、設定要素ＰＥ１１は縮小画面４０Ａに対して端部２Ａ側に配置されている。この設定要
素ＰＥ１１は、縮小画面４０Ａの表示位置を端部２Ｂから端部２Ａに変更するための要素
である。設定要素ＰＥ１１に対して操作（例えばタップ操作）を行うと、ＧＵＩ設定部１
２は当該操作に応答して、図３８の紙面右側の表示領域２ａに示すように、縮小画面４０
Ａを端部２Ａに表示するように設定する。またこのとき、ＧＵＩ設定部１２は設定要素Ｐ
Ｅ１２を表示する。図３８の例示では、設定要素ＰＥ１２は縮小画面４０Ａに対して端部
２Ｂに配置されている。この設定要素ＰＥ１２は、縮小画面４０Ａの表示位置を端部２Ａ
から端部２Ｂに変更するための要素である。設定要素ＰＥ１２に対して操作（例えばタッ
プ操作）を行うと、ＧＵＩ設定部１２は当該操作に応答して、縮小画面４０Ａを端部２Ｂ
側に表示するように設定する。つまり、設定要素ＰＥ１１，ＰＥ１２へのタップ操作によ
って、図３８に示すように、縮小画面４０Ａの表示位置（端部２Ａか端部２Ｂか）を切り
替える。
【０１５６】
　設定要素ＰＥ１１，ＰＥ１２はその機能をユーザに示唆する図記号によって形成されて
もよい。例えば図３８の例示では、設定要素ＰＥ１１の図記号は端部２Ａ側を指す矢印を
含んでおり、設定要素ＰＥ１２の図記号は端部２Ｂ側を指す矢印を含んでいる。
【０１５７】
　なお図３８の例示では、モード変更要素ＭＥ１の表示位置は設定要素ＰＥ１１，ＰＥ１
２への操作に影響されていないものの、縮小画面４０Ａと同様に設定されてもよい。
【０１５８】
　図３９は上記のＧＵＩ設定部１２の動作の一例を示すフローチャートである。ステップ
ＳＴ６１にて、ＧＵＩ設定部１２は設定要素ＰＥ１１に対する操作が行われたか否かを判
断する。当該操作が行われていないと判断したときに、再びステップＳＴ６１を実行する
。当該操作が行われたと判断したときには、ステップＳＴ６２にて、ＧＵＩ設定部１２は
、縮小画面４０Ａを端部２Ｂ側に表示するように設定する。このとき、ＧＵＩ設定部１２
は設定要素ＰＥ１２を表示領域２ａに表示する。
【０１５９】
　次にステップＳＴ６３にて、この設定要素ＰＥ１２に対する操作が行われたか否かを判
断する。当該操作が行われていないと判断したときには、再びステップＳＴ６３を実行す
る。当該操作が行われたと判断したときには、ステップＳＴ６４にて、ＧＵＩ設定部１２
は縮小画面４０Ａを端部２Ａ側に表示するように設定する。このとき、ＧＵＩ設定部１２
は設定要素ＰＥ１１を表示領域２ａに表示する。次に、ステップＳＴ６１を実行する。
【０１６０】
　なお、設定要素ＰＥ１１，ＰＥ１２を縮小画面４０Ａ以外の領域に表示する場合（図３
８）には、縮小画面４０Ａが設定要素ＰＥ１１，ＰＥ１２と重ならないように、縮小画面
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４０Ａのサイズの上限を予め設定していてもよい。
【０１６１】
　＜縮小画面のサイズ＞
　図４０は、縮小画面４０Ａのサイズを変更する様子の一例を概略的に示す図である。図
４０に示すように、縮小画面４０Ａのサイズを指定するボタンとして機能する設定要素Ｓ
Ｅ１０が表示領域２ａに表示される。設定要素ＳＥ１０は例えば複数の設定要素ＳＥ１１
～ＳＥ１３を含んでいる。この設定要素ＳＥ１１～ＳＥ１３は、互いに異なるサイズを指
定するためのボタンとして機能する要素である。
【０１６２】
　例えば設定要素ＳＥ１１に対して操作（例えばタップ）が行われると、ＧＵＩ設定部１
２は当該操作に応答して、縮小画面４０Ａのサイズを設定要素ＳＥ１１に対応したサイズ
に設定する。これに伴って、ＧＵＩ制御部１１は、設定されたサイズで縮小画面４０Ａを
表示する。設定要素ＳＥ１２，ＳＥ１３に対する操作が行われたときも同様に、それぞれ
設定要素ＳＥ１２，ＳＥ１３に応じて縮小画面４０Ａのサイズが設定される。設定要素Ｓ
Ｅ１１～ＳＥ１３に応じたサイズは例えば予め設定されて、記憶部１０３などに記憶され
ていてもよい。例えば設定要素ＳＥ１２に対応するサイズで縮小画面４０Ａが表示される
。図４０の例示では、例えば設定要素ＳＥ１１に対応する縮小画面４０Ａのサイズを一点
鎖線で示している。
【０１６３】
　図４１は上記のＧＵＩ設定部１２の動作の一例を示すフローチャートである。ステップ
ＳＴ６５にて、設定要素ＳＥ１１～ＳＥ１３のいずれかに対する操作が行われたか否かを
判断する。いずれの操作も行われていないと判断したときには、再びステップＳＴ６５を
実行する。いずれかの操作が行われたと判断したときには、ステップＳＴ６６にて、操作
された設定要素に応じたサイズに、縮小画面４０Ａのサイズを設定する。
【０１６４】
　＜縮小画面の表示位置およびサイズ＞
　図４２は、縮小画面４０Ａのサイズを設定する様子の一例を概略的に示す図である。図
４２の例示では、表示領域２ａには、縮小画面４０Ａに隣接して設定要素群Ｅ１０が表示
されている。例えば設定要素群Ｅ１０は縮小画面４０Ａの上方に配置されている。この設
定要素群Ｅ１０には、例えば、モード変更要素ＭＥ１と、位置設定要素ＰＥ１と、サイズ
設定要素ＳＥ１とが設けられている。図４２の例示では、これらは短手方向Ｄ２に沿って
並んで配置されている。位置設定要素ＰＥ１は、縮小画面４０Ａの表示位置を設定するた
めのボタンとして機能し、サイズ設定要素ＳＥ１は、縮小画面４０Ａのサイズを設定する
ためのボタンとして機能する。
【０１６５】
　サイズ設定要素ＳＥ１への操作が行われると、ＧＵＩ設定部１２は縮小画面４０Ａのサ
イズを変更する。例えばサイズ設定要素ＳＥ１に対するドラッグ操作を行うと、縮小画面
４０Ａの角部に対するドラッグ操作を行った場合と同様にして、サイズを変更する。例え
ば図４２の紙面左側の表示領域２ａにおいてサイズ設定要素ＳＥ１へのドラッグ操作が行
われることにより、紙面右側の表示領域２ａに示すように、縮小画面４０Ａのサイズを増
大する。
【０１６６】
　あるいはサイズ設定要素ＳＥ１への操作に応答して、縮小画面４０Ａのサイズを所定値
に変更してもよい。所定値は例えば予め決められており、記憶部１０３などに記憶されて
いてもよい。また所定値は複数あってもよい。例えばサイズ設定要素ＳＥ１への操作が行
われる度に、順次に所定値を切り替えて採用してもよい。例えば第１所定値から第Ｎ（Ｎ
は２以上の整数）所定値が記憶部１０３などに記録されているときには、サイズ設定要素
ＳＥ１への操作のたびに、サイズを第ｋ（ｋはＮ未満の自然数）所定値から第（ｋ＋１）
所定値へと変更してもよい。第Ｎ所定値に設定されているときには、当該操作が行われる
と、サイズを第１所定値に設定すればよい。
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【０１６７】
　また設定要素群Ｅ１０のサイズも、縮小画面４０Ａのサイズに応じて変更してもよい。
つまり、設定要素群Ｅ１０のサイズを、縮小画面４０Ａのサイズが大きいほど大きく設定
してもよい。縮小画面４０Ａのサイズは、ユーザにとって操作しやすいサイズに設定され
るところ、設定要素群Ｅ１０もこのサイズに応じて設定することで、設定要素群Ｅ１０の
サイズもユーザにとって操作しやすいサイズに設定するのである。
【０１６８】
　また位置設定要素ＰＥ１に対する操作が行われると、ＧＵＩ設定部１２は縮小画面４０
Ａの表示位置を変更する。例えば位置設定要素ＰＥ１に対するドラッグ操作を行うと、縮
小画面４０Ａの辺に対するドラッグ操作を行った場合と同様にして、サイズを変更する。
図４３は、縮小画面４０Ａの表示位置を設定する様子の一例を概略的に示す図である。例
えば図４３の紙面左側の表示領域２ａにおいて位置設定要素ＰＥ１へのドラッグ操作が行
われることにより、紙面右側の表示領域２ａに示すように、縮小画面４０Ａの表示位置が
変更される。
【０１６９】
　あるいは位置設定要素ＰＥ１に対する操作が行われると、ＧＵＩ設定部１２は縮小画面
４０Ａの位置を所定位置に変更してもよい。この所定位置は例えば予め設定されており、
記憶部１０３などに記憶されていてもよい。また所定位置は複数あってもよい。例えば第
１所定位置から第Ｎ所定値が記憶部１０３などに記憶されているときには、位置設定要素
ＰＥ１への操作のたびに、表示位置を第ｋ所定位置から第（ｋ＋１）所定位置へと変更し
てもよい。第Ｎ所定値に設定されているときに、当該操作が行われると、表示位置を第１
所定位置に設定すればよい。
【０１７０】
　なお設定要素群Ｅ１０における、モード変更要素ＭＥ１、位置設定要素ＰＥ１およびサ
イズ設定要素ＳＥ１の配置順序は、縮小画面４０Ａの短手方向Ｄ２における表示位置に応
じて、異ならせてもよい。図４３の例示では、縮小画面４０Ａを端部２Ａ側に表示すると
きには、モード変更要素ＭＥ１を最も端部２Ａ側に配置し、サイズ設定要素ＳＥ１を最も
端部２Ｂ側に配置し、位置設定要素ＰＥ１をこれらの間に配置している。一方で、縮小画
面４０Ａを端部２Ｂ側に表示するときには、図４３に例示するように、モード変更要素Ｍ
Ｅ１を最も端部２Ｂ側に配置し、サイズ設定要素ＳＥ１を最も端部２Ａ側に配置し、位置
設定要素ＰＥ１をこれらの間に配置している。
【０１７１】
　これは、最も操作頻度が高いモード変更要素ＭＥ１を、縮小画面４０Ａと同じ側に配置
することで、モード変更要素ＭＥ１を操作指（親指）に近づけているのである。これによ
り、モード変更要素ＭＥ１を操作しやすい。
【０１７２】
　また縮小画面４０Ａのサイズは、通常、ユーザの手の大きさに応じて設定されるので、
縮小画面４０Ａのサイズを変更する頻度は少ないと考えられる。そこで、サイズ設定要素
ＳＥ１を操作指（親指）から遠くに配置しているのである。
【０１７３】
　他方、縮小画面４０Ａの長手方向における位置は、通常、ユーザがどちらの手で携帯電
子機器１を把持するのか、および、どの位置で把持するのか、に応じて調整される。例え
ばユーザが左手８０で携帯電子機器１を把持する場合には、縮小画面４０Ａを端部２Ａ側
に表示し、右手９０で携帯電子機器１を把持する場合には、縮小画面４０Ａを端部２Ｂ側
に表示する。また、携帯電子機器１の下部を把持する場合には、縮小画面４０Ａを下方に
表示させ、携帯電子機器１の上部を把持する場合には、縮小画面４０Ａを上方に表示させ
る。そして、携帯電子機器１をどちらの手で把持するかは、時々において変わり得るし、
携帯電子機器１を把持する位置も時々において変わり得る。よって、縮小画面４０Ａの表
示位置を変更する頻度は、縮小画面４０Ａのサイズを変更する頻度よりは高い。
【０１７４】
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　そこで、位置設定要素ＰＥ１をサイズ設定要素ＳＥ１よりも操作指（親指）に近い側に
配置しているのである。
【０１７５】
　図４４は上記のＧＵＩ設定部１２の動作の一例を示すフローチャートである。ステップ
ＳＴ７１にて、ＧＵＩ設定部１２は、サイズ設定要素ＳＥ１に対する操作が行われたか否
かを判断する。当該操作が行われたと判断すると、ステップＳＴ７２にて、ＧＵＩ設定部
１２は縮小画面４０Ａのサイズを変更する。
【０１７６】
　ステップＳＴ７１にて操作が行われていないと判断したとき、またはステップＳＴ７２
の次に、ステップＳＴ７３にて、ＧＵＩ設定部１２は位置設定要素ＰＥ１に対する操作が
行われたか否かを判断する。当該操作が行われたと判断したときには、ステップＳＴ７４
にてＧＵＩ設定部１２は縮小画面４０Ａの表示位置を所定位置に変更する。
【０１７７】
　ステップＳＴ７３にて操作が行われていないと判断したとき、または、ステップＳＴ７
４の次に、ステップＳＴ７１を再び実行する。
【０１７８】
　図４５はモード変更要素ＭＥ１へ操作を行ったときの様子の一例を概略的に示す図であ
る。モード変更要素ＭＥ１に対して操作（例えばタップ操作）を行うと、ＧＵＩ制御部１
１は縮小画面４０Ａを拡大して、表示画面４０を例えば表示領域２ａの全体に表示する。
つまり通常モードを採用する。
【０１７９】
　第５の実施の形態．
　第５の実施の形態では、縮小モードを採用するトリガについて説明する。
【０１８０】
　＜モード変更要素ＭＥ１に対する第１操作＞
　第１の実施の形態ではモード変更要素ＭＥ１に対する第１操作として、タップ操作を例
示した。ここでは、第１操作として、モード変更要素ＭＥ１に対して操作子を近接させた
後に、所定の軌跡に沿って操作子を移動させる操作を採用する。図４６は、この第１操作
を行う様子の一例を概略的に示す図である。所定の軌跡は任意の軌跡であってもよいもの
の、例えば反時計回りの略円形状を採用している。図４６の例示では、この軌跡が太線の
矢印で示されている。これによれば、特殊な操作によってモード変更要素ＭＥ１に対する
第１操作を行うことができるので、他の操作との混同が生じにくい。かかる軌跡は例えば
予め定められて記憶部１０３などに記録されていてもよい。
【０１８１】
　また、縮小モードから通常モードを採用する場合にも、モード変更要素ＭＥ１に操作子
を近接させた後に、所定の軌跡に沿って操作子を移動させる操作をトリガとして採用して
もよい。この所定の軌跡は縮小モードを採用するときの第１操作と同じであってもよく、
あるいは異なっていてもよい。
【０１８２】
　また端部２Ａに配置されたモード変更要素ＭＥ１に対する軌跡と、端部２Ｂに配置され
たモード変更要素ＭＥ１に対する軌跡は、左右対称であってもよい。例えば図４６の例示
では、端部２Ｂに表示されたモード変更要素ＭＥ１を始点として、操作指を反時計回りで
移動させた。よって、モード変更要素ＭＥ１が端部２Ａに表示される場合には、モード変
更要素ＭＥ１を始点として操作指を時計回りに移動させてもよい。
【０１８３】
　図４７は上述のＧＵＩ制御部１１の動作の一例を示すフローチャートである。ステップ
ＳＴ８１にて、ＧＵＩ制御部１１は、モード変更要素ＭＥ１を始点とした所定の軌跡に沿
った操作が行われたか否かを判断する。当該操作が行われていないと判断すると、ステッ
プＳＴ８１を再び実行する。当該操作が行われたと判断すると、ステップＳＴ８２にて、
ＧＵＩ制御部１１は表示画面４０を縮小して、縮小後の表示画面４０を縮小画面４０Ａと
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して表示する。換言すれば、縮小モードを採用する。次にステップＳＴ８３にて、ＧＵＩ
制御部１１は、モード変更要素ＭＥ１を始点とした所定の軌跡に沿った操作が行われたか
否かを判断する。当該操作が行われていないと判断すると、ステップＳＴ８３を再び実行
する。当該操作が行われたと判断すると、ステップＳＴ８４にて、ＧＵＩ制御部１１は縮
小画面４０Ａを拡大して、これを表示画面４０として表示する。換言すれば、通常モード
を採用する。
【０１８４】
　＜表示領域２ａの下方からのスライド操作＞
　ここではモード変更要素ＭＥ１を採用しない。図４８は、縮小モードを採用する操作の
一例を概略的に示す図である。ＧＵＩ制御部１１は、ユーザによる次の操作に応答して縮
小モードを採用する。即ち、図４８の紙面左側に例示するように、ユーザが表示領域２ａ
の下端部からのスライド操作を行うと、ＧＵＩ制御部１１はこのスライド操作に応答して
縮小モードを採用する（図４８の紙面右側）。なお図３８では、操作指のスライド操作の
移動方向が太線の矢印で示されている。なお他の図面でも同様に、スライド操作の移動方
向が適宜に太線の矢印で示される。
【０１８５】
　さらに、このスライド操作の移動方向に応じて、縮小画面４０Ａを端部２Ａに表示させ
るのか、端部２Ｂに表示させるのかを決定してもよい。図４９は、縮小モードを採用する
操作の一例を概略的に示す図である。例えばユーザは表示領域２ａの下端部から上方へと
向かうにつれて端部２Ｂに近づくように、スライド操作を行う。ＧＵＩ制御部１１は、こ
のスライド操作に応答して、縮小画面４０Ａを端部２Ｂ側に表示する。つまり、端部２Ｂ
側に向かってスライド操作を行うと、縮小画面４０Ａが端部２Ｂ側に表示されるのである
。
【０１８６】
　また例えばユーザは、表示領域２ａの下端部から上方へと向かうにつれて端部２Ａに近
づくように、スライド操作を行ってもよい。図５０は、縮小モードを採用する操作の一例
を概略的に示す図である。ＧＵＩ制御部１１は、このスライド操作に応答して、縮小画面
４０Ａを端部２Ａ側に表示する。
【０１８７】
　以上のように、スライド操作の移動方向に応じて、縮小画面４０Ａの表示位置（端部２
Ａまたは端部２Ｂ）を決めることができる。しかも、親指は付け根を中心として円弧方向
に移動させることが容易である（図４および図５参照）。よって右手９０の親指９１によ
って、表示領域２ａの下端部から端部２Ｂ側へとスライド操作を行うことは容易である。
右手９０で操作する場合には、縮小画面４０Ａを端部２Ｂ側に表示することにより、操作
を容易にできるところ、右手９０による容易なスライド操作によって、縮小画面４０Ａを
端部２Ｂ側に表示できるのである。同様に、左手８０による容易なスライド操作によって
、縮小画面４０Ａを端部２Ａ側に表示できるのである。
【０１８８】
　図５１は上述のＧＵＩ制御部１１の動作の一例を示すフローチャートである。ステップ
ＳＴ９１にて、ＧＵＩ制御部１１は、表示領域２ａの下端部から端部２Ａ側に向かうスラ
イド操作が行われたか否かを判断する。当該スライド操作が行われたと判断すると、ステ
ップＳＴ９２にて、ＧＵＩ制御部１１は表示画面４０を縮小し、これを縮小画面４０Ａと
して端部２Ａ側に表示する。ステップＳＴ９１にてスライド操作が行われていないと判断
すると、ステップＳＴ９３にて、ＧＵＩ制御部１１は、表示領域２ａの下端部から端部２
Ｂ側に向かうスライド操作が行われたか否かを判断する。当該スライド操作が行われたと
判断すると、ステップＳＴ９４にて、ＧＵＩ制御部１１は表示画面４０を縮小し、これを
縮小画面４０Ａとして端部２Ｂ側に表示する。ステップＳＴ９３にて当該スライド操作が
行われていないと判断すると、ステップＳＴ９１を再び実行する。
【０１８９】
　なおステップＳＴ９１，ＳＴ９２の一組と、ステップＳＴ９３，ＳＴ９４の一組の実行
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順序は逆でもよい。
【０１９０】
　図５２は、縮小モードを採用する操作の他の一例を概略的に示す図である。ユーザが表
示領域２ａの下端部から上方へとスライド操作を行うと（紙面左上の表示領域２ａ参照）
、ＧＵＩ制御部１１は、このスライド操作に応じて、モード変更要素Ｍ１，Ｍ２を表示す
る（紙面右上の表示領域２ａ参照）。モード変更要素Ｍ１，Ｍ２は表示領域２ａのうち中
心よりも下方側に配置されており、例えばモード変更要素Ｍ１は端部２Ａ側に配置され、
モード変更要素Ｍ２は端部２Ｂ側に配置される。また意匠的な意味で、上記スライド操作
に応答して、略楕円の一部を表示し、当該楕円の円周上にモード変更要素Ｍ１，Ｍ２を配
置してもよい。
【０１９１】
　そしてスライド操作によって、操作子が例えばモード変更要素Ｍ２に至る（紙面右上の
表示領域２ａ参照）と、この到達に応答して、ＧＵＩ制御部１１は縮小画面４０Ａを端部
２Ｂ側に表示する（紙面左下の表示領域２ａ参照）。つまり、端部２Ｂ側に位置するモー
ド変更要素Ｍ２へとスライド操作することにより、縮小画面４０Ａを端部２Ｂへと表示す
ることができるのである。
【０１９２】
　一方で、スライド操作によって操作子がモード変更要素Ｍ１に至ると、ＧＵＩ制御部１
１は縮小画面４０Ａを端部２Ａ側に表示する（不図示）。
【０１９３】
　以上のように、表示領域２ａの下端部からスライド操作によって、モード変更要素Ｍ１
，Ｍ２が表示される。よってユーザに当該モード変更要素Ｍ１，Ｍ２へと操作を行わせや
すい。言い換えれば、縮小モードへの操作が分かりやすい。
【０１９４】
　図５３は上記のＧＵＩ制御部１１の動作の一例を示すフローチャートである。まずステ
ップＳＴ１０１にて、ＧＵＩ制御部１１は、表示領域２ａの下端部から上方へのスライド
操作が行われたか否かを判断する。当該スライド操作が行われていないと判断したときに
は、再びステップＳＴ１０１実行する。当該スライド操作が行われたと判断したときには
、ステップＳＴ１０２にて、ＧＵＩ制御部１１はモード変更要素Ｍ１，Ｍ２を表示領域２
ａに表示する。次にステップＳＴ１０３にて、ＧＵＩ制御部１１は、操作子がモード変更
要素Ｍ１，Ｍ２のいずれに到達したかを判断する。操作子がモード変更要素Ｍ１に到達し
たと判断したときには、ステップＳＴ１０４にて、ＧＵＩ制御部１１は表示画面４０を縮
小し、これを縮小画面４０Ａとして端部２Ａ側に表示する。操作子がモード変更要素Ｍ２
に到達したと判断したときには、ステップＳＴ１０５にて、ＧＵＩ制御部１１は表示画面
４０を縮小し、これを縮小画面４０Ａとして端部２Ｂ側に表示する。
【０１９５】
　第６の実施の形態．
　図５４は、縮小モードを採用する様子の一例を概略的に示す図である。図５４の例示で
は、モード変更要素ＭＥ１は非表示であり、また電源キー５Ａの近傍に配置されている。
より具体的には、モード変更要素ＭＥ１は電源キー５Ａに近い端部２Ｂにおいて、電源キ
ー５Ａと対向して配置されている。
【０１９６】
　ユーザは電源キー５Ａを操作しやすい位置で携帯電子機器１を把持することが多い。よ
って、モード変更要素ＭＥ１が電源キー５Ａの近傍に配置されていれば、モード変更要素
ＭＥ１も操作しやすい。
【０１９７】
　図５４の例示では、モード変更要素ＭＥ１に対する第１操作としては例えばスライド操
作を採用できる。図５４に示すように、表示領域２ａの外側から内側へ向かってモード変
更要素ＭＥ１に対してスライド操作が行われる。ＧＵＩ制御部１１は、このスライド操作
に応答して、表示画面４０を縮小し、これを縮小画面４０Ａとして表示する。
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【０１９８】
　またＧＵＩ制御部１１は、当該スライド操作によるスライド量に応じたサイズで、縮小
画面４０Ａを表示してもよい。例えばこのスライド量が大きいほど小さいサイズで縮小画
面４０Ａを表示する。図５５の例示では、紙面右上の状態から更に操作子をスライドさせ
ることにより、紙面左下のように縮小画面４０Ａのサイズが小さくなる。
【０１９９】
　そしてスライド操作が終了すると、ＧＵＩ制御部１１は、スライド操作が終了した時点
のサイズで縮小画面４０Ａを表示する。
【０２００】
　図５６は、上述のＧＵＩ制御部１１の動作の一例を示すフローチャートである。ステッ
プＳＴ１１１にて、ＧＵＩ制御部１１は、モード変更要素ＭＥ１に対するスライド操作が
行われたか否かを判断する。当該スライド操作が行われていないと判断したときには、再
びステップＳＴ１１１を実行する。当該スライド操作が行われたと判断したときには、ス
テップＳＴ１１２にて、ＧＵＩ制御部１１はスライド操作によるスライド量に応じたサイ
ズで縮小画面４０Ａを表示する。
【０２０１】
　これによれば、縮小モードを採用と、縮小画面４０Ａのサイズの決定とを、一連のスラ
イド操作によって行うことができる。
【０２０２】
　また第１操作としてタップ操作を採用しつつ、縮小画面４０Ａのサイズをタップ操作の
回数に応じて決定してもよい。例えばモード変更要素ＭＥ１に対してタップ操作を行うと
、このタップ操作に応答してＧＵＩ制御部１１は縮小画面４０Ａを表示し、続くモード変
更要素ＭＥ１に対するタップ操作の度に、縮小画面４０Ａのサイズを小さくして表示して
もよい。
【０２０３】
　＜スタンバイモード＞
　制御部１０は、スタンバイモードを採用できる。スタンバイモードとは、携帯電子機器
１の各種構成要件に対する給電を適宜に遮断して、消費電力を低減するモードである。例
えばスタンバイモードでは、表示部４１の表示を終了する。このスタンバイモードは、例
えば所定期間に亘って操作を検出しないときに採用される。またスタンバイモードの採用
／終了は、電源キー５Ａの押下の度に行ってもよい。つまり、スタンバイモードで電源キ
ー５Ａを押下すると、スタンバイモードが解除され、スタンバイモードが解除された状態
で電源キー５Ａを押下すると、スタンバイモードが採用される。
【０２０４】
　そして、ＧＵＩ制御部１１は、電源キー５Ａへの押下によってスタンバイモードを解除
するときに、モード変更要素ＭＥ１を、電源キー５Ａに近い端部２Ｂに配置してもよい。
電源キー５Ａは端部２Ａよりも端部２Ｂの近く、かつ、この端部２Ｂの一部と対向する位
置に設けられている。よってモード変更要素ＭＥ１をこの端部２Ｂの当該一部に配置する
のである。これによれば、電源キー５Ａへの操作に続けて、モード変更要素ＭＥ１を操作
しやすい。
【０２０５】
　そして、ＧＵＩ制御部１１は、例えばスタンバイモードの解除から所定時間が経過した
ときに、モード変更要素ＭＥ１を、設定された表示位置に表示してもよい。或いは、モー
ド変更要素ＭＥ１への第１操作が行われたときに、モード変更要素ＭＥ１を、設定された
表示位置に表示してもよい。
【０２０６】
　図５７は上述のＧＵＩ制御部１１の動作の一例を示すフローチャートである。ステップ
ＳＴ１２１にて、ＧＵＩ制御部１１は電源キー５Ａの押下によってスタンバイモードが解
除されたか否かを判断する。例えばスタンバイモードで電源キー５Ａが押下されたときに
は、肯定的な判断を行う。ステップＳＴ１２１にてスタンバイモードが解除されていない
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と判断したときには、ステップＳＴ１２１を再び実行する。スタンバイモードが解除され
たと判断したときには、ステップＳＴ１２２にて、ＧＵＩ制御部１１は、電源キー５Ａの
近傍にモード変更要素ＭＥ１を配置する。
【０２０７】
　次に、ステップＳＴ１２３にて、ステップＳＴ１２１から所定時間が経過したか否かを
判断する。所定時間が経過していないと判断したときには、ステップＳＴ１２４にて、モ
ード変更要素ＭＥ１に対する第１操作が行われたか否かを判断する。ステップＳＴ１２４
にて、第１操作が行われていないと判断したときには、ステップＳＴ１２３を再び実行す
る。
【０２０８】
　ステップＳＴ１２３またはステップＳＴ１２４にて肯定的な判断がなされたときには、
ステップＳＴ１２５にて、ＧＵＩ制御部１１は、モード変更要素ＭＥ１を、設定された位
置に配置する。
【０２０９】
　第７の実施の形態．
　＜携帯電子機器の把持姿勢＞
　図５８は、第７の実施の形態にかかる携帯電子機器１の電気的構成の一例を示す図であ
る。図５８の携帯電子機器１は、図３と比較して把持姿勢検出部７０を更に備えている。
携帯電子機器１はユーザによって種々の姿勢で把持される。図５９および図６０は、ユー
ザが携帯電子機器１を把持する様子の一例を概略的に示す図である。例えば長手方向Ｄ１
が縦方向に沿う姿勢（以下、縦姿勢と呼ぶ）で、携帯電子機器１が把持される（図５９参
照）ことがある。あるいは、その長手方向Ｄ１がユーザに対して横方向に沿う姿勢（以下
、横姿勢と呼ぶ）で、携帯電子機器１が把持される（図６０参照）こともある。把持姿勢
検出部７０は、この携帯電子機器１の把持姿勢を検出することができる。
【０２１０】
　把持姿勢検出部７０は、例えば加速度センサを備えており、携帯電子機器１に生じる加
速度を検出する。より具体的には、加速度センサは、互いに直交する３つの方向における
加速度成分を検出する。加速度には重力加速度が含まれるので、検出した加速度に基づい
て、携帯電子機器１の地面に対する姿勢を検出することができる。
【０２１１】
　図５９の例示では、ユーザは縦姿勢で携帯電子機器１を把持しており、また表示領域２
ａには縮小画面４０Ａが表示されている。図５９の例示では、右手９０で携帯電子機器１
が把持されており、縮小画面４０Ａは端部２Ｂ側に表示されている。よってユーザは縮小
画面４０Ａに対して操作を行いやすい。
【０２１２】
　例えば縮小画面４０Ａには、撮像画面が表示される。撮像画面は、処理部１３が撮像部
６０を用いて画像を撮像するときに、処理部１３によって表示される。この撮像画面には
、例えば録画要素ＣＥ１、撮像要素ＣＥ２および設定要素ＣＥ３が表示されている。録画
要素ＣＥ１は、動画を撮像するためのボタンとして機能し、撮像要素ＣＥ２は静止画を撮
像するためのボタンとして機能し、設定要素ＣＥ３はカメラ機能の各種設定を行うための
ボタンとして機能する。図５９の例示では、録画要素ＣＥ１および撮像要素ＣＥ２は縮小
画面４０Ａの紙面下方において、短手方向Ｄ２において隣接して配置されている。設定要
素ＣＥ３は縮小画面４０Ａの左上に配置されている。また図５９では図示していないもい
のの、撮像画面には、撮像部６０によって取り込まれた画像が表示される。
【０２１３】
　一方、横姿勢では、ユーザは図６０に示すように、例えば両手で携帯電子機器１を把持
することができる。この場合、携帯電子機器１への操作は両手で行われることが多い。つ
まりこの場合には、片手で携帯電子機器１を把持しつつ、その手で携帯電子機器１を操作
する場合（図５９）に比べて、表示領域２ａの全体を操作しやすい。
【０２１４】
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　そこで、ＧＵＩ制御部１１は、縮小モードにおいて、横姿勢が検出されたときには、縮
小モードを終了し、通常モードを採用してもよい。換言すれば、縮小モードにおいて、把
持姿勢として長手方向Ｄ１が縦方向よりも横方向に近いときに、縮小画面４０Ａを拡大し
、これを表示画面４０として表示領域２ａに表示してもよい。つまり、携帯電子機器１が
横姿勢で把持されているときには、ユーザは片手での把持および操作を行わないと推察し
て、通常モードを採用しているのである。これによれば、ユーザは横姿勢で携帯電子機器
１を把持したときに、モード変更要素ＭＥ１を操作しなくても、通常モードが採用される
。つまり通常モードを採用するための操作を不要にできる。したがって、ユーザにとって
利便性が高い。
【０２１５】
　また図６０の例示では、処理部１３は、横姿勢の検出に応答して、録画要素ＣＥ１、撮
像要素ＣＥ２および設定要素ＣＥ３の配置を変更している。例えば録画要素ＣＥ１および
撮像要素ＣＥ２は表示画面４０の紙面左側において短手方向Ｄ２において隣接して配置さ
れている。設定要素ＣＥ３は表示画面４０の紙面右上に配置されている。
【０２１６】
　またＧＵＩ制御部１１は、横姿勢が検出されたときには、縮小モードの採用を無効にし
てもよい。例えばＧＵＩ制御部１１はモード変更要素ＭＥ１を表示領域２ａにおいて配置
しない。これによって、携帯電子機器１が横姿勢で把持された状態では、縮小モードを採
用できない。よって、誤操作による縮小モードの採用を回避することができる。
【０２１７】
　なお把持姿勢検出部７０は、第１撮像部６２によって撮像した画像を用いて、携帯電子
機器１の把持姿勢を検出してもよい。具体的には、撮像画像にユーザの両目が含まれる場
合には、その両目の位置に基づいて把持姿勢する。例えば、ユーザの両目を結ぶ直線が、
携帯電子機器１の長手方向Ｄ１に略直交すると判断した場合に、縦姿勢で携帯電子機器１
が把持していることを検出し、当該直線が携帯電子機器１の長手方向Ｄ１に沿うと判断し
た場合には、横姿勢で携帯電子機器１を把持していることを検出してもよい。これによれ
ば、ユーザが横になっているときに、携帯電子機器１を縦姿勢で把持しても、縦姿勢を正
しく検出することができる。
【０２１８】
　図６１は、上述のＧＵＩ制御部１１の動作の一例を示すフローチャートである。ステッ
プＳＴ１３１にて、ＧＵＩ制御部１１は、把持姿勢検出部７０が携帯電子機器１の横姿勢
を検出したか否かを判断する。横姿勢を検出していないときには、再びステップＳＴ１３
１を実行する。
【０２１９】
　横姿勢を検出したときには、ステップＳＴ１３２にて、ＧＵＩ制御部１１は、表示画面
４０を表示領域２ａに表示する通常モードを採用する。よって、ステップＳＴ１３１にお
いて縮小モードが採用されているときには、この縮小モードが終了して通常モードが採用
されることとなる。なおステップＳＴ１３１にて通常モードが採用されている場合には、
そのまま継続して通常モードが採用される。
【０２２０】
　またステップＳＴ１３２の次のステップＳＴ１３３にて、ＧＵＩ制御部１１は縮小モー
ドを無効にしてもよい。つまり、把持姿勢として長手方向Ｄ１が縦方向よりも横方向に近
い状態（横姿勢）でモード変更要素ＭＥ１への第１操作が行われても、縮小画面４０Ａを
表示しないのである。この場合、ステップＳＴ１３３の次のステップＳＴ１３４にて、Ｇ
ＵＩ制御部１１は、把持姿勢検出部７０が携帯電子機器１の縦姿勢を検出したか否かを判
断する。縦姿勢を検出していないと判断したときには、再びステップＳＴ１３４を実行す
る。縦姿勢を検出したと判断したときには、ステップＳＴ１３５にてＧＵＩ制御部１１は
縮小モードを有効とする。具体的には、ＧＵＩ制御部１１はモード変更要素ＭＥ１を配置
する。
【０２２１】
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　なお携帯電子機器１を横姿勢にした直前に縮小モードが採用されている場合には、縦姿
勢に戻したときに、ＧＵＩ制御部１１は縮小モードに戻してもよい。これにより、片手で
も容易に縮小画面４０Ａを容易に操作することができる。もちろん、縦姿勢で元々通常モ
ードが採用されていた場合には、横姿勢から縦姿勢に戻したときにも、通常モードが採用
され続けてもよい。
【０２２２】
　また制御部１０は、縦姿勢および横姿勢に応じて表示領域２ａの表示内容を回転させて
もよい。つまり横姿勢における表示内容は、縦姿勢における表示内容を９０度回転させた
表示内容であってもよい。さらに、この機能の有効／無効を設定できてもよい。例えばユ
ーザは入力部５０を介して、この機能の有効／無効を設定する。そして、ＧＵＩ制御部１
１はこの機能が無効に設定されているときには、横姿勢であっても縮小モードを採用でき
てもよい。
【０２２３】
　ＧＵＩ制御部１１は、横姿勢が検出される直前のモード（通常モードか縮小モードか）
を例えば記憶部１０３に記憶しており、縦姿勢が検出されたときには、記憶されたモード
を採用してもよい。つまり、縮小モードが採用された状態で、携帯電子機器１を横姿勢で
把持した場合には、縦姿勢に持ち替えたときに、縮小モードが採用される。同様に、通常
モードが採用された状態で、携帯電子機器１を横姿勢で把持した場合には、縦姿勢に持ち
替えたときに、通常モードが採用される。
【０２２４】
　あるいは、横姿勢から縦姿勢を採用したときには、常に通常モードを採用しても構わな
い。
【０２２５】
　＜携帯電子機器１の載置＞
　ＧＵＩ制御部１１は、携帯電子機器１が地面に対して水平であるときには、通常モード
を採用してもよい。ユーザが携帯電子機器１を載置しているときには、片手での操作を行
っていないと考えることができるので、通常モードが採用されるのである。よって、縮小
モードを採用したまま携帯電子機器１を水平に載置すると、通常モードが採用されること
となる。また携帯電子機器１を持ち上げて、その姿勢が地面に対して傾斜すると、ＧＵＩ
制御部１１は載置前のモードを採用する。
【０２２６】
　＜スタンバイモード＞
　ＧＵＩ制御部１１は、スタンバイモードが採用される直前のモード（通常モードか縮小
モードか）を例えば記憶部１０３に記憶しており、電源キー５Ａの押下によってスタンバ
イモードが解除されたときには、記憶されたモードを採用してもよい。つまり、縮小モー
ドでスタンバイが採用された場合には、電源キー５Ａの押下によってスタンバイが解除さ
れたときに縮小モードが採用されるのである。
【０２２７】
　＜着信＞
　処理部１３は通話機能を発揮することができる。例えば通話用の着信信号を、無線通信
部２０を介して他の通話機器から受信すると、着信画面を表示領域２ａに表示する。図６
２は着信画面が表示された表示領域２ａの一例を概略的に示す図である。図６２の例示で
は通常モードが採用されている。この着信画面には、通話相手の情報ＩＮ１が表示される
とともに、その着信に対してそれぞれ応答および拒否を入力するためのボタンとして機能
する要素ＡＥ１，ＨＥ１が表示される。通話相手の情報ＩＮ１は、例えば電話番号または
通話相手の名前などである。処理部１３は、要素ＡＥ１に対する操作（例えばタップ操作
）に応答して通話を開始し、要素ＨＥ１に対する操作（例えばタップ操作）に応答して通
話相手との通信を遮断する。
【０２２８】
　ところで、着信画面における通話相手の情報ＩＮ１は、大きく表示されるとよい。これ
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により、ユーザは通話相手の情報ＩＮ１を確認しやすい。そこで、縮小モードにおいて着
信信号を受信したときには、ＧＵＩ制御部１１が通常モードを採用した上で、処理部１３
が着信画面を表示するとよい。
【０２２９】
　図６３は上述のＧＵＩ制御部１１の動作の一例を示すフローチャートである。ステップ
ＳＴ１５１にて、ＧＵＩ制御部１１は着信信号を受信したか否かを判断する。着信信号を
受信していないと判断したときには、再びステップＳＴ１５１を実行する。着信信号を受
信したと判断したときには、ステップＳＴ１５２にて、ＧＵＩ制御部１１は通常モードを
採用する。よって、縮小モードにおいて着信信号を受信すると、これに応答して縮小モー
ドを終了し、通常モードが採用されることになる。また通常モードにおいて着信信号を受
信すると、継続して通常モードが採用されることとなる。次にステップＳＴ１５３にて、
処理部１３は着信画面を表示領域２ａに表示する。
【０２３０】
　制御部１０は、スタンバイモードにおいて着信信号を受信すると、スタンバイモードを
解除する。このときもＧＵＩ制御部１１は通常モードを採用してもよい。つまり、スタン
バイモードが採用されているか否かに関わらず、着信信号を受信したときには、通常モー
ドを採用するのである。これにより、着信画面を見やすくでき、通話相手の情報ＩＮ１を
確認しやすい。
【０２３１】
　第８の実施の形態．
　第８の実施の形態では、縮小モードにおける表示領域２ａについて説明する。
【０２３２】
　＜ステータス通知領域＞
　図７から図９を参照して、表示画面４０にはステータス通知領域ＳＢ１が設けられてい
る。例えば処理部１３はステータス通知領域ＳＢ１を表示画面４０の上端部に表示する。
このステータス通知領域ＳＢ１は例えば短手方向Ｄ２に沿って伸びる長方形状を有してい
る。ステータス通知領域ＳＢ１には、ユーザに通知する情報、例えば、無線通信の電波状
態、バッテリの残容量、および、現在時刻などが表示される。無線通信の電波状態は、例
えば無線通信部２０を介して受信される受信信号の強度に基づいて決定できる。また、携
帯電子機器１の各構成要素はバッテリ（不図示）から給電されており、処理部１３は、バ
ッテリの残容量を検出することができる。例えばバッテリの電圧に基づいてその残容量を
検出する。現在時刻は、所定の計時回路（例えばタイマ回路）によって計時できる。
【０２３３】
　ＧＵＩ制御部１１は縮小モードにおいて、図１１に例示するように、このステータス通
知領域ＳＢ１も縮小してもよい。つまりステータス通知領域ＳＢ１は縮小画面４０Ａの例
えば上端部に表示されてもよい。しかるに、これは必須要件ではない。図６４に例示する
ように、ＧＵＩ制御部１１は縮小モードにおいて、元のサイズおよび位置でステータス通
知領域ＳＢ１を表示しても構わない。
【０２３４】
　これによれば、縮小モードにおいても、ステータス通知領域ＳＢ１を見やすい。特に、
ボタンとして機能する要素がステータス通知領域ＳＢ１内に表示されていない場合、ステ
ータス通知領域ＳＢ１を縮小しても、操作性の向上には寄与しない。そこで、ステータス
通知領域ＳＢ１の見やすさを優先して、縮小モードであっても、元のサイズでステータス
通知領域ＳＢ１を表示するのである。
【０２３５】
　＜ノーティフィケーション画面＞
　ノーティフィケーション画面ＮＲ１は、縮小モードにおいて、縮小画面４０Ａの例えば
上端部に対する操作（例えば下方へのスライド操作）に応答して表示されてもよい（図３
７も参照）。このとき、ノーティフィケーション画面ＮＲ１は縮小画面４０Ａに対して表
示されてもよい。



(38) JP 6147830 B2 2017.6.14

10

20

30

40

50

【０２３６】
　しかるに、縮小モードであっても、ノーティフィケーション画面ＮＲ１は、表示領域２
ａの上端部に対する操作（例えば下方へのスライド操作）に応答して表示されてもよい。
図６５は、ノーティフィケーション画面ＮＲ１を表示する様子の一例を概略的に示す図で
ある。ユーザが操作子を表示領域２ａの上端部から下方へとスライドさせることにより、
ノーティフィケーション画面ＮＲ１が表示される。図６５の例示では、スライド途中の表
示領域２ａが表示されており、ノーティフィケーション画面ＮＲ１の一部のみが表示され
ている。ユーザが操作子をより下方へとスライドさせることにより、ノーティフィケーシ
ョン画面ＮＲ１は表示領域２ａの全体に表示されることとなる。
【０２３７】
　これによれば、縮小モードであっても、より大きいサイズでノーティフィケーション画
面が表示される。よってノーティフィケーション画面に含まれる、ユーザへの通知情報を
確認しやすい。
【０２３８】
　＜背景領域（通知情報）＞
　表示領域２ａのうち、縮小画面４０Ａ以外の領域（以下、背景領域と呼ぶ）２ｃには、
何も表示されなくてもよいし、あるいは背景画像が表示されてもよい。
【０２３９】
　また背景領域２ｄには、所定の通知情報が表示されてもよい。例えば、処理部１３は電
子メール機能を有している。処理部１３は電子メールを受信したときに、電子メール受信
および送信相手の情報などを背景領域２ｄに表示してもよい。図６６は表示領域２ａの一
例を概略的に示す図である。図６６の例示では、背景領域２ｄには、通知領域ＮＥ１が配
置されており、この通知領域ＮＥ１には、例えばメールの受信通知が表示されるとともに
、そのメールの送信相手も表示されている。
【０２４０】
　なお通知情報は電子メールに限らず、任意の通知情報を表示してもよい。
【０２４１】
　＜背景領域（二画面）＞
　背景領域２ｄには、縮小モードの直前の表示画面４０が表示されてもよい。図６７は、
縮小モードを採用する様子の一例を概略的に示す図である。例えばモード変更要素ＭＥ１
に対する操作が行われることにより、縮小画面４０Ａが表示される。図６７の例示では、
背景領域２ｄには、縮小モードの直前の表示画面４０が表示されている。また図６７に例
示するように、表示領域２ａの全体に表示画面４０が表示されるとともに、縮小画面４０
Ａが表示画面４０の前面において半透明で表示されても構わない。
【０２４２】
　また処理部１３は背景領域２ｄに対する操作を有効としてもよい。つまり、処理部１３
は背景領域２ｄに対する操作を受け付けてもよい。ただし、縮小画面４０Ａが表示された
領域は、縮小画面４０Ａに対する操作のみを受け付ければよい。つまり、背景領域２ｄに
表示される表示内容が表示領域２ａの全体に表示されていても、縮小画面４０Ａが表示さ
れた領域では、表示領域２ａの全体に表示される表示内容に対する操作は受け付けなくて
もよい。これによれば、縮小画面４０Ａに対する操作をしやすい。
【０２４３】
　図６８は、背景領域２ｄに対して操作を行う様子の一例を概略的に示す図である。図６
８の紙面左側では、背景領域２ｄにおいて、電話機能を示す要素Ｅ１が表示されている。
そして、背景領域２ｄにおいて要素Ｅ１に対する操作（例えばタップ操作）が行われると
、処理部１３は当該要素Ｅ１に対応するアプリケーションを実行し、その結果を、縮小画
面４０Ａおよび背景領域２ｄに表示する。例えば、処理部１３は、電話機能を示す要素Ｅ
１に対する操作に応答して、発呼画面を表示領域２ａの全体に表示するとともに、この発
呼画面を縮小画面４０Ａに半透明で表示する。
【０２４４】
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　以上のように、背景領域２ｄにおいても操作が有効となるので、操作性を向上すること
ができる。
【０２４５】
　また上述の例では、背景領域２ｄと縮小画面４０Ａとは互いに連動している。しかるに
背景領域２ｄに対する操作結果が背景領域２ｄのみに表示され、縮小画面４０Ａには反映
されなくてもよい。図６９は、背景領域２ｄに対して操作を行う様子の一例を概略的に示
すための図である。図６９の例示では、背景領域２ｄにはホーム画面が表示されている。
この背景領域２ｄにおいて、例えば操作子を上方へとスライドさせると、処理部１３はこ
の操作に応答して、背景領域２ｄにおいてホーム画面が上方へと移動させ、より下方に配
置された要素Ｅ１も背景領域２ｄに表示する。その一方で、処理部１３は背景領域２ｄに
対する操作を縮小画面４０Ａには反映されず、表示内容を変更しない。
【０２４６】
　なお図６９の例示するように、処理部１３は、背景領域２ｄに対する操作の結果を表示
領域２ａの全体に表示しつつ、その操作に依存しない縮小画面４０Ａを半透明で表示して
もよい。
【０２４７】
　また例えば背景領域２ｄにおいて要素Ｅ１が操作されると、処理部１３は、その要素Ｅ
１に対応するアプリケーションを実行しつつも、そのアプリケーションによる表示内容は
、縮小画面４０Ａには表示せずに、背景領域２ｄに表示する。
【０２４８】
　これによれば、背景領域２ｄと縮小画面４０Ａとを別々の画面として利用することがで
きる。
【０２４９】
　また背景領域２ｄと縮小画面４０Ａとが互いに異なる表示内容を表示できる場合には、
所定の操作に応じて、背景領域２ｄと縮小画面４０Ａとを入れ替えても構わない。所定の
操作としては、例えば縮小画面４０Ａと背景領域２ｄとの境界を跨ぐスライド操作を採用
できる。図７０は、当該操作を行う様子の一例を概略的に示す図である。図７０の紙面左
側の表示領域２ａにおいては、ホーム画面が表示領域２ａの全体に表示されつつ、発呼画
面が縮小画面４０Ａに半透明で表示されている。ユーザは、例えば縮小画面４０Ａから背
景領域２ｄへと操作子をスライドさせると、このスライド操作に応答して、処理部１３は
、背景領域２ｄの表示内容と縮小画面４０Ａの表示内容とを入れ替える。図７０の紙面右
側の表示領域２ａでは、発呼画面が表示領域２ａの全体に表示されつつ、ホーム画面が縮
小画面４０Ａに表示されている。
【０２５０】
　以上のように、所定の操作に応じて、背景領域２ｄと縮小画面４０Ａの表示内容を入れ
替えることができる。よって操作性を向上することができる。
【０２５１】
　＜横姿勢＞
　第６の実施の形態で説明したように、横姿勢においては、縮小モードが無効に設定され
てもよい。しかるに、ＧＵＩ制御部１１は横姿勢であっても、モード変更要素ＭＥ１を表
示してもよい。ただし、このモード変更要素ＭＥ１に対する第１操作が行われたときに、
縮小モードを採用せずに、二画面モードを採用する。つまり、ＧＵＩ制御部１１は、把持
姿勢検出部７０が横姿勢を検出したときには縮小モードを無効に維持しつつ、モード変更
要素ＭＥ１への第１操作に対応した処理を、二画面モードの採用に設定するのである。
【０２５２】
　図７１は、横姿勢においてモード変更要素ＭＥ１に対して第１操作を行う様子の一例を
概略的に示す図である。図７１の紙面上方の表示領域２ａにおいては、例えば撮像画面が
表示領域２ａの全体に表示されている。また横姿勢でもモード変更要素ＭＥ１が表示され
ている。このモード変更要素ＭＥ１に対する第１操作（例えばタップ操作）を行うと、処
理部１３は、この操作に応答して、表示領域２ａを複数に分割し、その一つの分割領域に
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域２ａにおいては、表示領域２ａが長手方向Ｄ１に二分割されて分割領域２ａａ，２ａｂ
が形成されている。分割領域２ａａには、モード変更要素ＭＥ１が操作される直前の撮像
画面が表示され、分割領域２ａｂにはホーム画面が表示されている。
【０２５３】
　第９の実施の形態．
　ＧＵＩ設定部１２は、ＧＵＩ設定モードを採用するときに、モード変更要素ＭＥ１また
は縮小画面４０Ａの設定方法を説明する文章を、表示領域２ａに表示してもよい。図７２
は表示領域２ａの一例を概略的に示す図である。図７２の例示するように、ＧＵＩ設定部
１２は、例えば説明要素ＤＥ１を表示領域２ａに表示する。説明要素ＤＥ１には、モード
変更要素ＭＥ１の表示位置、縮小画面４０Ａの表示位置およびサイズの少なくともいずれ
かを設定する方法が示されている。
【０２５４】
　以上のように、携帯電子機器は詳細に説明されたが、上記した説明は、すべての局面に
おいて、例示であって、本携帯電子機器がそれに限定されるものではない。例示されてい
ない無数の変形例が、本携帯電子機器の範囲から外れることなく想定され得る。
【０２５５】
　実施の形態は、相互に矛盾しない限り、互いに組み合わせて実施することができる。例
えば、モード変更要素ＭＥ１の短手方向Ｄ２および長手方向Ｄ１における位置、縮小画面
４０Ａの短手方向Ｄ２および長手方向Ｄ１の表示位置、および、サイズの設定方法は、適
宜に組み合わせて採用することができる。
【符号の説明】
【０２５６】
　１　携帯電子機器
　２ａ　表示領域
　２ｂ　第１領域
　２ｃ　第２領域
　２Ａ，２Ｂ　端部
　１１　ＧＵＩ制御部
　１２　ＧＵＩ設定部
　４０　表示画面
　４０Ａ　縮小画面
　４０ａ～４０ｄ　角部
　４０ｅ～４０ｆ　辺
　４１　表示部
　５０　入力部
　７０　把持姿勢検出部
　Ｂ１　基準線
　Ｄ１　長手方向
　ＳＥ１　サイズ設定要素
　ＳＥ１１～ＳＥ１３　設定要素
　ＭＥ１　モード変更要素
　ＰＥ１　位置設定要素
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