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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　表示領域に表示を行う表示部と、
　前記表示領域に対する操作を検出する操作検出部と、
　前記表示部を制御する表示制御部と、
を備え、
　前記表示制御部は、前記表示領域に含まれる第１表示領域を複数の分割領域に分割し、
当該複数の分割領域のそれぞれの表示を独立して制御する分割表示モードを有し、
　前記表示制御部は、
　　前記分割表示モードにおいて、
　　　前記複数の分割領域のそれぞれのサイズを変更可能にする操作対象画像を前記表示
部に表示させ、前記複数の分割領域のうち少なくとも一つの分割領域が所定のサイズにな
るように拡大されると、当該操作対象画像を前記表示部に非表示にさせ、拡大された前記
分割領域の一部に対する操作を前記操作検出部が検出すると、前記操作対象画像を前記表
示部に再表示させる、電子機器。
【請求項２】
　請求項１に記載の電子機器であって、
　前記表示制御部は、前記分割表示モードにおいて、前記表示部に、前記第１表示領域を
分割する、水平方向及び垂直方向の一方に延びる第１分割線と水平方向及び垂直方向の他
方に延びる第２分割線とを表示させる、電子機器。
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【請求項３】
　請求項２に記載の電子機器であって、
　前記表示制御部は、前記分割表示モードにおいて、前記表示部に、前記第１及び第２分
割線の交点に前記操作対象画像を表示させる、電子機器。
【請求項４】
　請求項１及び請求項２のいずれか一つに記載の電子機器であって、
　前記表示制御部は、前記分割表示モードにおいて、前記表示部に、前記表示領域の下端
部あるいは側端部に前記操作対象画像を表示させる、電子機器。
【請求項５】
　請求項１及び請求項２のいずれか一つに記載の電子機器であって、
　前記表示制御部は、前記分割表示モードにおいて、前記操作検出部によって前記表示領
域に対する所定操作が検出された場合には、前記表示部に前記操作対象画像を表示させる
、電子機器。
【請求項６】
　請求項４及び請求項５のいずれか一つに記載の電子機器であって、
　前記表示制御部は、前記分割表示モードにおいて、前記表示部に、前記表示領域に含ま
れる、前記第１表示領域とは異なる第２表示領域に前記操作対象画像を表示させる、電子
機器。
【請求項７】
　請求項３に記載の電子機器であって、
　前記表示制御部は、前記分割表示モードにおいて、前記操作検出部によって前記操作対
象画像に対する移動操作が検出された場合には、前記表示部に、前記操作対象画像の移動
先と前記第１及び第２分割線の交点とが一致するように前記第１及び第２分割線を移動さ
せる、電子機器。
【請求項８】
　請求項２及び請求項３のいずれか一つに記載の電子機器であって、
　前記表示制御部は、前記分割表示モードにおいて、前記操作検出部によって前記第１分
割線の一方の端部に対する分割線移動操作が検出された場合には、前記表示部に、前記第
１分割線を移動させる、電子機器。
【請求項９】
　請求項８に記載の電子機器であって、
　前記表示制御部は、前記分割表示モードにおいて、前記操作検出部によって前記第１分
割線の一方の端部に対する前記分割線移動操作が検出された場合には、前記表示部に、前
記複数の分割領域に含まれる、当該一方の端部に隣接する分割領域の縦横比が変化しない
ように前記第１及び第２分割線を移動させる、電子機器。
【請求項１０】
　請求項３に記載の電子機器であって、
　前記表示制御部は、前記分割表示モードにおいて、前記操作検出部によって前記操作対
象画像に対する、当該操作対象画像を前記第１表示領域の角に移動する操作が検出された
場合には、前記表示部に、前記操作対象画像を非表示にさせる、電子機器。
【請求項１１】
　請求項１乃至請求項１０のいずれか一つに記載の電子機器であって、
　前記表示制御部は、前記分割表示モードにおいて、前記操作検出部によって前記操作対
象画像に対する所定操作が検出された場合には、前記表示部に、前記複数の分割領域に表
示される画像を入れ替えさせる、電子機器。
【請求項１２】
　請求項２及び請求項３のいずれか一つに記載の電子機器であって、
　前記表示制御部は、前記分割表示モードにおいて、前記操作検出部によって前記第１分
割線に対する所定操作が検出された場合には、前記表示部に、前記複数の分割領域に含ま
れる、前記第１分割線での操作箇所を間に挟む２つの分割領域に表示される画像を入れ替
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えさせる、電子機器。
【請求項１３】
　請求項１１及び請求項１２のいずれか一つに記載の電子機器であって、
　前記表示制御部は、前記分割表示モードにおいて、前記操作検出部によって、前記複数
の分割領域のうちの一の分割領域の２つの辺に対する所定操作が検出された場合には、当
該一の分割領域を、画像の入れ替えを行わないロック画面に設定する、電子機器。
【請求項１４】
　請求項１乃至請求項１３のいずれか一つに記載の電子機器であって、
　前記表示制御部は、前記分割表示モードにおいて、前記操作検出部によって前記操作対
象画像に対する所定操作が検出された場合には、前記複数の分割領域に表示する画像を設
定する設定モードに移行する、電子機器。
【請求項１５】
　請求項１４に記載の電子機器であって、
　前記表示制御部は、前記設定モードにおいて、前記表示部に、前記複数の分割領域にそ
れぞれ対応する複数の対応画像を表示し、
　前記表示制御部は、前記操作検出部によって、前記複数の対応画像に含まれる２つの対
応画像に対する所定操作が検出された場合には、前記表示部に、前記複数の分割領域に含
まれる、当該２つの対応画像にそれぞれ対応する２つの分割領域に表示される画像を入れ
替えさせる、電子機器。
【請求項１６】
　請求項１５に記載の電子機器であって、
　前記表示制御部は、前記設定モードにおいて、前記操作検出部によって前記複数の対応
画像のうちの一の対応画像に対する所定操作が検出された場合には、前記複数の分割領域
に含まれる、当該一の対応画像に対応する分割領域を、画像の入れ替えを行わないロック
画面に設定する、電子機器。
【請求項１７】
　請求項１４に記載の電子機器であって、
　前記表示制御部は、前記設定モードにおいて、前記表示部に、前記複数の分割領域にそ
れぞれ対応する複数の第１対応画像と、前記複数の分割領域に表示することが可能な複数
種類の候補画像にそれぞれ対応する複数の第２対応画像とを表示させ、
　前記表示制御部は、前記設定モードにおいて、前記操作検出部によって、前記複数の第
１対応画像に含まれる、ある第１対応画像と、前記複数の第２対応画像に含まれる、ある
第２対応画像とに対する所定操作が検出された場合には、前記表示部に、前記複数種類の
候補画像に含まれる、当該ある第２対応画像に対応する候補画像を、前記複数の分割領域
に含まれる、当該ある第１対応画像に対応する分割領域に表示させる、電子機器。
【請求項１８】
　請求項１７に記載の電子機器であって、
　前記複数種類の候補画像には、アプリケーションプログラムが実行されることで得られ
る画像である複数のアプリケーション実行画像が含まれる、電子機器。
【請求項１９】
　請求項１８に記載の電子機器であって、
　前記表示制御部は、前記表示部に、前記複数の第２対応画像に含まれる、前記複数のア
プリケーション実行画像にそれぞれ対応する複数の第３対応画像を、対応するアプリケー
ション実行画像についてのアプリケーションプログラムが実行された時期が新しい順に並
べて表示させる、電子機器。
【請求項２０】
　請求項１乃至請求項１９のいずれか一つに記載の電子機器であって、
　前記表示制御部は、前記分割表示モードにおいて、前記表示部に、互いに関連付けられ
た複数のアプリケーションプログラムが実行されることで得られる複数のアプリケーショ
ン実行画像を前記複数の分割領域にそれぞれ表示させる、電子機器。
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【請求項２１】
　請求項１乃至請求項２０のいずれか一つに記載の電子機器であって、
　前記表示制御部は、前記分割表示モードにおいて、前記操作検出部によって、前記複数
の分割領域のうち、アプリケーションプログラムが実行されることで得られるアプリケー
ション実行画像が表示される一の分割領域が有する２つの辺に対する所定操作が検出され
た場合には、前記表示部に、当該一の分割領域に表示されるアプリケーション実行画像を
非表示にさせる、電子機器。
【請求項２２】
　請求項２１に記載の電子機器であって、
　前記表示制御部は、前記分割表示モードにおいて、前記操作検出部によって、前記複数
の分割領域のうち、アプリケーションプログラムが実行されることで得られるアプリケー
ション実行画像が表示される一の分割領域が有する２つの辺に対する所定操作が検出され
た場合には、前記表示部に、当該一の分割領域に表示されるアプリケーション実行画像を
非表示にさせるとともに、当該一の分割領域において複数のアプリケーションプログラム
にそれぞれ対応する複数のアプリケーション対応画像を表示させ、
　前記表示制御部は、前記操作検出部によって、前記一の分割領域に表示される前記複数
のアプリケーション対応画像のうちの一のアプリケーション対応画像が選択される選択操
作が検出された場合には、前記表示部に、当該一のアプリケーション対応画像に対応する
アプリケーションプログラムを実行することで得られるアプリケーション実行画像を、前
記一の分割領域に表示させる、電子機器。
【請求項２３】
　請求項１乃至請求項２２のいずれか一つに記載の電子機器であって、
　前記表示制御部は、前記操作検出部によって、前記表示領域に表示される所定画像に対
する選択操作が検出された場合には、前記分割表示モードに移行する、電子機器。
【請求項２４】
　請求項２３に記載の電子機器であって、
　前記表示制御部は、アプリケーションプログラムが実行されることで得られるアプリケ
ーション実行画像が前記表示領域に表示されていない状態で前記分割表示モードに移行し
た場合には、前記表示部に、実行された時期が新しい順に選択された複数のアプリケーシ
ョンプログラムにそれぞれ対応する複数のアプリケーション実行画像を前記複数の分割領
域に表示させる、電子機器。
【請求項２５】
　請求項２３及び請求項２４のいずれか一つに記載の電子機器であって、
　前記表示制御部は、第１のアプリケーションプログラムが実行されることで得られる第
１のアプリケーション実行画像が前記表示領域に表示されている状態で前記分割表示モー
ドに移行した場合には、前記表示部に、当該第１のアプリケーション実行画像と、実行さ
れた時期が最も新しい第２のアプリケーションプログラムに対応する第２のアプリケーシ
ョン実行画像とを前記複数の分割領域に表示させる、電子機器。
【請求項２６】
　請求項１乃至請求項２５のいずれか一つに記載の電子機器であって、
　前記表示制御部は、前記分割表示モードにおいて、前記表示部に、前記複数の分割領域
のうちの少なくとも一つの分割領域に表示される情報を見えにくくさせることが可能であ
る、電子機器。
【請求項２７】
　請求項１乃至請求項２６のいずれか一つに記載の電子機器であって、
　前記表示制御部は、前記分割表示モードにおいて、前記表示部に、前記複数の分割領域
のうちの少なくとも一つの分割領域の表示を別の表示に置き換えさせることが可能である
、電子機器。
【請求項２８】
　請求項１乃至請求項２７のいずれか一つに記載の電子機器であって、
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　前記表示制御部は、前記分割表示モードにおいて、前記表示部に所定情報を前記第１表
示領域に表示させる場合には、前記表示部に、前記複数の分割領域のうち右下及び左下の
分割領域以外の分割領域に当該所定情報を表示させる、電子機器。
【請求項２９】
　請求項２８に記載の電子機器であって、
　前記電子機器にイヤホンが接続されているか否かを判定する判定部をさらに備え、
　前記表示制御部は、前記分割表示モードにおいて、前記判定部の判定結果が否定的であ
る場合に、前記表示部に、音声通話の着信を通知する通知情報を前記所定情報として前記
第１表示領域に表示させるときには、前記分割表示モードを解除して前記表示部に当該通
知情報を前記第１表示領域に表示させる、電子機器。
【請求項３０】
　表示領域を備える電子機器を制御するための制御プログラムであって、
　前記電子機器に、
　（ａ）前記表示領域の少なくとも一部を複数の分割領域に分割し、当該複数の分割領域
のそれぞれの表示を独立して制御する工程と、
　（ｂ）前記表示領域に対する操作を検出する工程と
を実行させ、
　前記工程（ａ）において、前記複数の分割領域のそれぞれのサイズを変更可能にする操
作対象画像を前記表示領域に表示し、前記複数の分割領域のうち少なくとも一つの分割領
域が所定のサイズになるように拡大されると、当該操作対象画像を非表示にし、拡大され
た前記分割領域の一部に対する操作を検出すると、前記操作対象画像を再表示することを
実行させるための制御プログラム。
【請求項３１】
　表示領域を備える電子機器の動作方法であって、
　（ａ）前記表示領域の少なくとも一部を複数の分割領域に分割し、当該複数の分割領域
のそれぞれの表示を独立して制御する工程と、
　（ｂ）前記表示領域に対する操作を検出する工程と
を備え、
　前記工程（ａ）において、前記複数の分割領域のそれぞれのサイズを変更可能にする操
作対象画像を前記表示領域に表示し、前記複数の分割領域のうち少なくとも一つの分割領
域が所定のサイズになるように拡大されると、当該操作対象画像を非表示にし、拡大され
た前記分割領域の一部に対する操作を検出すると、前記操作対象画像を再表示する、電子
機器の動作方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、電子機器に関する。
【背景技術】
【０００２】
　特許文献１に記載されているように、従来から電子機器に関して様々な技術が提案され
ている。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００３】
【特許文献１】特開２００８－１６５７３５号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　さて、電子機器については、その操作性の向上が望まれている。
【０００５】
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　そこで、本発明は上述した点に鑑みて成されたものであり、電子機器の操作性を向上さ
せることが可能な技術を提供することを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【０００６】
　上記課題を解決するため、本発明に係る電子機器の一態様は、表示領域に表示を行う表
示部と、前記表示領域に対する操作を検出する操作検出部と、前記表示部を制御する表示
制御部とを備え、前記表示制御部は、前記表示領域に含まれる第１表示領域を複数の分割
領域に分割し、当該複数の分割領域のそれぞれの表示を独立して制御する分割表示モード
を有し、前記表示制御部は、前記分割表示モードにおいて、前記複数の分割領域のそれぞ
れのサイズを変更可能にする操作対象画像を前記表示部に表示させ、前記複数の分割領域
のうち少なくとも一つの分割領域が所定のサイズになるように拡大されると、当該操作対
象画像を前記表示部に非表示にさせ、拡大された前記分割領域の一部に対する操作を前記
操作検出部が検出すると、前記操作対象画像を前記表示部に再表示させる。
【０００７】
　また、本発明に係る電子機器の一態様では、前記表示制御部は、前記分割表示モードに
おいて、前記表示部に、前記第１表示領域を分割する、水平方向及び垂直方向の一方に延
びる第１分割線と水平方向及び垂直方向の他方に延びる第２分割線とを表示させる。
【０００８】
　また、本発明に係る電子機器の一態様では、前記表示制御部は、前記分割表示モードに
おいて、前記表示部に、前記第１及び第２分割線の交点に前記操作対象画像を表示させる
。
【０００９】
　また、本発明に係る電子機器の一態様では、前記表示制御部は、前記分割表示モードに
おいて、前記表示部に、前記表示領域の下端部あるいは側端部に前記操作対象画像を表示
させる。
【００１０】
　また、本発明に係る電子機器の一態様では、前記表示制御部は、前記分割表示モードに
おいて、前記操作検出部によって前記表示領域に対する所定操作が検出された場合には、
前記表示部に前記操作対象画像を表示させる。
【００１１】
　また、本発明に係る電子機器の一態様では、前記表示制御部は、前記分割表示モードに
おいて、前記表示部に、前記表示領域に含まれる、前記第１表示領域とは異なる第２表示
領域に前記操作対象画像を表示させる。
【００１２】
　また、本発明に係る電子機器の一態様では、前記表示制御部は、前記分割表示モードに
おいて、前記操作検出部によって前記操作対象画像に対する移動操作が検出された場合に
は、前記表示部に、前記操作対象画像の移動先と前記第１及び第２分割線の交点とが一致
するように前記第１及び第２分割線を移動させる。
【００１３】
　また、本発明に係る電子機器の一態様では、前記表示制御部は、前記分割表示モードに
おいて、前記操作検出部によって前記第１分割線の一方の端部に対する分割線移動操作が
検出された場合には、前記表示部に、前記第１分割線を移動させる。
【００１４】
　また、本発明に係る電子機器の一態様では、前記表示制御部は、前記分割表示モードに
おいて、前記操作検出部によって前記第１分割線の一方の端部に対する前記分割線移動操
作が検出された場合には、前記表示部に、前記複数の分割領域に含まれる、当該一方の端
部に隣接する分割領域の縦横比が変化しないように前記第１及び第２分割線を移動させる
。
【００１５】
　また、本発明に係る電子機器の一態様では、前記表示制御部は、前記分割表示モードに
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おいて、前記操作検出部によって前記操作対象画像に対する、当該操作対象画像を前記第
１表示領域の端に移動する操作が検出された場合には、前記表示部に、前記操作対象画像
を非表示にさせる。
【００１６】
　また、本発明に係る電子機器の一態様では、前記表示制御部は、前記分割表示モードに
おいて、前記操作検出部によって前記操作対象画像に対する所定操作が検出された場合に
は、前記表示部に、前記複数の分割領域に表示される画像を入れ替えさせる。
【００１７】
　また、本発明に係る電子機器の一態様では、前記表示制御部は、前記分割表示モードに
おいて、前記操作検出部によって前記第１分割線に対する所定操作が検出された場合には
、前記表示部に、前記複数の分割領域に含まれる、前記第１分割線での操作箇所を間に挟
む２つの分割領域に表示される画像を入れ替えさせる。
【００１８】
　また、本発明に係る電子機器の一態様では、前記表示制御部は、前記分割表示モードに
おいて、前記操作検出部によって、前記複数の分割領域のうちの一の分割領域の２つの辺
に対する所定操作が検出された場合には、当該一の分割領域を、画像の入れ替えを行わな
いロック画面に設定する。
【００１９】
　また、本発明に係る電子機器の一態様では、前記表示制御部は、前記分割表示モードに
おいて、前記操作検出部によって前記操作対象画像に対する所定操作が検出された場合に
は、前記複数の分割領域に表示する画像を設定する設定モードに移行する。
【００２０】
　また、本発明に係る電子機器の一態様では、前記表示制御部は、前記設定モードにおい
て、前記表示部に、前記複数の分割領域にそれぞれ対応する複数の対応画像を表示し、前
記表示制御部は、前記操作検出部によって、前記複数の対応画像に含まれる２つの対応画
像に対する所定操作が検出された場合には、前記表示部に、前記複数の分割領域に含まれ
る、当該２つの対応画像にそれぞれ対応する２つの分割領域に表示される画像を入れ替え
させる。
【００２１】
　また、本発明に係る電子機器の一態様では、前記表示制御部は、前記設定モードにおい
て、前操作検出部によって前記複数の対応画像のうちの一の対応画像に対する所定操作が
検出された場合には、前記複数の分割領域に含まれる、当該一の対応画像に対応する分割
領域を、画像の入れ替えを行わないロック画面に設定する。
【００２２】
　また、本発明に係る電子機器の一態様では、前記表示制御部は、前記設定モードにおい
て、前記表示部に、前記複数の分割領域にそれぞれ対応する複数の第１対応画像と、前記
複数の分割領域に表示することが可能な複数種類の候補画像にそれぞれ対応する複数の第
２対応画像とを表示させ、前記表示制御部は、前記設定モードにおいて、前記操作検出部
によって、前記複数の第１対応画像に含まれる、ある第１対応画像と、前記複数の第２対
応画像に含まれる、ある第２対応画像とに対する所定操作が検出された場合には、前記表
示部に、前記複数種類の候補画像に含まれる、当該ある第２対応画像に対応する候補画像
を、前記複数の分割領域に含まれる、当該ある第１対応画像に対応する分割領域に表示さ
せる。
【００２３】
　また、本発明に係る電子機器の一態様では、前記複数種類の候補画像には、アプリケー
ションプログラムが実行されることで得られる画像である複数のアプリケーション実行画
像が含まれる。
【００２４】
　また、本発明に係る電子機器の一態様では、前記表示制御部は、前記表示部に、前記複
数の第２対応画像に含まれる、前記複数のアプリケーション実行画像にそれぞれ対応する
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複数の第３対応画像を、対応するアプリケーション実行画像についてのアプリケーション
プログラムが実行された時期が新しい順に並べて表示させる。
【００２５】
　また、本発明に係る電子機器の一態様では、前記表示制御部は、前記分割表示モードに
おいて、前記表示部に、互いに関連付けられた複数のアプリケーションプログラムが実行
されることで得られる複数のアプリケーション実行画像を前記複数の分割領域にそれぞれ
表示させる。
【００２６】
　また、本発明に係る電子機器の一態様では、前記表示制御部は、前記分割表示モードに
おいて、前記操作検出部によって、前記複数の分割領域のうち、アプリケーションプログ
ラムが実行されることで得られるアプリケーション実行画像が表示される一の分割領域が
有する２つの辺に対する所定操作が検出された場合には、前記表示部に、当該一の分割領
域に表示されるアプリケーション実行画像を非表示にさせる。
【００２７】
　また、本発明に係る電子機器の一態様では、前記表示制御部は、前記分割表示モードに
おいて、前記操作検出部によって、前記複数の分割領域のうち、アプリケーションプログ
ラムが実行されることで得られるアプリケーション実行画像が表示される一の分割領域が
有する２つの辺に対する所定操作が検出された場合には、前記表示部に、当該一の分割領
域に表示されるアプリケーション実行画像を非表示にさせるとともに、当該一の分割領域
において複数のアプリケーションプログラムにそれぞれ対応する複数のアプリケーション
対応画像を表示させ、前記表示制御部は、前記操作検出部によって、前記一の分割領域に
表示される前記複数のアプリケーション対応画像のうちの一のアプリケーション対応画像
が選択される選択操作が検出された場合には、前記表示部に、当該一のアプリケーション
対応画像に対応するアプリケーションプログラムを実行することで得られるアプリケーシ
ョン実行画像を、前記一の分割領域に表示させる。
【００２８】
　また、本発明に係る電子機器の一態様では、前記表示制御部は、前記操作検出部によっ
て、前記表示領域に表示される所定画像に対する選択操作が検出された場合には、前記分
割表示モードに移行する。
【００２９】
　また、本発明に係る電子機器の一態様では、前記表示制御部は、アプリケーションプロ
グラムが実行されることで得られるアプリケーション実行画像が前記表示領域に表示され
ていない状態で前記分割表示モードに移行した場合には、前記表示部に、実行された時期
が新しい順に選択された複数のアプリケーションプログラムにそれぞれ対応する複数のア
プリケーション実行画像を前記複数の分割領域に表示させる。
【００３０】
　また、本発明に係る電子機器の一態様では、前記表示制御部は、第１のアプリケーショ
ンプログラムが実行されることで得られる第１のアプリケーション実行画像が前記表示領
域に表示されている状態で前記分割表示モードに移行した場合には、前記表示部に、当該
第１のアプリケーション実行画像と、実行された時期が最も新しい第２のアプリケーショ
ンプログラムに対応する第２のアプリケーション実行画像とを前記複数の分割領域に表示
させる。
【００３１】
　また、本発明に係る電子機器の一態様では、前記表示制御部は、前記分割表示モードに
おいて、前記表示部に、前記複数の分割領域のうちの少なくとも一つの分割領域の表示を
見えにくくさせることが可能である。
【００３２】
　また、本発明に係る電子機器の一態様では、前記表示制御部は、前記分割表示モードに
おいて、前記表示部に、前記複数の分割領域のうちの少なくとも一つの分割領域の表示を
別の表示に置き換えさせることが可能である。
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【００３３】
　また、本発明に係る電子機器の一態様では、前記表示制御部は、前記分割表示モードに
おいて、前記表示部に所定情報を前記第１表示領域に表示させる場合には、前記表示部に
、前記複数の分割領域のうち右下及び左下の分割領域以外の分割領域に当該所定情報を表
示させる。
【００３４】
　また、本発明に係る電子機器の一態様では、前記電子機器にイヤホンが接続されている
か否かを判定する判定部をさらに備え、前記表示制御部は、前記分割表示モードにおいて
、前記判定部の判定結果が否定的である場合に、前記表示部に、音声通話の着信を通知す
る通知情報を前記所定情報として前記第１表示領域に表示させるときには、前記分割表示
モードを解除して前記表示部に当該通知情報を前記第１表示領域に表示させる。
【００３５】
　また、本発明に係る制御プログラムの一態様は、表示領域を備える電子機器を制御する
ための制御プログラムであって、前記電子機器に、（ａ）前記表示領域の少なくとも一部
を複数の分割領域に分割し、当該複数の分割領域のそれぞれの表示を独立して制御する工
程と、（ｂ）前記表示領域に対する操作を検出する工程とを実行させ、前記工程（ａ）に
おいて、前記複数の分割領域のそれぞれのサイズを変更可能にする操作対象画像を前記表
示領域に表示し、前記複数の分割領域のうち少なくとも一つの分割領域が所定のサイズに
なるように拡大されると、当該操作対象画像を非表示にし、拡大された前記分割領域の一
部に対する操作を検出すると、前記操作対象画像を再表示することを実行させるためのも
のである。
【００３６】
　また、本発明に係る電子機器の動作方法の一態様は、表示領域を備える電子機器の動作
方法であって、（ａ）前記表示領域の少なくとも一部を複数の分割領域に分割し、当該複
数の分割領域のそれぞれの表示を独立して制御する工程と、（ｂ）前記表示領域に対する
操作を検出する工程とを備え、前記工程（ａ）において、前記複数の分割領域のそれぞれ
のサイズを変更可能にする操作対象画像を前記表示領域に表示し、前記複数の分割領域の
うち少なくとも一つの分割領域が所定のサイズになるように拡大されると、当該操作対象
画像を非表示にし、拡大された前記分割領域の一部に対する操作を検出すると、前記操作
対象画像を再表示する。
【発明の効果】
【００３７】
　本発明によれば、電子機器の操作性が向上する。
【図面の簡単な説明】
【００３８】
【図１】実施の形態に係る電子機器の外観を示す前面図である。
【図２】実施の形態に係る電子機器の外観を示す前面図である。
【図３】実施の形態に係る電子機器の電気的構成を示すブロック図である。
【図４】実施の形態に係る電子機器の機能的な構成を示す図である。
【図５】実施の形態に係る電子機器の処理の概要を説明するための図である。
【図６】実施の形態に係る電子機器の表示例を示す図である。
【図７】実施の形態に係る電子機器の表示例を示す図である。
【図８】実施の形態に係る電子機器の処理を説明するための図である。
【図９】実施の形態に係る電子機器の表示例を示す図である。
【図１０】実施の形態に係る電子機器の表示例を示す図である。
【図１１】実施の形態に係る電子機器の表示例を示す図である。
【図１２】実施の形態に係る電子機器の表示例を示す図である。
【図１３】実施の形態に係る電子機器の表示例を示す図である。
【図１４】実施の形態に係る電子機器の表示例を示す図である。
【図１５】実施の形態に係る電子機器の表示例を示す図である。
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【図１６】実施の形態に係る電子機器の表示例を示す図である。
【図１７】実施の形態に係る電子機器の表示例を示す図である。
【図１８】実施の形態に係る電子機器の表示例を示す図である。
【図１９】設定モードについて説明するための図である。
【図２０】実施の形態に係る電子機器の表示例を示す図である。
【図２１】実施の形態に係る電子機器の表示例を示す図である。
【図２２】実施の形態に係る電子機器の表示例を示す図である。
【図２３】実施の形態に係る電子機器の表示例を示す図である。
【図２４】実施の形態に係る電子機器の表示例を示す図である。
【図２５】実施の形態に係る電子機器の表示例を示す図である。
【図２６】実施の形態に係る電子機器の表示例を示す図である。
【図２７】実施の形態に係る電子機器の表示例を示す図である。
【図２８】実施の形態に係る電子機器の表示例を示す図である。
【図２９】実施の形態に係る電子機器の表示例を示す図である。
【図３０】表示制御部が行う処理について説明するための図である。
【図３１】実施の形態に係る電子機器の表示例を示す図である。
【図３２】実施の形態に係る電子機器の表示例を示す図である。
【図３３】実施の形態に係る電子機器の表示例を示す図である。
【図３４】実施の形態に係る電子機器の表示例を示す図である。
【図３５】通常表示モードから分割表示モードへの移行について説明するための図である
。
【図３６】実施の形態に係る電子機器の表示例を示す図である。
【図３７】実施の形態に係る電子機器の表示例を示す図である。
【図３８】実施の形態に係る電子機器の表示例を示す図である。
【図３９】実施の形態に係る電子機器の表示例を示す図である。
【図４０】実施の形態に係る電子機器の使用環境を説明するための図である。
【図４１】実施の形態に係る電子機器の表示例を示す図である。
【図４２】実施の形態に係る電子機器の表示例を示す図である。
【図４３】実施の形態に係る電子機器の表示例を示す図である。
【図４４】実施の形態に係る電子機器の表示例を示す図である。
【図４５】実施の形態に係る電子機器の表示例を示す図である。
【図４６】右手で電子機器を保持および操作するときを示す図である。
【図４７】実施の形態に係る電子機器の表示例を示す図である。
【図４８】実施の形態に係る電子機器の表示例を示す図である。
【図４９】実施の形態に係る電子機器の表示例を示す図である。
【図５０】実施の形態に係る電子機器の表示例を示す図である。
【図５１】実施の形態に係る電子機器の表示例を示す図である。
【図５２】実施の形態に係る電子機器の表示例を示す図である。
【図５３】実施の形態に係る電子機器の表示例を示す図である。
【図５４】実施の形態に係る電子機器の表示例を示す図である。
【図５５】実施の形態に係る電子機器の表示例を示す図である。
【図５６】実施の形態に係る電子機器の表示例を示す図である。
【図５７】実施の形態に係る電子機器の表示例を示す図である。
【図５８】実施の形態に係る電子機器の表示例を示す図である。
【図５９】実施の形態に係る電子機器の表示例を示す図である。
【図６０】実施の形態に係る電子機器の表示例を示す図である。
【図６１】実施の形態に係る電子機器の表示例を示す図である。
【図６２】実施の形態に係る電子機器の表示例を示す図である。
【発明を実施するための形態】
【００３９】
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　＜＜第一実施形態＞＞
　＜＜電子機器の外観＞＞
　図１，２は、それぞれ、実施の形態に係る電子機器１の外観を示す前面図及び裏面図で
ある。本実施の形態に係る電子機器１は、例えば、スマートフォン等の携帯電話機であっ
て、基地局及びサーバー等を通じて他の通信装置と通信することが可能である。図１，２
に示されるように、電子機器１は、平面視において略長方形の板状形状であり、カバーパ
ネル２とケース部分３とを備えている。
【００４０】
　カバーパネル２は、図１に示されるように、表示領域２ａと、周縁領域２ｂとを備えて
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。カバーパネル２の裏面側には、後述する表示装置１７及びタッチパネル１８が設
けられている。
【００４１】
　表示装置１７によって表示された文字、記号、図形、映像等の各種情報は、カバーパネ
ル２における表示領域２ａを通してユーザに視認される。カバーパネル２における、表示
領域２ａを取り囲む周縁領域２ｂは、例えばフィルム等が貼られることで黒色となってお
り、当該周縁領域２ｂでは表示装置１７による表示がユーザに視認されることはない。カ
バーパネル２における表示領域２ａと、表示装置１７とを合わせて表示部１６と呼ぶ。表
示部１６で表示される情報は、電子機器の外部から視認される。タッチパネル１８は、表
示領域２ａに対する指等の操作子による操作を受け付ける。
【００４２】
　カバーパネル２の上端部には、レシーバー穴４と前面側撮像部５ａとが備えられている
。カバーパネル２の下端部には、マイク穴６が備えられている。電子機器１の側面には、
サイドキー７と、イヤホン端子８とが備えられている。サイドキー７は、電子機器１の起
動を行う操作キーである。つまり、サイドキー７は、電子機器１の電源のオン／オフを行
う操作キーである。図２に示されるように、電子機器１の裏面には、裏面側撮像部５ｂと
、スピーカー穴９とが備えられている。
【００４３】
　＜＜電子機器の電気的構成＞＞
　図３は、電子機器１の電気的構成を示すブロック図である。図３に示されるように、電
子機器１には、制御部１０と、無線通信部１４と、表示部１６と、タッチパネル１８と、
サイドキー７と、マイク１９と、レシーバー２０と、スピーカー２１と、前面側撮像部５
ａと、裏面側撮像部５ｂとが設けられている。
【００４４】
　制御部１０は、ＣＰＵ（Central Processing Unit）１１、ＤＳＰ（Digital Signal Pr
ocessor）１２及び記憶部１３等を備えており、電子機器１の他の構成要素を制御するこ
とによって、電子機器１の動作を統括的に管理する。記憶部１３は、ＲＯＭ（Read Only 
Memory）及びＲＡＭ（Random Access Memory）等で構成されている。記憶部１３には、電
子機器１の動作、具体的には電子機器１が備える無線通信部１４、表示部１６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Ｐｇ１、複数のアプリケー
ションプログラムＰｇ２等（以後、単に「アプリケーションＰｇ２」と呼ぶ）が記憶され
ている。メインプログラムＰｇ１およびアプリケーションＰｇ２は、電子機器１に含まれ
ているプロセッサーとしてのＣＰＵ１１及びＤＳＰ１２が読み取り可能なものである。Ｃ
ＰＵ１１及びＤＳＰ１２がメインプログラムＰｇ１を実行することで、電子機器１に係る
各種機能が実現される。なお、本実施の形態では、電子機器１には、ＣＰＵ１１およびＤ
ＳＰ１２がそれぞれ１つ設けられているが、複数のＣＰＵ１１が設けられてもよいし、複
数のＤＳＰ１２が設けられてもよい。つまり、電子機器１には、少なくとも一つのＣＰＵ
１１と、少なくとも一つのＤＳＰ１２が設けられてもよい。そして、少なくとも一つのＣ
ＰＵ１１と少なくとも一つのＤＳＰ１２が互いに協働することで、電子機器１に係る各種
機能が実現されてもよい。また、記憶部１３は、図３に例示される場合とは異なり、制御
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部１０に備えられていなくてもよい。つまり、記憶部１３は、制御部１０と別に設けられ
てもよい。
【００４５】
　また、記憶部１３内には、アプリケーションＰｇ２として、例えば、他の携帯電話機と
通話を行うための電話アプリケーションおよび電子メールの送受信を行うためのメールア
プリケーションなどが記憶されている。メインプログラムＰｇ１の実行過程で、アプリケ
ーションＰｇ２が読み込まれて実行されることで、通話およびメール送信といった機能が
電子機器１で実現される。なお図３では、図面の煩雑さを避けるために、アプリケーショ
ンＰｇ２は一つだけ示されている。
【００４６】
　無線通信部１４は、アンテナ１５を有している。無線通信部１４は、電子機器１とは別
の携帯電話機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との通信信
号の送受信を、基地局等を介してアンテナ１５で行う。
【００４７】
　表示部１６は、表示領域２ａと表示装置１７とを有している。表示装置１７は、例えば
、液晶表示ディスプレイあるいは有機ＥＬディスプレイである。前述した通り、表示部１
６では、表示装置１７によって表示された各種情報が、表示領域２ａを通して電子機器１
の外部から視認される。
【００４８】
　タッチパネル１８は、例えば、投影型静電容量方式のタッチパネルである。タッチパネ
ル１８は、カバーパネル２の裏面に貼り付けられており、互いに対向配置されたシート状
の二つの電極センサを備えている。ユーザが指等の操作子で表示部１６の表示領域２ａに
対して接触すると、タッチパネル１８における、当該操作子と対向する部分の静電容量が
変化する。そして、タッチパネル１８は、静電容量の変化に応じた電気的な信号を制御部
１０に出力する。このように、タッチパネル１８は、表示部１６の表示領域２ａに対する
操作子による操作を検出する操作検出部３０（後述の図４参照）として機能する。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パネル用ペンで
表示部１６を操作することによっても、電子機器１に対して各種指示を与えることができ
る。
【００４９】
　ここで、タッチパネル１８の検出感度を高く設定した場合には、操作子が表示領域２ａ
に接触せずに近接している状態であっても、タッチパネル１８における、操作子と対向し
ている部分の静電容量が変化する。したがって、タッチパネル１８は、操作子の表示部１
６（表示領域２ａ）に対する近接も検出することができる。つまり、タッチパネル１８は
、操作子の表示部１６に対する接触及び近接を検出することができる。本実施の形態では
、操作子が表示部１６に接触していることには、操作子が表示部１６に近接していること
も含むものとする。したがって、タッチパネル１８が操作子の表示部１６に対する接触を
検出することには、タッチパネル１８が操作子の表示部１６に対する近接を検出すること
も含まれる。
【００５０】
　サイドキー７は、押下されることで、電気的な指示信号を制御部１０に送出する。マイ
ク１９には、通話等の際にユーザの音声等が入力され、入力された音声等を電気的な信号
に変換して制御部１０に出力する。レシーバー２０は、通話等の際に制御部１０から入力
される電気的な音信号を音に変換して出力することにより、受話音をユーザに提供する。
スピーカー２１は、制御部１０から入力される電気的な音信号を音に変換して出力するこ
とで、電子機器１から離れた場所に存在するユーザに着信音などを提供する。なお、ケー
ス部分３の側面に設けられたイヤホン端子８（図１参照）にイヤホンが接続されている場
合には、受話音や着信音などの音信号はイヤホン端子８に入力される。イヤホン端子８に
入力された音信号はイヤホンに入力され、当該イヤホンから音が出力される。前面側撮像
部５ａ及び裏面側撮像部５ｂは、静止画像及び動画像を撮像する。



(13) JP 6151157 B2 2017.6.21

10

20

30

40

50

【００５１】
　＜＜表示領域に対する操作の種類について＞＞
　ユーザが表示部１６に対して行う基本的な操作としては、例えば、タップ操作、ロング
タッチ操作、スライド操作、フリック操作などがある。
【００５２】
　タップ操作とは、操作子が表示部１６に接触してからすぐに当該表示部１６から離れる
操作である。詳細には、タップ操作とは、操作子が表示部１６の表示領域２ａに接触して
から所定時間以内にその接触位置あるいは近接位置で当該表示領域２ａから離れる操作で
ある。ユーザは、表示部１６に対してタップ操作を行うことによって、例えば、表示部１
６に表示されている、アプリケーションＰｇ２を実行するための画像を選択して、当該ア
プリケーションＰｇ２を電子機器１に実行させることができる。
【００５３】
　ロングタッチ操作とは、操作子が表示部１６の表示領域２ａに所定時間以上接触する操
作である。ロングタッチ操作は、いわゆる「長押し」の操作に該当する。ユーザは、表示
部１６に対してロングタッチ操作を行うことによって、例えば、ユーザが電子機器１に対
して指示することが可能な処理の一覧を表示部１６に表示させることができる。
【００５４】
　スライド操作とは、操作子が表示部１６の表示領域２ａに接触した状態で移動する操作
である。ユーザは、例えば、表示部１６に表示されている画像に対してスライド操作を行
うことによって、当該画像が表示される表示位置を、当該スライド操作で操作子が移動し
た移動先まで移動させることができる。このスライド操作は、「ドラッグ操作」とも呼ば
れる。本実施の形態では、ドラッグ操作のことを、移動操作と呼ぶこともある。
【００５５】
　フリック操作とは、表示部１６の表示領域２ａを操作子で払う操作である。詳細には、
フリック操作とは、操作子が表示領域２ａに接触した状態で所定時間以内に所定距離以上
移動して表示領域２ａから離れる操作である。ユーザは、表示部１６に対してフリック操
作を行うことによって、例えば、電子機器１に対して、表示部１６の表示を当該フリック
操作での操作子の移動方向にスクロールさせることができる。
【００５６】
　＜＜制御部の機能ブロックについて＞＞
　制御部１０では、メインプログラムＰｇ１が実行されることによって、複数の機能ブロ
ックが形成される。図４は、制御部１０に形成される複数の機能ブロックの一部を示す図
である。図４に示されるように、制御部１０は機能ブロックとして表示制御部３１を備え
ている。
【００５７】
　表示制御部３１は、操作検出部３０（タッチパネル１８）が検出した、表示部１６に対
する操作子による操作に基づいて、表示部１６の表示を制御する。図５は、表示制御部３
１が行う処理の概要を説明するための図である。図５に示されるように、表示制御部３１
は、動作モードとして、通常表示モード３５と分割表示モード３６とを有している。表示
制御部３１は、操作検出部３０で検出された操作に基づいて、通常表示モード３５と分割
表示モード３６との切り替えの制御を行う。
【００５８】
　図６は、通常表示モード３５における、表示部１６の表示例を示す図である。図６に示
されるように、表示領域２ａは、メインの第１表示領域４０と、第１表示領域４０とは別
の第２表示領域４１とで構成されている。通常表示モード３５では、例えば、第１表示領
域４０に、アプリケーションが実行されることで得られる画像であるアプリケーション実
行画像が１つ表示される。図６に示される例では、第１表示領域４０に、地図を表示する
ための地図表示アプリケーション実行時のアプリケーション実行画像４７が表示されてい
る。第１表示領域４０には、電子機器１（表示部１６）が起動直後等に表示するホーム画
像（初期画像）が表示されることもある。
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【００５９】
　図６に示される例では、第２表示領域４１は、第２表示領域４１ａと第２表示領域４１
ｂとで構成されている。第２表示領域４１ａには、例えば、電池残量を示すアイコン４２
ａ、通信状態を示すアイコン４２ｂ、現在時刻４２ｃが表示される。第２表示領域４１ａ
はピクトエリアと呼ばれることもある。
【００６０】
　第２表示領域４１ｂには、例えば、画像４３ａ，４３ｂ，４３ｃ，４３ｄが表示される
。本実施の形態においては、画像４３ａ，４３ｂ，４３ｃ，４３ｄはソフトウェアキーの
役割を果たす。具体的には、例えば、操作検出部３０によって画像４３ａへのタップ操作
が検出された場合には、表示制御部３１は、表示部１６の表示を１つ前に戻させる。同様
に、操作検出部３０によって画像４３ｂへのタップ操作が検出された場合には、表示制御
部３１は、表示部１６にホーム画像６１を表示させる。操作検出部３０によって画像４３
ｃへのタップ操作が検出された場合には、表示制御部３１は、表示部１６にアプリケーシ
ョンの実行履歴を表示させる。操作検出部３０によって画像４３ｄへのタップ操作が検出
された場合には、表示制御部３１は、分割表示モード３６（図５参照）に移行する。この
ように、第２表示領域４１ｂには、ソフトウェアキーの役割を果たす画像４３ａ，４３ｂ
，４３ｃ，４３ｄが表示される。第２表示領域４１ｂはナビゲーションバーと呼ばれるこ
ともある。
【００６１】
　一方、図７は、分割表示モード３６における、表示部１６の表示例を示す図である。図
７に示されるように、表示領域２ａには、通常表示モード３５時と同様に、第１表示領域
４０と、第２表示領域４１とが含まれている。分割表示モード３６と通常表示モード３５
とは、第１表示領域４０の表示態様が異なる。
【００６２】
　分割表示モード３６では、表示制御部３１は、第１表示領域４０を複数の分割領域に分
割し、当該複数の分割領域のそれぞれの表示を独立して制御する。図７に示される例では
、第１表示領域４０は、４つの分割領域４４ａ，４４ｂ，４４ｃ，４４ｄに分割されてい
る。以後、分割領域４４ａ，４４ｂ，４４ｃ，４４ｄを特に区別する必要がない場合には
、単に「分割領域」と呼ぶ。また、以後、分割表示モード３６における説明では、図７に
例示されるような第１表示領域４０が４つの分割領域に分割される場合を例に挙げて説明
するが、分割表示モード３６において第１表示領域４０が有する分割領域の数は４つに限
られない。
【００６３】
　図７に示される例では、表示制御部３１は、第１表示領域４０に対して水平方向に延び
る第１分割線４５および垂直方向に延びる第２分割線４６を表示部１６に表示させること
で、第１表示領域４０を４つの分割領域４４ａ，４４ｂ，４４ｃ，４４ｄに分割している
。
【００６４】
　本実施の形態では、便宜上、第１分割線４５と第２分割線４６との交点に対して左上に
存在する分割領域を、分割領域４４ａと呼ぶ。同様に、第１分割線４５と第２分割線４６
との交点に対して左下に存在する分割領域を分割領域４４ｂと呼び、第１分割線４５と第
２分割線４６との交点に対して右下に存在する分割領域を分割領域４４ｃと呼び、第１分
割線４５と第２分割線４６との交点に対して右上に存在する分割領域を分割領域４４ｄと
呼ぶ。
【００６５】
　また、図７に示される分割領域４４ａには、ウェブページを表示するためのブラウザ実
行時のアプリケーション実行画像４８が表示されている。分割領域４４ｂには、ゲームア
プリケーション実行時のゲームアプリケーション実行画像４９が表示されている。分割領
域４４ｃには、上述のアプリケーション実行画像４７が表示されている。分割領域４４ｄ
には、時間と天気を提供するためのウィジェット実行時のアプリケーション実行画像５０
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が表示されている。ウィジェットとは、低機能を実現するためのアプリケーションである
。ウィジェットには、例えば、あるアプリケーションの実行によって表示される情報の一
部を表示するなど、あるアプリケーションの実行によって実現される機能を制限して当該
機能の一部を簡易起動させるアプリケーションが含まれる。
【００６６】
　また、分割表示モード３６において、操作検出部３０が分割領域に対する操作を検出し
た場合には、電子機器１は、当該分割領域に表示されているアプリケーション実行画像に
対して操作が行われたものとして処理を行う。例えば、図７に示されるように、分割領域
４４ｃに地図表示アプリケーション実行時のアプリケーション実行画像４７が表示されて
いる場合に、操作子によって分割領域４４ｃに対するフリック操作が行われると、電子機
器１は、分割領域４４ｃに表示される地図の表示範囲を当該操作子の移動方向に移動（ス
クロール）する。
【００６７】
　また、分割表示モード３６では、表示制御部３１は、第１分割線４５と第２分割線４６
との交点に、一つの操作対象画像５１を表示させる。操作対象画像５１は、複数の分割領
域のそれぞれに対する設定を可能にする、ユーザによって操作される画像である。表示制
御部３１は、操作検出部３０で検出された操作対象画像５１に対する操作に基づいて、複
数の分割領域のそれぞれに対する設定を行うことが可能である。
【００６８】
　＜＜操作対象画像について＞＞
　ここでは、表示制御部３１が行う、操作対象画像５１に対する操作に基づいた処理につ
いて説明する。図８は、操作対象画像５１に対する操作と、表示制御部３１が行う処理と
の関係を示す図である。
【００６９】
　本実施の形態では、図８に示されるように、操作対象画像５１に対して３種類の操作が
行われた場合について説明する。以下の説明では、３種類の操作が、ドラッグ操作（図８
のＮｏ．１）、タップ操作（図８のＮｏ．２）、ロングタッチ操作（図８のＮｏ．３）で
ある場合を例に挙げて説明するが、表示制御部３１が行う処理と対応付けられる操作の種
類はこれに限られない。例えば、操作検出部３０によって、タップ操作を２回繰り返すダ
ブルタップ操作が検出されたときに、図８のＮｏ．２に示される処理が行われてもよい。
また、例えば、操作検出部３０によってタップ操作が検出されたときに図８のＮｏ．３に
示される処理を行い、ロングタッチ操作が検出されたときに図８のＮｏ．２に示される処
理が行われる等でもよい。本実施の形態においては、一つの操作対象画像５１を操作する
ことによって、複数の分割領域のそれぞれに対する設定が可能になることから、電子機器
１の操作性が向上する。
【００７０】
　＜操作対象画像に対してドラッグ操作が行われた場合について＞
　図８のＮｏ．１に示されるように、操作対象画像５１に対して、操作対象画像５１を移
動させるドラッグ操作が行われた場合には、表示制御部３１は、第１表示領域４０に含ま
れる分割領域のサイズを変更する。より具体的には、表示制御部３１は、操作検出部３０
で検出されたドラッグ操作において操作子が移動した移動先と、第１分割線４５および第
２分割線４６の交点とが一致するように、第１分割線４５および第２分割線４６を移動さ
せる。言い換えれば、表示制御部３１は、操作検出部３０で検出されたドラッグ操作での
操作対象画像５１の移動先と、第１分割線４５および第２分割線４６の交点とが一致する
ように、第１分割線４５および第２分割線４６を移動させる。第１分割線４５および第２
分割線４６の表示位置が移動されることによって、第１分割線４５および第２分割線４６
で分割される複数の分割領域のサイズが変更される。ユーザは、操作対象画像５１に対し
てドラッグ操作を行うことによって、操作対象画像５１を好きな方向に移動させることが
できる。
【００７１】
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　図９，１０は、操作検出部３０が操作対象画像５１に対するドラッグ操作を検出したと
きの、表示部１６の表示例を示す図である。図９，１０及び後述の図１１では、左側に操
作子６０でドラッグ操作が行われる前の表示部１６の表示例が示されており、右側に操作
子６０でドラッグ操作が行われた後の表示部１６の表示例が示されている。
【００７２】
　図９、１０に示される例では、操作対象画像５１に対して右方向に移動するドラッグ操
作が行われている。操作子６０によってドラッグ操作が行われたことにより、第２分割線
４６は、右方向に移動して表示部１６に表示される。それに伴い、分割領域４４ａ，４４
ｂは、水平方向にサイズが大きくなり、分割領域４４ｃ，４４ｄは水平方向にサイズが小
さくなる。そして、図９，１０の右側に示されるように、サイズが変更された各分割領域
に、アプリケーション実行画像が表示される。
【００７３】
　図９には、分割領域の縦横比に合わせて拡縮されたアプリケーション実行画像が、分割
領域に表示される例が示されている。図９に示されるように、表示制御部３１は、分割領
域４４ａ，４４ｂにそれぞれ表示されているアプリケーション実行画像４８，４７を、水
平方向に拡大させた状態で、分割領域４４ａ，４４ｂに表示させる。また、表示制御部３
１は、分割領域４４ｃ，４４ｄにそれぞれ表示されているアプリケーション実行画像４９
，５０を、水平方向に縮小させた状態で、分割領域４４ｃ，４４ｄに表示させる。
【００７４】
　図１０には、アプリケーション実行画像の縦横比を固定とした状態で、分割領域のサイ
ズに合わせて拡縮されたアプリケーション実行画像が、分割領域に表示される例が示され
ている。図１０の例では、表示制御部３１は、アプリケーション実行画像４８，４７の縦
横比を固定とした状態で、アプリケーション実行画像４８，４７を、分割領域４４ａ，４
４ｂの拡大にあわせて拡大し、分割領域４４ａ，４４ｂに表示させている。
【００７５】
　また図１０の例では、表示制御部３１は、アプリケーション実行画像４９，５０の拡縮
を行わない状態で分割領域４４ｃ，４４ｄに表示させている。
【００７６】
　上記の例では、ユーザは、操作対象画像５１を好きな方向に移動させることができたが
、操作対象画像５１を第１表示領域４０での対角線５２上でしか移動させることができな
いようにしても良い。図１１には、操作対象画像５１が対角線５２上で移動する様子が示
されている。対角線５２は第１表示領域４０の左上から右下に延びている。
【００７７】
　このように、操作対象画像５１が対角線５２上でしか移動することができない場合には
、分割領域４４ａ，４４ｃの外形は第１表示領域４０の外形と相似形となり、分割領域４
４ａ，４４ｃは縦横比が変化しないようにサイズ変更される。これにより、分割領域４４
ａ，４４ｃの縦横比が変化することによって、それらに表示されるアプリケーション実行
画像の一部が表示されなくなるといったことが発生することを抑制することができる。
【００７８】
　例えば、ゲームアプリケーションによっては、その実行時に表示されるアプリケーショ
ン実行画像の縦横比が固定で、第１表示領域４０の縦横比と一致することがある。このよ
うなアプリケーション実行画像を例えば分割領域４４ｃに表示する場合に、分割領域４４
ｃがサイズ変更されたときに分割領域４４ｃの縦横比が仮に変化すると、サイズ変更後の
分割領域４４ｃに当該アプリケーション実行画像をすべて表示できないことがある。図１
１の例のように、分割領域４４ａ，４４ｃがその縦横比が変化しないようにサイズ変更さ
れることによって、このようなことが発生することを抑制することができる。
【００７９】
　このように、操作対象画像５１の移動先と、第１分割線４５および第２分割線４６の交
点とが一致するように第１分割線４５および第２分割線４６が移動することによって、ユ
ーザは直感的に分割領域のサイズを変更させることができる。
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【００８０】
　なお、分割領域がサイズ変更された場合における、アプリケーション実行画像の拡縮の
方法は上記の例には限られない。例えば、複数の分割領域のなかに、アプリケーション実
行画像の拡縮が行われない分割領域が存在していてもよい。また、例えば、アプリケーシ
ョン実行画像の拡縮が行われる複数の分割領域のなかに、アプリケーション実行画像の縦
横比が変化しないようにアプリケーション実行画像が表示される分割領域と、分割領域の
縦横比に合わせて拡縮されたアプリケーション実行画像が表示される分割領域とが存在し
ていてもよい。
【００８１】
　次に、操作検出部３０によって、操作対象画像５１に対する、操作対象画像５１を第１
表示領域４０の角に移動させるドラッグ操作が検出された場合における、操作対象画像５
１の表示態様を２種類説明する。図１２～１４は、操作検出部３０によって、操作対象画
像５１に対する、操作対象画像５１を第１表示領域の角（具体的には、第１表示領域の右
下角）に移動させるドラッグ操作が検出された場合の表示部１６の表示例を示す図である
。
【００８２】
　図１２の例では、操作検出部３０によって、操作対象画像５１に対する、操作対象画像
５１を第１表示領域４０の角に移動させるドラッグ操作が検出された場合には、表示制御
部３１は、第１表示領域４０の当該角に操作対象画像５１を表示させる。このとき、操作
対象画像５１が第１表示領域４０の角まで移動する前に表示されていた第１分割線４５及
び第２分割線４６も第１表示領域４０の端に表示される。図１２に示される表示態様によ
ると、ユーザは操作対象画像５１を第１表示領域４０の角まで移動させたとしても見失う
ことがない。
【００８３】
　一方、図１３の例では、操作検出部３０によって、操作対象画像５１に対する、操作対
象画像５１を第１表示領域４０の角に移動させるドラッグ操作が検出された場合には、表
示制御部３１は、表示部１６に、操作対象画像５１を非表示にさせる。このとき、第１分
割線４５及び第２分割線４６も非表示とされる。
【００８４】
　操作対象画像５１が第１表示領域４０の角まで移動して、操作対象画像５１、第１分割
線４５及び第２分割線４６が表示されていない場合には、図１４の左側に示されるように
、表示制御部３１は、操作検出部３０によって、第１表示領域４０の当該角に対する所定
操作が検出されたときに操作対象画像５１、第１分割線４５及び第２分割線４６を表示さ
せる。例えば、表示制御部３１は、操作検出部３０によって、当該角を始点にして当該第
１表示領域４０内に向かうスライド操作が検出されたときに、当該スライド操作の終点に
操作対象画像５１を表示させるとともに、第１分割線４５及び第２分割線４６を表示させ
る。図１３，１４に示される表示態様によると、操作対象画像５１の表示が不要な場合に
は、操作対象画像５１を非表示とすることができる。なお、表示制御部３１は、操作対象
画像５１が第１表示領域４０の角まで移動して表示されていない場合に、操作検出部３０
によって、第１表示領域４０の当該角に対するタップ操作あるいはダブルタップ操作が検
出されたときに、当該角に操作対象画像５１を表示させても良い。このとき、第１分割線
４５及び第２分割線４６も表示される。
【００８５】
　＜操作対象画像に対してタップ操作が行われた場合について＞
　図８のＮｏ．２に示されるように、操作対象画像５１に対してタップ操作が行われた場
合には、表示制御部３１は、表示部１６に、複数の分割領域に表示されるアプリケーショ
ン実行画像を入れ替えさせる。
【００８６】
　図１５，１６は、操作検出部３０が操作対象画像５１に対するタップ操作を検出したと
きの、表示部１６の表示例を示す図である。図１５，１６では、左側に操作子６０でタッ
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プ操作が行われる前の表示部１６の表示例が示されており、右側に操作子６０でタップ操
作が行われた後の表示部１６の表示例が示されている。
【００８７】
　図１５の例では、操作検出部３０が操作対象画像５１に対するタップ操作を検出した場
合には、表示制御部３１は、複数の分割領域に表示されるアプリケーション実行画像を、
第１分割線４５および第２分割線４６の交点を基準として時計回りに入れ替えさせる。よ
り具体的には、操作検出部３０が操作対象画像５１に対するタップ操作を検出すると、表
示制御部３１は、分割領域４４ａには分割領域４４ｂに表示されていたアプリケーション
実行画像４７を表示させ、分割領域４４ｂには分割領域４４ｃに表示されていたアプリケ
ーション実行画像４９を表示させ、分割領域４４ｃには分割領域４４ｄに表示されていた
アプリケーション実行画像５０を表示させ、分割領域４４ｄには分割領域４４ａに表示さ
れていたアプリケーション実行画像４８を表示させる。
【００８８】
　一方で、図１６の例では、表示制御部３１は、操作検出部３０が操作対象画像５１に対
するタップ操作を検出した場合には、複数の分割領域に表示されるアプリケーション実行
画像を、第１分割線４５および第２分割線４６の交点を基準として反時計回りに入れ替え
させる。より具体的には、操作検出部３０が操作対象画像５１に対するタップ操作を検出
すると、表示制御部３１は、分割領域４４ａには分割領域４４ｄに表示されていたアプリ
ケーション実行画像５０を表示させ、分割領域４４ｂには分割領域４４ａに表示されてい
たアプリケーション実行画像４８を表示させ、分割領域４４ｃには分割領域４４ｂに表示
されていたアプリケーション実行画像４７を表示させ、分割領域４４ｄには分割領域４４
ｃに表示されていたアプリケーション実行画像４９を表示させる。
【００８９】
　なお、複数の分割領域に表示されるアプリケーション実行画像の入れ替えは、図１５，
１６に示される例に限られない。
【００９０】
　このように、ユーザは、操作対象画像５１に対して操作を行うことによって、複数の分
割領域に表示されるアプリケーション実行画像を入れ替えることができる。したがって、
電子機器１の操作性が向上する。例えば、右手で電子機器１を所持して右手で表示領域２
ａを操作するユーザは、操作対象画像５１を操作することによって、右手で操作し易い右
下の分割領域４４ｃに所望のアプリケーション実行画像を簡単に表示させることができる
。また、左手で電子機器１を所持して左手で表示領域２ａを操作するユーザは、操作対象
画像５１を操作することによって、左手で操作し易い左下の分割領域４４ｂに所望のアプ
リケーション実行画像を簡単に表示させることができる。
【００９１】
　＜操作対象画像に対してロングタッチ操作が行われた場合について＞
　図８のＮｏ．３に示されるように、操作対象画像５１に対してロングタッチ操作が行わ
れた場合には、表示制御部３１は、複数の分割領域に表示するアプリケーション実行画像
を設定する設定モード３７に移行する。
【００９２】
　図１７は、操作検出部３０が操作対象画像５１に対するロングタッチ操作を検出したと
きの表示部１６の表示例を示す図である。図１７に示されるように、操作検出部３０が操
作対象画像５１に対するロングタッチ操作を検出すると、表示制御部３１は、図１７の右
側に示されるように、第１表示領域４０に、複数の分割領域に表示するアプリケーション
実行画像を設定するための画像を表示させる。このように、操作対象画像５１に対して簡
単な操作を行うことによって、設定モード３７に移行することができるため、電子機器１
の操作性が向上する。なお、本実施の形態においては、設定モード３７に移行した場合に
は、図１７に示されるような表示が、表示部１６に表示される場合について説明するが、
設定モード３７における表示部１６の表示はこれに限られない。例えば、後述する設定モ
ード３７において行うことができる設定の一覧を表示部１６に表示させるものであっても



(19) JP 6151157 B2 2017.6.21

10

20

30

40

50

よい。
【００９３】
　図１７の右側に示されるように、設定モード３７における第１表示領域４０は、第１設
定領域７１と、第２設定領域７２と、第３設定領域７３とを有する。第１設定領域７１に
は、分割表示モードにおける複数の分割領域にそれぞれ対応する複数の第１対応画像７４
が表示される。より具体的には、第１対応画像７４ａは分割領域４４ａに対応しており、
第１対応画像７４ｂは分割領域４４ｂに対応しており、第１対応画像７４ｃは分割領域４
４ｃに対応しており、第１対応画像７４ｄは分割領域４４ｄに対応している。なお、図１
７に示されるように、例えば、第１対応画像７４に対応している分割領域に表示されるア
プリケーション実行画像が、当該第１対応画像７４として表示されていてもよい。
【００９４】
　第２設定領域７２には、分割表示モードにおいて、複数の分割領域に表示することが可
能な複数の候補画像にそれぞれ対応する複数の第２対応画像７５が表示される。分割領域
に表示することが可能な候補画像とは、本実施の形態では、アプリケーション実行画像で
ある。そして、本実施の形態では、候補画像であるアプリケーション実行画像に対応する
第２対応画像７５として、当該アプリケーション実行画像に対応するアプリケーションを
象徴的に示す画像が採用されている。
【００９５】
　第３設定領域７３には、第２設定領域７２に表示される第２対応画像７５の種類を変更
するための複数の設定キー８０が表示される。図１７に示される例では、第３設定領域７
３には設定キー８０ａ，８０ｂ，８０ｃ表示される。
【００９６】
　設定キー８０ａもしくは設定キー８０ｂが選択されている場合には、第２設定領域７２
には、分割領域に表示することが可能なアプリケーション実行画像（候補画像）に対応す
る第２対応画像７５が、対応するアプリケーション実行画像についてのアプリケーション
が実行された時期が新しい順に並べて表示される。実行された時期が新しい順に第２対応
画像７５が表示されることにより、ユーザは、所望する第２対応画像７５をすぐに見つけ
ることができる可能性が高くなる。
【００９７】
　設定キー８０ｂが選択されている場合には、第２設定領域７２には、複数種類のウィジ
ェットをそれぞれ示す第２対応画像７５が表示される。設定キー８０ａが選択されている
場合には、第２設定領域７２には、電話アプリケーション、メールアプリケーション及び
ブラウザ等の、ウィジェット以外の複数のアプリケーションをそれぞれ示す第２対応画像
７５が表示される。設定キー８０ｃが選択されている場合には、後で詳しく述べるが、互
いに関連付けられた複数のアプリケーションにそれぞれ対応する複数の第２対応画像７５
が、第２設定領域７２に表示される。
【００９８】
　図１７の右側に示される例では、設定キー８０ａが選択されている。そして、第２対応
画像７５として、ゲームアプリケーション実行時のゲームアプリケーション実行画像４９
に対応する第２対応画像７５ａ（ゲームアプリケーションを示す画像）と、地図表示アプ
リケーション実行時のアプリケーション実行画像４７に対応する第２対応画像７５ｂ（地
図表示アプリケーションを示す画像）と、ブラウザ実行時のアプリケーション実行画像４
８に対応する第２対応画像７５ｃ（ブラウザを示す画像）と、電子メールの送受信を行う
ためのメールアプリケーション実行時に得られるアプリケーション実行画像５３に対応す
る第２対応画像７５ｄ（メールアプリケーションを示す画像）と、他の携帯電話機と通話
を行うための電話アプリケーション実行時に得られるアプリケーション実行画像に対応す
る第２対応画像７５ｅ（電話アプリケーションを示す画像）とが表示されている。
【００９９】
　図１８は、第２設定領域７２に表示される第２対応画像７５を変化させる場合の、表示
部１６の表示例を示す図である。図１８に示されるように、例えば、操作検出部３０によ
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って第２設定領域７２に対する左方向のフリック操作が検出された場合には、表示制御部
３１は、第２設定領域７２の表示を左側にスクロールする。これにより、図１８の例では
、第２対応画像７５ａ，７５ｂ，７５ｃが非表示となり、第２対応画像７５ｅの後に表示
されるべき、前面側撮像部５ａもしくは裏面側撮像部５ｂによって撮像を行うためのカメ
ラアプリケーション実行時に得られるアプリケーション実行画像に対応する第２対応画像
７５ｆ（カメラアプリケーションを示す画像）と、設定した時刻になったことをユーザに
知らせるためのアラームアプリケーション実行時に得られるアプリケーション実行画像に
対応する第２対応画像７５ｇ（アラームアプリケーションを示す画像）と、電卓機能を実
行するための電卓アプリケーション実行時に得られるアプリケーション実行画像に対応す
る第２対応画像７５ｈ（電卓アプリケーションを示す画像）とが、第２設定領域７２に表
示される。なお、操作検出部３０によって第２設定領域７２に対する右方向のフリック操
作が検出された場合には、表示制御部３１は第２設定領域７２の表示を右側にスクロール
する。
【０１００】
　設定モード３７では、ユーザは、第１表示領域４０に対して操作することで、分割表示
モード３６において複数の分割領域に表示されるアプリケーション実行画像の設定等を行
うことができる。図１９は、設定モード３７において行うことができる設定を示す図であ
る。図１９に示されるように、設定モード３７では、３種類の設定を行うことができる。
以下に、設定モード３７時に行うことができる３種類の設定について説明する。
【０１０１】
　〔アプリケーション実行画像の入れ替え〕
　図１９のＮｏ．１に示されるように、設定モード３７では、２つの分割領域に表示され
るアプリケーション実行画像の入れ替えを行うことができる。より具体的には、操作検出
部３０によって２つの第１対応画像７４に対する所定操作が検出された場合に、表示制御
部３１は、表示部１６に、複数の分割領域に含まれる、当該２つの第１対応画像７４にそ
れぞれ対応する２つの分割領域に表示されるアプリケーション実行画像を入れ替えさせる
。図２０は、設定モード３７において、アプリケーション実行画像の入れ替えを行ったと
きの表示部１６の表示例を示す図である。
【０１０２】
　図２０に示される例では、操作子６０が第１対応画像７４ｃに対して、第１対応画像７
４ｂまで第１対応画像７４ｃを移動するドラッグ操作を行うことで、第１対応画像７４ｃ
と第１対応画像７４ｂとに対して所定操作が行われたものとしている。しかし、２つの第
１対応画像に対する所定操作とは、これに限られず、例えば第１対応画像７４ｃがタップ
操作された後に第１対応画像７４ｂがタップ操作されるなどであってもよい。
【０１０３】
　このように、操作検出部３０によって２つの第１対応画像７４ｂ，７４ｃに対する所定
操作が検出された場合に、表示制御部３１は、図２０の右側に示されるように、第１対応
画像７４ｃとして表示されていたアプリケーション実行画像４９を第１対応画像７４ｂと
して表示させ、第１対応画像７４ｂとして表示されていたアプリケーション実行画像４７
を第１対応画像７４ｃとして表示させる。そして、設定モード３７が終了して分割表示モ
ード３６に設定されると、図７に示されるように、分割領域４４ｂには分割領域４４ｃに
表示されていたアプリケーション実行画像４９が表示され、分割領域４４ｃには分割領域
４４ｂに表示されていたアプリケーション実行画像４７が表示される。
【０１０４】
　このように、２つの第１対応画像７４に対して所定操作が行われることによって、当該
２つの第１対応画像７４にそれぞれ対応する２つの分割領域に表示されるアプリケーショ
ン実行画像を入れ替えることができる。したがって、簡単に２つの分割領域に表示される
アプリケーション実行画像を入れ替えることができる。よって、電子機器１の操作性が向
上する。
【０１０５】
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　なお、例えば、第２表示領域４１ｂに表示される画像４３ａに対してタップ操作が行わ
れると、設定モード３７から分割表示モード３６に遷移する。
【０１０６】
　〔アプリケーション実行画像の入れ替えを行わない分割領域（ロック画面）の設定〕
　図１９のＮｏ．２に示されるように、設定モード３７では、アプリケーション実行画像
の入れ替えを行わない分割領域（ロック画面）の設定を行うことができる。より具体的に
は、表示制御部３１は、操作検出部３０によって複数の第１対応画像７４のうちの一の第
１対応画像７４に対する所定操作が検出された場合には、複数の分割領域に含まれる、当
該一の第１対応画像７４に対応する分割領域をアプリケーション実行画像の入れ替えを行
わないロック画面に設定する。
【０１０７】
　図２１はロック画面を設定したときの表示部１６の表示例を示す図である。図２１に示
されるように、例えば、操作検出部３０によって第１対応画像７４ｄに対するロングタッ
チ操作が検出された場合には、表示制御部３１は、第１対応画像７４ｄの上に、ロック画
面設定画像７７を表示させる。そして、表示制御部３１は、第１対応画像７４ｄに対応す
る分割領域４４ｄを、アプリケーション実行画像の入れ替えを行わないロック画面に設定
する。なお、ロック画面の設定を行うための所定操作とは、上述したロングタッチ操作に
限られない。例えば、タップ操作を２回繰り返すダブルタップ操作が検出された場合に、
ロック画面の設定を行うなどでもよい。
【０１０８】
　このように、アプリケーション実行画像の入れ替えを行わない分割領域を設定すること
ができることから、ユーザは所望のアプリケーション実行画像を常に見やすい位置（分割
領域）に表示させることができる。あるいは、ユーザは所望のアプリケーション実行画像
を常に操作し易い位置（例えば、右手で電子機器１を持つユーザにとっては、右下の分割
領域４４ｃ）に表示させることができる。
【０１０９】
　〔分割領域に表示させるアプリケーション実行画像の変更〕
　図１９のＮｏ．３に示されるように、設定モード３７では、分割領域に表示させるアプ
リケーション実行画像の変更を行うことができる。より具体的には、操作検出部３０によ
って、複数の第１対応画像７４に含まれる、ある第１対応画像７４と、複数の第２対応画
像７５に含まれる、ある第２対応画像７５とに対する所定操作が検出された場合には、表
示制御部３１は、表示部１６に、当該ある第２対応画像７５に対応する、複数の分割領域
に表示することが可能な候補画像（アプリケーション実行画像）を、複数の分割領域に含
まれる、当該ある第１対応画像７４に対応する分割領域に表示させる。なお、本実施の形
態では、第１対応画像７４と第２対応画像７５とに対する所定操作が、当該第２対応画像
７５が、操作子６０によって、当該第１対応画像７４まで移動されるドラッグ操作である
場合を例に挙げて説明する。しかし、当該所定操作については、これに限られない。
【０１１０】
　図２２，２３は、第３設定領域７３において、設定キー８０ａが選択されている場合に
、分割領域に表示させるアプリケーション実行画像の変更を行ったときの、表示部１６の
表示例を示す図である。
【０１１１】
　図２２に例示されるように、操作検出部３０によって、メールアプリケーション実行時
に得られるアプリケーション実行画像５３に対応する第２対応画像７５ｄが、操作子６０
によって第１対応画像７４ｃまで移動されるドラッグ操作が検出された場合には、電子機
器１においてメールアプリケーションが実行されて、図２２の右側に示されるように、メ
ールアプリケーション実行時に得られるアプリケーション実行画像５３が第１対応画像７
４ｃとして表示される。そして、設定モードから分割表示モード３６に移行すると、図２
３に示されるように、分割領域４４ｄに、アプリケーション実行画像５３が表示される。
【０１１２】
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　図２４，２５は、第３設定領域７３において、設定キー８０ｂが選択されている場合に
、分割領域に表示させるアプリケーション実行画像の変更を行ったときの、表示部１６の
表示例を示す図である。
【０１１３】
　図２４に示されるように、設定キー８０ｂが選択されていることによって、第２設定領
域７２には、アプリケーション実行画像５０に対応する第２対応画像７５ｉと、歩数を数
えるウィジェットである歩数計アプリケーション実行時に得られるアプリケーション実行
画像５４に対応する第２対応画像７５ｊと、アナログ時計の画像で時刻を表示するウィジ
ェット実行時に得られるアプリケーション実行画像に対応する第２対応画像７５ｋとが表
示されている。
【０１１４】
　そして、図２４の左側に例示されるように、操作検出部３０によって、歩数計アプリケ
ーション実行時に得られるアプリケーション実行画像５４に対応する第２対応画像７５ｊ
が、操作子６０によって第１対応画像７４ａまで移動されるドラッグ操作が検出された場
合には、電子機器１では歩数計アプリケーションが実行されて、表示制御部３１は、図２
４の右側に示されるように、歩数計アプリケーション実行時に得られるアプリケーション
実行画像５４を第１対応画像７４ａとして表示させる。そして、設定モードから分割表示
モード３６に移行すると、図２５に示されるように、分割領域４４ａにアプリケーション
実行画像５４が表示される。
【０１１５】
　このように、設定モード３７においては、簡単な操作で、複数種類の候補画像のなかか
ら分割領域に表示させるアプリケーション実行画像を決定することができる。したがって
、電子機器１の操作性が向上する。
【０１１６】
　図２６～２９は、第３設定領域７３において、設定キー８０ｃが選択されている場合に
、分割領域に表示させるアプリケーション実行画像の変更を行ったときの表示部１６の表
示例を示す図である。
【０１１７】
　図２６，２８に示されるように、設定キー８０ｃが選択されている場合には、例えば、
第２対応画像７５ｌ～７５ｎが第２設定領域７２に表示される。第２対応画像７５ｌは、
ユーザが人との待ち合わせ時に実行する可能性が高い複数のアプリケーションが実行され
ることで得られる複数のアプリケーション実行画像に対応している。第２対応画像７５ｍ
は、ユーザが通勤時に実行する可能性が高い複数のアプリケーションが実行されることで
得られる複数のアプリケーション実行画像に対応している。第２対応画像７５ｎは、ユー
ザが健康管理のために実行する可能性が高い複数のアプリケーションが実行されることで
得られる複数のアプリケーション実行画像に対応している。
【０１１８】
　図２６に示されるように、例えば、操作検出部３０によって、第２対応画像７５ｌを選
択する操作が検出された場合には、表示制御部３１は、第２対応画像７５ｌに対応付けら
れた複数のアプリケーション実行画像を第１対応画像７４ａ，７４ｂ，７４ｃ，７４ｄと
して、第１設定領域７１に表示させる。本実施の形態では、ユーザが人との待ち合わせ時
に実行する可能性が高い複数のアプリケーションとして、飲食店などの情報を提供するた
めの情報提供アプリケーションと、メールアプリケーションと、地図表示アプリケーショ
ンと、歩数計アプリケーションとが予め互いに対応付けられている。第２対応画像７５ｌ
が選択されると、電子機器１では、飲食店などの情報を提供するための情報提供アプリケ
ーションと、メールアプリケーションと、地図表示アプリケーションと、歩数計アプリケ
ーションとが実行されて、表示制御部３１は、飲食店などの情報を提供するための情報提
供アプリケーションが実行されることで得られるアプリケーション実行画像５５を第１対
応画像７４ａとして表示させ、メールアプリケーション実行時に得られるアプリケーショ
ン実行画像５３を第１対応画像７４ｂとして表示させ、地図表示アプリケーション実行時
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に得られるアプリケーション実行画像４７を第１対応画像７４ｃとして表示させ、歩数計
アプリケーション実行時に得られるアプリケーション実行画像５４を第１対応画像７４ｄ
として、第１設定領域７１に表示させる。
【０１１９】
　そして、設定モード３７から分割表示モード３６に移行すると、図２７に示されるよう
に、分割領域４４ａにアプリケーション実行画像５５が表示され、分割領域４４ｂにアプ
リケーション実行画像５３が表示され、分割領域４４ｃにアプリケーション実行画像４７
が表示され、分割領域４４ｄにアプリケーション実行画像５４が表示される。
【０１２０】
　また、図２８に示されるように、例えば、操作検出部３０によって、第２対応画像７５
ｍを選択する操作が検出された場合には、表示制御部３１は、第２対応画像７５ｍに対応
付けられた複数のアプリケーション実行画像を第１対応画像７４ａ，７４ｂ，７４ｃ，７
４ｄとして、第１設定領域７１に表示させる。本実施の形態では、ユーザが通勤時に実行
する可能性が高い複数のアプリケーションとして、電車の時刻表の情報を提供する情報提
供アプリケーションと、電車の遅延情報を提供する情報提供アプリケーションと、登録さ
れた予定を保存するスケジュールアプリケーションと、天気の情報を提供する情報提供ア
プリケーションとが予め互いに対応付けられている。第２対応画像７５ｍが選択されると
、電子機器１では、電車の時刻表の情報を提供する情報提供アプリケーションと、電車の
遅延情報を提供する情報提供アプリケーションと、スケジュールアプリケーションと、天
気の情報を提供する情報提供アプリケーションとが実行されて、表示制御部３１は、電車
の時刻表の情報を提供する情報提供アプリケーションを実行することで得られるアプリケ
ーション実行画像５６を第１対応画像７４ａとして表示させ、電車の遅延情報を提供する
情報提供アプリケーションを実行することで得られるアプリケーション実行画像５７を第
１対応画像７４ｂとして表示させ、スケジュールアプリケーションを実行することで得ら
れるアプリケーション実行画像５８を第１対応画像７４ｃとして表示させ、天気の情報を
提供する情報提供アプリケーションを実行することで得られるアプリケーション実行画像
５９を第１対応画像７４ｄとして表示させる。
【０１２１】
　そして、設定モードから分割表示モード３６に移行すると、図２９に示されるように、
分割領域４４ａにアプリケーション実行画像５６が表示され、分割領域４４ｂにアプリケ
ーション実行画像５７が表示され、分割領域４４ｃにアプリケーション実行画像５８が表
示され、分割領域４４ｄにアプリケーション実行画像５９が表示される。
【０１２２】
　このように、設定キー８０ｃが選択されている場合には、簡単な操作によって、互いに
関連付けられた複数のアプリケーションが実行されることで得られる複数のアプリケーシ
ョン実行画像を複数の分割領域に表示させることができる。したがって、電子機器１の操
作性が向上する。
【０１２３】
　また、適切に関連付けられた複数のアプリケーションが実行されることで得られる複数
のアプリケーション実行画像が複数の分割領域に表示されることによって、ユーザは所望
の複数のアプリケーション実行画像を同時に確認することができる。
【０１２４】
　なお、ユーザが、表示領域２ａを操作することによって、互いに関連付ける複数のアプ
リケーションを設定することができるように電子機器１を構成しても良い。
【０１２５】
　＜＜分割領域が有する辺に対する操作について＞＞
　ここでは、分割表示モード３６において、操作子６０によって、分割領域が有する辺に
対して操作が行われた場合の表示制御部３１の動作について説明する。図３０は、分割表
示モード３６において、分割領域が有する辺に対して操作が行われた場合の、表示制御部
３１が行う処理を説明するための図である。図３０に示される３種類の処理について、以
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下に説明する。
【０１２６】
　＜アプリケーション実行画像の入れ替え＞
　図３０のＮｏ．１に示されるように、分割表示モード３６において、分割領域が有する
辺に対して所定操作を行うことで、アプリケーション実行画像の入れ替えを行うことがで
きる。ここで、図３０のＮｏ．１では、アプリケーション実行画像の入れ替えを、直感的
かつ簡単な操作で行うために、当該入れ替えを行う際に操作される分割領域の辺を、分割
領域が有する辺のうちの第１分割線４５あるいは第２分割線４６に含まれる辺とする。具
体的には、操作検出部３０によって、第１分割線４５あるいは第２分割線４６に対する所
定操作が検出された場合には、表示制御部３１は、表示部１６に、複数の分割領域に含ま
れる、第１分割線４５あるいは第２分割線４６での操作された箇所を間に挟む２つの分割
領域に表示されているアプリケーション実行画像を入れ替えさせる。
【０１２７】
　図３１は、表示部１６の表示例を示す図である。ここでは、第１分割線４５あるいは第
２分割線４６に対する所定操作が、第１分割線４５あるいは第２分割線４６に対するタッ
プ操作である場合を例に挙げて説明する。しかし、第１分割線４５あるいは第２分割線４
６に対する所定操作はこれに限られず、例えば、第１分割線４５あるいは第２分割線４６
に対するロングタッチ操作などであってもよい。
【０１２８】
　図３１の左側に示されるように、操作検出部３０によって第１分割線４５のうちの分割
領域４４ｃ，４４ｄの１辺に該当する部分に対するタップ操作が検出された場合には、表
示制御部３１は、図３１の右側に示されるように、表示部１６に、タップ操作が行われた
箇所を間に挟む２つの分割領域４４ｃ，４４ｄに表示されているアプリケーション実行画
像を入れ替えさせる。つまり、表示制御部３１は、分割領域４４ｄに表示されていたアプ
リケーション実行画像５０を分割領域４４ｃに表示させ、分割領域４４ｃに表示されてい
たアプリケーション実行画像４７を分割領域４４ｄに表示させる。このように、分割領域
が有する辺に対する簡単な操作によって、アプリケーション実行画像の入れ替えを行うこ
とができる。したがって、電子機器１の操作性が向上する。
【０１２９】
　〔アプリケーション実行画像の入れ替えを行わない分割領域（ロック画面）の設定〕
　図３０のＮｏ．２に示されるように、分割表示モード３６において、分割領域が有する
辺に対して所定操作を行うことで、アプリケーション実行画像の入れ替えを行わない分割
領域（ロック画面）の設定を行うことができる。より具体的には、操作検出部３０によっ
て、複数の分割領域のうちの一の分割領域の２つの辺に対する所定操作が検出された場合
には、表示制御部３１は、当該一の分割領域を、アプリケーション実行画像の入れ替えを
行わない分割領域として設定する。
【０１３０】
　図３２は、表示部１６の表示例を示す図である。ここでは、分割領域が有する２つの辺
に対する所定操作が、分割領域が有する２つの辺に対するタップ操作である場合を例に挙
げて説明する。しかし、分割領域の２つの辺に対する所定操作はこれに限られない。
【０１３１】
　図３２に示されるように、操作検出部３０によって、分割領域４４ｃにおける水平方向
の一辺と、分割領域４４ｃにおける垂直方向の一辺とに対するタップ操作が検出された場
合には、表示制御部３１は、分割領域４４ｃをアプリケーション実行画像の入れ替えを行
わないロック画面に設定する。ユーザが、例えば、人差し指と中指とで、分割領域４４ｃ
における水平方向の一辺と、分割領域４４ｃにおける垂直方向の一辺とを同時にタップ操
作したとき、表示制御部３１は、分割領域４４ｃをアプリケーション実行画像の入れ替え
を行わないロック画面に設定する。このように、アプリケーション実行画像の入れ替えを
行わない分割領域を簡単に設定できるため、電子機器１の操作性が向上する。
【０１３２】
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　〔アプリケーション実行画像を非表示にする〕
　図３０のＮｏ．３に示されるように、分割表示モード３６において、分割領域が有する
辺に対して所定操作を行うことで、アプリケーション実行画像を非表示にすることができ
る。より具体的には、操作検出部３０によって、複数の分割領域のうち、アプリケーショ
ン実行画像が表示される一の分割領域が有する２つの辺に対する所定操作が検出された場
合には、表示制御部３１は、表示部１６に、当該一の分割領域に表示されるアプリケーシ
ョン実行画像を非表示にさせる。
【０１３３】
　図３３は、表示部１６の表示例を示す図である。ここでは、分割領域が有する２つの辺
に対する所定操作が、分割領域が有する２つの辺を始点としたフリック操作である場合に
ついて説明する。しかし、分割領域が有する２つの辺に対する所定操作は、これに限られ
ない。
【０１３４】
　図３３の左側に示されるように、操作検出部３０によって、分割領域４４ｃにおける水
平方向の一辺（第１分割線４５の一部）と、分割領域４４ｃにおける垂直方向の一辺（第
２分割線４６の一部）とを始点としたフリック操作が検出された場合には、表示制御部３
１は、表示部１６に、分割領域４４ｃに表示されていたアプリケーション実行画像４７を
非表示にさせる。このように、分割領域が有する辺に対する操作によって、第１表示領域
４０において表示不要なアプリケーション実行画像を簡単に非表示とすることができる。
したがって、電子機器１の操作性が向上する。
【０１３５】
　また、図３３の右側に示されるように、アプリケーション実行画像４７が非表示とされ
た分割領域４４ｃには、複数のアプリケーションにそれぞれ対応する複数のアプリケーシ
ョン対応画像を表示させてもよい。図３３に示される例では、ゲームアプリケーションに
対応するアプリケーション対応画像７８ａと、地図表示アプリケーションに対応するアプ
リケーション対応画像７８ｂと、ブラウザに対応するアプリケーション対応画像７８ｃと
、カメラアプリケーションに対応するアプリケーション対応画像７８ｄと、アラームアプ
リケーションに対応するアプリケーション対応画像７８ｅと、電卓アプリケーションに対
応するアプリケーション対応画像７８ｆと、メールアプリケーションに対応するアプリケ
ーション対応画像７８ｇとが、アプリケーション実行画像４７が非表示とされた分割領域
４４ｃに表示されている。アプリケーションに対応するアプリケーション対応画像は、当
該アプリケーションを象徴的に示している。なお、本実施の形態では、アプリケーション
実行画像が非表示とされた分割領域に表示されるアプリケーション対応画像は、設定モー
ド３７での第２設定領域７２に表示される第２対応画像７５と同様のものである。
【０１３６】
　操作検出部３０によって、メールアプリケーションに対応するアプリケーション実行画
像７８ｇが選択される操作が検出されると、電子機器１ではメールアプリケーションが実
行されて、表示制御部３１は、図３４に示されるように、メールアプリケーションが実行
されることで得られるアプリケーション実行画像５３を分割領域４４ｃに表示させる。こ
のように、アプリケーション実行画像が非表示となった分割領域に複数のアプリケーショ
ン対応画像が表示されるため、ユーザは、当該分割領域に表示させるアプリケーション実
行画像を簡単に設定することができる。
【０１３７】
　＜＜分割表示モード移行直後に表示されるアプリケーション実行画像について＞＞
　ここでは、分割表示モード３６へ移行直後のときに、第１表示領域４０に表示されるア
プリケーション実行画像について説明する。前述したように、操作検出部３０によって画
像４３ｄ（図６参照）へのタップ操作が検出された場合に、表示制御部３１は、分割表示
モード３６に移行する。ここで、分割表示モード３６へ移行直後のときに、第１表示領域
４０における複数の分割領域に表示されるアプリケーション実行画像は、分割表示モード
３６への移行直前に（つまり、通常表示モード３５において）第１表示領域４０に表示さ
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れている内容によって変化する。
【０１３８】
　図３５は、分割表示モード３６へ移行前の通常表示モード３５のときに第１表示領域４
０に表示されている内容と、分割表示モード３６へ移行直後のときに、第１表示領域４０
に表示される内容との関係を示す図である。図３５に示されるように、分割表示モード３
６へ移行直後のときに、第１表示領域４０に表示される表示態様は２種類存在する。図３
６，３７は通常表示モード３５から分割表示モード３６へと移行したときの、表示部１６
の表示例を示す図である。分割表示モード３６へ移行直後のときに、第１表示領域４０に
表示される２種類の表示態様について、図３５～３７に基づいて以下に説明する。
【０１３９】
　１つ目の表示態様（図３５のＮｏ．１）は、通常表示モード３５のときにアプリケーシ
ョン実行画像以外の画像が表示されている場合である。アプリケーション実行画像以外の
画像とは、例えば、図３６の左側に示されるような、電子機器１の起動直後や画像４３ｂ
がタップ操作されたときに表示されるホーム画像６１が挙げられる。このように、アプリ
ケーション実行画像が第１表示領域４０に表示されていない状態で、操作検出部３０によ
って、画像４３ｄを選択する操作が検出された場合には、電子機器１では、実行された時
期が新しい順に選択された複数のアプリケーションが実行され、表示制御部３１は、表示
部１６に、当該複数のアプリケーションにそれぞれ対応する複数のアプリケーション実行
画像を複数の分割領域にそれぞれ表示させる。
【０１４０】
　図３６に示される例では、メールアプリケーション、ゲームアプリケーション、電卓ア
プリケーション、ブラウザの順に実行された時期が新しいものとする。この場合には、表
示制御部３１は、図３６の右側に示されるように、例えば、右手で電子機器１の保持およ
び操作を行う場合に、複数の分割領域のなかで一番操作がしやすい右下の分割領域４４ｃ
に最も新しく実行されたメールアプリケーションの実行時に得られるアプリケーション実
行画像５３を表示させる。また、表示制御部３４は、分割領域４４ｂにゲームアプリケー
ション実行時に得られるアプリケーション実行画像４９を表示させ、分割領域４４ｄに電
卓アプリケーション実行時に得られるアプリケーション実行画像６２を表示させる。そし
て、表示制御部３４は、複数の分割領域のなかで最も操作がし辛い左上の分割領域４４ａ
に、第１表示領域４０に表示されるアプリケーション実行画像のなかで最も実行された時
期が古いブラウザ実行時に得られるアプリケーション実行画像４８を表示させる。
【０１４１】
　このように、アプリケーション実行画像が表示されていない状態で分割表示モード３６
に移行された場合には、実行された時期が新しい順に選択された複数のアプリケーション
にそれぞれ対応する複数のアプリケーション実行画像が複数の分割領域に表示される。し
たがって、ユーザは最近実行されたアプリケーションについてのアプリケーション実行画
像を確認することができる。
【０１４２】
　次に、２つ目の表示態様（図３５のＮｏ．２）は、通常表示モード３５のときにアプリ
ケーション実行画像が表示されている場合である。より具体的には、第１のアプリケーシ
ョン実行画像が第１表示領域４０に表示されている状態で、操作検出部３０によって、画
像４３ｄを選択する操作が検出された場合には、表示制御部３１は、表示部１６に、第１
のアプリケーション実行画像と、実行された時期が最も新しい第２のアプリケーションに
対応する第２のアプリケーション実行画像とを複数の分割領域に表示させる。なお、実行
された時期が最も新しい第２のアプリケーションには、実行された時期が新しい順に選択
された複数のアプリケーションが含まれるものとする。また、第２のアプリケーション実
行画像には、実行された時期が新しい順に選択された複数のアプリケーションにそれぞれ
対応する複数のアプリケーション実行画像が含まれるものとする。
【０１４３】
　図３７に示される例では、図３６で示される例と同様に、メールアプリケーション、ゲ
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ームアプリケーション、電卓アプリケーションの順に実行された時期が新しいものとする
。
【０１４４】
　図３７の左側に示されるように、通常表示モード３５のときに、地図表示アプリケーシ
ョンが実行されており、地図実行アプリケーション実行時に得られるアプリケーション実
行画像４７（第１のアプリケーション実行画像）が第１表示領域４０に表示されている。
この状態で、操作検出部３０によって、画像４３ｄを選択する操作が検出されると、表示
制御部３１は、図３７の右側に示されるように、例えば、右手で電子機器１の保持および
操作を行う場合に、複数の分割領域のなかで一番操作がしやすい右下の分割領域４４ｃに
、分割表示モードへ移行直前に第１表示領域４０に表示されていたアプリケーション実行
画像４７（第１のアプリケーション実行画像）を表示させる。また、表示制御部３１は、
分割領域４４ｂに実行された時期が最も新しいメールアプリケーション実行時に得られる
アプリケーション実行画像５３（第２のアプリケーション実行画像）を表示させ、分割領
域４４ｄにゲームアプリケーション実行時に得られるアプリケーション実行画像４９（第
２のアプリケーション実行画像）を表示させる。そして、表示制御部３１は、複数の分割
領域のなかで最も操作がし辛い左上の分割領域４４ａに、第１表示領域４０に表示される
アプリケーション実行画像のうち一番実行された時期が古い電卓アプリケーション実行時
に得られるアプリケーション実行画像６２（第２のアプリケーション実行画像）を表示さ
せる。
【０１４５】
　このように、第１のアプリケーション実行画像が表示されている状態で分割表示モード
３６に移行された場合には、当該第１のアプリケーション実行画像と、実行された時期が
最も新しい第２のアプリケーションプログラムに対応する第２のアプリケーション実行画
像とが複数の分割領域に表示される。したがって、ユーザは、実行中のアプリケーション
についてのアプリケーション実行画像と、最近実行されたアプリケーションについてのア
プリケーション実行画像とを同時に確認することができる。
【０１４６】
　＜＜分割表示モードにおける分割領域の表示態様について＞＞
　ここでは、分割表示モードにおける分割領域の表示態様の各種例について説明する。
【０１４７】
　＜複数の分割領域に同じアプリケーションから得られるアプリケーション実行画像を表
示＞
　上述した実施の形態では、複数の分割領域には、互いに異なる複数のアプリケーション
からそれぞれ得られる複数のアプリケーション実行画像が表示されていた。しかし、複数
の分割領域には、同一のアプリケーションから得られる複数のアプリケーション実行画像
を表示させてもよい。
【０１４８】
　図３８は、ブラウザが複数回実行されることによって、ブラウザ実行時のアプリケーシ
ョン実行画像が複数の分割領域に同時に表示されているときの表示部１６の表示例を示す
図である。図３８に示されるように、分割領域４４ａには、ブラウザ実行時に得られるア
プリケーション実行画像４８ａが表示され、分割領域４４ｂには、ブラウザ実行時に得ら
れるアプリケーション実行画像４８ｂが表示され、分割領域４４ｃには、ブラウザ実行時
に得られるアプリケーション実行画像４８ｃが表示され、分割領域４４ｄには、ブラウザ
実行時に得られるアプリケーション実行画像４８ｄが表示される。ユーザは、複数の分割
領域に表示される、ブラウザに対する複数のアプリケーション実行画像４８ａ～４８ｄの
それぞれに対して独立に操作することが可能である。
【０１４９】
　一方、図３９は、分割表示モード３６を有さない電子機器において、ブラウザ実行時に
得られるアプリケーション実行画像４８ａ，４８ｂ，４８ｃ，４８ｄを表示させた場合の
、表示部１６の表示例を示す図である。図３９に示されるように、第１表示領域４０には
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、アプリケーション実行画像４８ａ，４８ｂ，４８ｃ，４８ｄの一部が表示される。分割
表示モード３６を有さない電子機器において、例えば、操作検出部３０によって、アプリ
ケーション実行画像４８ａに対する選択操作が検出されると、表示制御部３１は、第１表
示領域４０に、選択操作が行われたアプリケーション実行画像４８ａのみを表示させる。
分割表示モード３６を有さない電子機器において、複数のアプリケーション実行画像に含
まれる、あるアプリケーション実行画像に対してスクロール操作等の操作を行う場合には
、ユーザは当該あるアプリケーション実行画像を選択し、第１表示領域４０に当該あるア
プリケーション実行画像のみを表示させた後、当該あるアプリケーション実行画像に対し
て操作を行わなければならない。
【０１５０】
　それに対して、電子機器１では、分割表示モード３６においては、操作検出部３０によ
って、分割領域に対する操作が検出された場合には、当該操作が検出された分割領域に表
示されているアプリケーション実行画像に対して操作が行われたものとして処理を行う。
したがって、分割表示モード３６を有さない電子機器とは異なり、操作を行うアプリケー
ション実行画像を選択する操作を行う必要がない。したがって、電子機器１の操作性が向
上する。
【０１５１】
　また、同一のアプリケーションによって得られる複数のアプリケーション実行画像を、
複数の分割領域に表示させることで、ユーザは関連するアプリケーション実行画像を同時
に確認することができる。したがって、電子機器１の操作性が向上する。
【０１５２】
　＜複数の分割領域に他の電子機器から送信される動画を表示＞
　ここでは、複数の分割領域に他の電子機器から送信される動画を表示させる場合につい
て説明する。図４０は、電子機器１で、複数の分割領域で他の電子機器から送信される動
画が表示させる例を説明するための図である。図４０の例では、電子機器１は、そのユー
ザの長男１１１、次男１１２及び長女１１３がそれぞれ有する携帯電話機１０１，１０２
，１０３と通信を行う。携帯電話機１０１，１０２，１０３のそれぞれは、自身に設けら
れた撮像部で取得される動画を電子機器１に送信する。また電子機器１は、そのユーザが
住む家１１４に設置された防犯カメラ１０４と通信する。防犯カメラ１０４は、自身に設
けられた撮像部で取得される動画を電子機器１に送信する。
【０１５３】
　また、電子機器１の記憶部１３には、携帯電話機１０１から送信される動画を再生する
ための第１動画再生アプリケーションと、携帯電話機１０２から送信される動画を再生す
るための第２動画再生アプリケーションと、携帯電話機１０３から送信される動画を再生
するための第３動画再生アプリケーションと、防犯カメラ１０４から送信される動画を再
生するための第４動画再生アプリケーションが記憶されている。
【０１５４】
　図４１は、設定モード時における表示部１６の表示例である。図４１に示されるように
、第２設定領域７２には、第１動画再生アプリケーション実行時に得られるアプリケーシ
ョン実行画像に対応する第２対応画像７５ｏと、第２動画再生アプリケーション実行時に
得られるアプリケーション実行画像に対応する第２対応画像７５ｐと、第３動画再生アプ
リケーション実行時に得られるアプリケーション実行画像に対応する第２対応画像７５ｑ
と、防犯カメラ１０４から送信された動画を再生させるための第４動画再生アプリケーシ
ョン実行時に得られるアプリケーション実行画像に対応する第２対応画像７５ｒと、第２
対応画像７５ａとが表示されている。そして、図７に示される設定モード３７において、
第２対応画像７５ｒに対応するアプリケーション実行画像を分割領域４４ａに表示させる
操作と、第２対応画像７５ｏに対応するアプリケーション実行画像を分割領域４４ｂに表
示させる操作と、第２対応画像７５ｐに対応するアプリケーション実行画像を分割領域４
４ｃに表示させる操作と、第２対応画像７５ｑに対応するアプリケーションを分割領域４
４ｄに表示させる操作とを行った後に、分割表示モード３６に移行させると、図４２に示
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されるように、複数の分割領域に、携帯電話機１０１，１０２，１０３および防犯カメラ
１０４から送信される動画が表示される。
【０１５５】
　図４２は、携帯電話機１０１～１０３および防犯カメラ１０４から送信された複数の動
画を、分割表示モード３６において再生（表示）した場合の表示部１６の表示例を示す図
である。図４２に示されるように、防犯カメラ１０４からの動画が、アプリケーション実
行画像６３ａとして分割領域４４ａに表示される。同様に、分割領域４４ｂには、携帯電
話機１０１から送信された動画がアプリケーション実行画像６３ｂとして表示され、分割
領域４４ｃには、携帯電話機１０２から送信された動画がアプリケーション実行画像６３
ｃとして表示され、分割領域４４ｄには、携帯電話機１０３から送信された動画がアプリ
ケーション実行画像６３ｄとして表示される。
【０１５６】
　＜分割領域に表示されるアプリケーション実行画像を見えにくくする＞
　ここでは、分割領域に表示される情報を見えにくくする表示態様について説明する。図
４３は、表示部１６の表示例の一例を示す図である。
【０１５７】
　図４３に示される例では、分割領域４４ａに情報提供アプリケーション実行時のアプリ
ケーション実行画像５０が表示され、分割領域４４ｂにゲームアプリケーション実行時の
アプリケーション実行画像４９が表示され、分割領域４４ｃに地図表示アプリケーション
実行時のアプリケーション実行画像４７が表示され、分割領域４４ｄにメールアプリケー
ション実行時のアプリケーション実行画像５３が表示されている。
【０１５８】
　ここで、メールアプリケーション実行時に得られるアプリケーション実行画像５３を表
示する分割領域４４ｄには、個人的なやりとりが行われた受信メールや送信メールが表示
されることもあり、プライバシーの観点から、当該分割領域４４ｄの表示を見えにくくす
ることが望まれる。
【０１５９】
　したがって、本実施の形態では、図４４に示されるような表示態様によって、分割領域
４４ｄに表示されるアプリケーション実行画像５３を見えにくくする。図４４は表示部１
６の表示例の一例を示す図である。
【０１６０】
　図４４に示される例では、表示領域２ａに対して所定操作が行われると、表示制御部３
１は、分割領域４４ｄに、例えば、アプリケーション実行画像５３と、所定の模様を示す
画像とを合成させることで得られる合成画像５３ａを表示させる。この所定操作としては
、分割領域４４ｄに対するロングタッチ操作等が考えられる。これにより、分割領域４４
ｄに表示されるアプリケーション実行画像５３が見えにくくなる。したがって、アプリケ
ーション実行画像５３に含まれる情報が、のぞき見などによって電子機器１のユーザ以外
の人間に把握される可能性を低くすることができる。その結果、分割領域４４ｄの表示の
秘匿性を高めることができる。
【０１６１】
　なお、分割領域４４ｄの視野角を狭くすることにより、分割領域４４ｄに表示される情
報を見えにくくしてもよい。例えば、表示装置１７が液晶表示ディスプレイである場合に
は、液晶表示ディスプレイが有する液晶に対して電圧を印加して、液晶の配向状態を変化
させることで、液晶ディスプレイによる表示の視野角を狭くすることができる。したがっ
て、液晶ディスプレイ（表示装置１７）における分割領域４４ｄの表示を行うための液晶
の配向状態を変化させて、分割領域４４ｄの視野角を狭くすることで、分割領域４４ｄに
表示されるアプリケーション実行画像を見えにくくすることができる。
【０１６２】
　また、電子機器１の前面側を撮像する前面側撮像部５ａにおいて人が撮像された場合に
、複数の分割領域のすべてに表示されるアプリケーション実行画像を見えにくくしてもよ
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い。
【０１６３】
　また、電子機器１の前面側を撮像する前面側撮像部５ａにおいて人が撮像された場合に
、秘匿性が望まれるアプリケーション実行画像（例えば、メールアプリケーション実行時
のアプリケーション実行画像）を表示する分割領域が表示する当該アプリケーション実行
画像を見えにくくしてもよい。
【０１６４】
　また、表示領域２ａに対して所定操作が行われると、図４５に示されるように、表示制
御部３１は、アプリケーション実行画像５３の代わりにそれとは異なるマスク画像６４を
分割領域４４ｄに表示しても良い。この場合には、操作検出部３０によって分割領域４４
ｄに対する操作が検出された場合には、表示制御部３１は、分割領域４４ｄの表示を元に
戻して、メールアプリケーション実行時のアプリケーション実行画像５３を表示させる。
【０１６５】
　このように、分割領域の表示を別の表示に置き換えることによって、分割領域４４ｄの
表示の秘匿性を高めることができる。
【０１６６】
　なお、表示制御部３１は、分割領域に表示されるアプリケーション実行画像に対して所
定時間以上操作が全く行われない場合に、当該アプリケーション実行画像の代わりにマス
ク画像を当該分割領域に表示しても良い。
【０１６７】
　また、電子機器１の前面側を撮像する前面側撮像部５ａにおいて人が撮像された場合に
、複数の分割領域のすべての表示を別の表示に置き換えても良い。
【０１６８】
　また、電子機器１の前面側を撮像する前面側撮像部５ａにおいて人が撮像された場合に
、秘匿性が望まれるアプリケーション実行画像を表示する分割領域の表示を別の表示に置
き換えても良い。
【０１６９】
　＜＜第二実施形態＞＞
　前述した第一実施形態では、操作対象画像５１が、第１表示領域４０のなかの第１分割
線４５および第２分割線４６の交点に表示される。第二実施形態では、操作対象画像５１
が、第１表示領域４０のなかの第１分割線４５および第２分割線４６の交点に表示されな
い場合について説明する。まず、本実施の形態における操作対象画像５１の表示について
説明する。操作対象画像５１が操作された際の電子機器１での処理については第一実施形
態と同様である。
【０１７０】
　＜第二実施形態における操作対象画像について＞
　第二実施形態では、片手で電子機器１の保持および操作を行うときに、操作がし易い位
置に操作対象画像５１を表示させる。図４６は、右手２００で電子機器１の保持および操
作を行うときを説明するための図である。
【０１７１】
　図４６に示されるように、右手で電子機器１の保持および操作を行う場合には、親指が
表示部１６に対して操作を行う操作子６０となる可能性が高い。したがって、操作対象画
像５１が表示される位置は親指（操作子６０）で操作がしやすい位置とする。
【０１７２】
　図４６に示されるように、親指（操作子６０）は、電子機器１の右側から表示部１６の
表示領域２ａに対して操作を行うため、表示領域２ａの左側端部より、右側端部の方が操
作し易い。また、図４６に示されるように電子機器１を保持した場合には、親指（操作子
６０）の稼働域の問題上、表示領域２ａの上端部より下端部の方が操作しやすい。
【０１７３】
　以上のことより、本実施の形態では、右手で電子機器１の保持および操作を行う場合を
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想定して、表示制御部３１は、表示部１６に、表示領域２ａの下端部あるいは右側端部に
操作対象画像５１を表示させる。
【０１７４】
　図４７，４８は、共に、表示部１６の表示例を示す図である。図４７に示される例では
、操作対象画像５１は、表示領域２ａの下端部かつ右側端部、つまり右下角部に表示され
ている。また、図４８に示される例では、操作対象画像５１は、表示領域２ａの右側端部
（詳細には第１表示領域２ａの右上角部）に表示されている。このように、操作対象画像
５１が、表示領域２ａの下端部あるいは右側端部に表示されるため、右手で電子機器１を
持つユーザは操作対象画像５１を右手で操作し易くなる。したがって、電子機器１の操作
性が向上する。
【０１７５】
　また、図４７で示される例のように、第２表示領域４１に操作対象画像５１を表示させ
ることで、第１表示領域４０の表示を邪魔することなく、操作対象画像５１を表示させる
ことができる。
【０１７６】
　操作対象画像５１については、分割表示モードにおいて、常に表示されていても良いし
、表示領域２ａに対する所定操作によって操作対象画像５１の表示／非表示が切り換えら
れても良い。図４９は、表示領域２ａに対する所定操作によって操作対象画像５１が表示
される様子の一例を示す図である。図４９の例では、表示領域２ａに対する所定操作が行
われると、第１表示領域４０の右下角部に操作対象画像５１が表示される。
【０１７７】
　表示制御部３１は、操作検出部３０によって、例えば、第１表示領域４０の右下角を始
点にして当該第１表示領域４０内に向かうスライド操作が検出されたときに、第１表示領
域４０の右下角部に操作対象画像５１を表示する。
【０１７８】
　また、表示制御部３１は、操作検出部３０によって、第１表示領域４０に表示される操
作対象画像５１を始点にして第１表示領域４０の右下角に向かうスライド操作が検出され
たときに、操作対象画像５１を非表示する。
【０１７９】
　このように、表示領域２ａに対する所定操作によって操作対象画像５１の表示／非表示
が切り換えられることによって、ユーザは必要なときにだけ操作対象画像５１を表示する
ことができる。なお、操作対象画像５１の表示／非表示を切り換えるための表示領域２ａ
に対する操作については上記以外の操作であっても良い。
【０１８０】
　＜第二実施形態における分割領域のサイズ変更について＞
　記述した第一実施形態においては、第１分割線４５および第２分割線４６の交点に表示
される操作対象画像５１に対してドラッグ操作を行うことによって、直感的に第１分割線
４５および第２分割線４６の表示位置を変化させ、第１分割線４５および第２分割線４６
によって分割される分割領域のサイズを変更していた。ここでは、操作対象画像５１が、
第１分割線４５および第２分割線４６の交点に表示されない第二実施形態における分割領
域のサイズ変更について説明する。なお、分割表示モード３５における分割領域のサイズ
変更以外の第一実施形態で説明した処理は、第二実施形態でも採用することができる。
【０１８１】
　第二実施形態においては、操作検出部３０によって、第１分割線４５および第２分割線
４６のうちの一方の端部に対する分割線移動操作（分割線を移動させるドラッグ操作）が
検出された場合に、表示制御部３１は、表示部１６に、第１分割線４５および第２分割線
４６のうちの分割線移動操作が検出された分割線の表示位置を移動させる。
【０１８２】
　図５０は、表示部１６の表示例を示す図である。図５０の左側に示されるように、例え
ば、操作検出部３０によって、第１分割線４５の右側端部に対して上下方向のドラッグ操
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作が検出された場合には、図５０の右側に示されるように、表示制御部３１は、第１分割
線４５の表示位置を当該ドラッグ操作の終点に表示させる。このとき、第２分割線４６は
移動しない。第１分割線４５の表示位置が変化したことによって複数の分割領域のサイズ
が変更され、当該サイズ変更後の分割領域にアプリケーション実行画像が表示される。図
５０に示される例では、分割領域４４ａ，４４ｂ，４４ｃ，４４ｄに表示されるアプリケ
ーション実行画像４７，４９，４８，５０は、分割領域の縦横比に合わせてアプリケーシ
ョン実行画像が拡縮された状態で分割領域４４ａ，４４ｂ，４４ｃ，４４ｄに表示される
例を示している（拡縮の考え方は図９に示される例と同じ）。
【０１８３】
　一方で、操作検出部３０によって、第２分割線４６の下側端部に対して左右方向のドラ
ッグ操作が検出された場合には、表示制御部３１は、第２分割線４６の表示位置を当該ド
ラッグ操作の終点に表示させる。このとき、第１分割線４５は移動しない。
【０１８４】
　このように、第１分割線４５の右側端部及び第２分割線４６の下側端部に対して分割線
移動操作が行われることによって分割領域のサイズが変更されることから、ユーザは右手
で簡単に分割領域のサイズを電子機器１に変更させることができる。
【０１８５】
　また、図５１に示されるように、第１分割線４５および第２分割線４６のうちの一方の
端部に対する分割線移動操作が行われた際には、特定の分割領域の縦横比が変化しないよ
うに各分割領域のサイズが変更されても良い。図５１，５２は表示部１６の表示例を示す
図である。
【０１８６】
　図５１の左側に示されるように、操作検出部３０によって、第２分割線４６の下側端部
に対する左右方向のドラッグ操作が検出された場合には、表示制御部３１は、表示部１６
に、第２分割線４６の下側端部に隣接する分割領域４４ｃと、分割領域４４ｃに対して対
角の位置にある分割領域４４ａとの縦横比が変化しないように、第１分割線４５および第
２分割線４６の表示位置を移動させる。つまり、図５１に示される例では、図５２に示さ
れる、第１表示領域２ａの左上角から右下角に延びる対角線５２上に、第１分割線４５お
よび第２分割線４６の交点が位置するように、第１分割線４５および第２分割線４６の表
示位置が移動する。したがって、図５１の右側に示されるように、各分割領域のサイズが
変更される場合であっても、右手で電子機器１の保持および操作を行うときに操作がしや
すい分割領域４４ｃの縦横比が固定となる。したがって、各分割領域のサイズが変化した
としても、特定の分割領域（図５１，５２に示される例では分割領域４４ａ，４４ｃ）の
縦横比は変化しないため、分割領域の縦横比の変化が原因で当該分割領域に画像が適切に
表示されないといったことを抑制することができる。
【０１８７】
　なお、第１分割線４５および第２分割線４６のうちの一方の端部に対する分割線移動操
作（ドラッグ操作）が行われた場合に分割領域のサイズが変化する処理については、操作
対象画像５１が、第１分割線４５および第２分割線４６の交点に表示されている第一実施
形態でも採用することができる。
【０１８８】
　＜左手で電子機器を保持および操作を行う場合について＞
　上述した実施の形態においては、右手で電子機器１の保持および操作を行う場合を想定
した電子機器１の動作について説明した。ここでは、左手で電子機器１の保持および操作
を行う場合を想定した操作対象画像５１の表示位置および分割領域のサイズ変更ついて説
明する。
【０１８９】
　左手で電子機器１の保持および操作を行う場合には、右手で電子機器１の保持および操
作を行う場合とは逆に、親指（操作子６０）は、電子機器１の左側から表示部１６表示領
域２ａに対して操作を行う。したがって、左手で電子機器１の保持および操作を行う場合
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を想定して、表示制御部３１は、表示部１６に、表示領域２ａの下端部あるいは左側端部
に操作対象画像５１を表示させても良い。
【０１９０】
　図５３～５５は、表示部１６の表示例を示す図である。図５３に示される例では、操作
対象画像５１は、表示領域２ａの下端部かつ左側端部、つまり左下角部に表示されている
。また、図５４に示される例では、操作対象画像５１は、表示領域２ａの左側端部に表示
されている。
【０１９１】
　また、ユーザの所定操作によって操作対象画像５１の表示／非表示を切り換える場合に
は、例えば、図５５の左側に示されるように、操作検出部３０によって、第１表示領域４
０の左下角を始点にして当該第１表示領域４０内に向かうスライド操作が検出されたとき
に、図５５の右側に示されるように、第１表示領域４０の左下角部に操作対象画像５１を
表示する。また、表示制御部３１は、操作検出部３０によって、第１表示領域４０に表示
される操作対象画像５１を始点にして第１表示領域４０の左下角に向かうスライド操作が
検出されたときに、操作対象画像５１を非表示する。
【０１９２】
　このように、操作対象画像５１を表示領域２ａの下端部あるいは左側端部に表示させる
ことで、左手で電子機器１を持つユーザは左手で操作対象画像５１を操作し易くなる。
【０１９３】
　なお、電子機器１は、ユーザの指示に応じて、操作対象画像５１を表示領域２ａの右側
端部に表示するか、左側端部に表示するかを切り換えても良い。ユーザは、表示領域２ａ
に対して操作を行うことによって、操作対象画像５１を表示領域２ａの右側端部に表示す
るか、操作対象画像５１を表示領域２ａの左端部に表示するかを電子機器１に指示するこ
とができる。
【０１９４】
　また、電子機器１は、当該電子機器１を保持および操作する手が右手か左手かを判定し
て、その判定結果に基づいて、操作対象画像５１を右側端部に表示させるか、左側端部に
表示させるかを決定しもよい。この場合には、例えば電子機器１に加速度センサを設ける
。電子機器１では、制御部１０が、加速度センサの出力に基づいて電子機器１の傾きを特
定する。そして、制御部１０は、特定した電子機器１の傾きに基づいて、電子機器１を保
持および操作する手が右手か左手かを判定する。
【０１９５】
　ここで、ユーザが電子機器１を右手にもって右手で表示領域２ａを操作する場合には、
電子機器１はその右側端部が下側に、その左側端部が上側に位置するように傾く傾向があ
る。一方で、ユーザが電子機器１を左手にもって左手で表示領域２ａを操作する場合には
、電子機器１はその左側端部が下側に、その右側端部が上側に位置するように傾く傾向が
ある。
【０１９６】
　制御部１０は、電子機器１がその右側端部が下側に、その左側端部が上側に位置するよ
うに傾いている場合には、電子機器１を保持および操作する手が右手であると判断して、
操作対象画像５１を表示領域２ａの右側端部に表示する。
【０１９７】
　一方で、制御部１０は、電子機器１がその左側端部が下側に、その右側端部が上側に位
置するように傾いている場合には、電子機器１を保持および操作する手が左手であると判
断して、操作対象画像５１を表示領域２ａの左側端部に表示する。
【０１９８】
　また、電子機器１の右側側面及び左側側面に照度センサを設けて、制御部１００は、当
該照度センサでの検出照度に基づいて、電子機器１を保持および操作する手が左手か右手
かを判定しても良い。具体的には、制御部１００は、電子機器１の右側側面に設けられた
照度センサでの検出照度が、電子機器１の左側側面に設けられた照度センサでの検出照度
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よりも十分に小さい場合には、電子機器１を保持および操作する手が右手であると判断し
て、操作対象画像５１を表示領域２ａの右側端部に表示する。
【０１９９】
　一方で、制御部１００は、電子機器１の左側側面に設けられた照度センサでの検出照度
が、電子機器１の右側側面に設けられた照度センサでの検出照度よりも十分に小さい場合
には、電子機器１を保持および操作する手が左手であると判断して、操作対象画像５１を
表示領域２ａの左側端部に表示する。
【０２００】
　また、左手で電子機器１の保持および操作を行う場合には、複数の分割領域のなかで親
指（操作子６０）が操作しやすい分割領域も変化する。例えば、左手で電子機器１の保持
および操作を行う場合には、複数の分割領域のなかで最も左下の位置に存在する分割領域
４４ｂが、最も親指（操作子６０）で操作しやすい分割領域に該当する。したがって、左
手で電子機器１の保持および操作が行われる場合を想定して、第１分割線４５の左側端部
及び第２分割線４６の下側端部に対して分割線移動操作が行われることによって分割領域
のサイズが変更されても良い。この場合には。表示制御部３１は、図５６，５７に示され
るように、分割領域４４ｂおよび分割領域４４ｄの縦横比が変化しないように、第１分割
線４５および第２分割線４６の表示位置を変化させることが好ましい。つまり、第１分割
線４５の左側端部に対して上下方向のドラッグ操作が行われた際には、第１表示領域２ａ
の右上角から左下角に延びる対角線５２（図５７）上に、第１分割線４５および第２分割
線４６の交点が位置するように、第１分割線４５および第２分割線４６の表示位置を移動
させる。そして、第１分割線４５の下側端部に対して左右方向のドラッグ操作が行われた
際には、第１表示領域２ａの右上角から左下角に延びる対角線５２（図５７）上に、第１
分割線４５および第２分割線４６の交点が位置するように、第１分割線４５および第２分
割線４６の表示位置を移動させる。図５６，５７は、それぞれ図５１，５２に対応する図
である。
【０２０１】
　なお、電子機器１は、当該電子機器１を保持および操作する手が右手か左手かを判定し
、その判定結果に基づいて、第１表示領域２ａの左上角から右下角に延びる対角線５２（
図５２）上に、第１分割線４５および第２分割線４６の交点が位置するように、第１分割
線４５および第２分割線４６の表示位置を移動させるか、第１表示領域２ａの右上角から
左下角に延びる対角線５２（図５７）上に、第１分割線４５および第２分割線４６の交点
が位置するように、第１分割線４５および第２分割線４６の表示位置を移動させるかを決
定しても良い。
【０２０２】
　具体的には、電子機器１は、上述のように、加速度センサ等の出力に基づいて、当該電
子機器１を保持および操作する手が右手であると判定した場合には、第１表示領域２ａの
左上角から右下角に延びる対角線５２（図５２）上に、第１分割線４５および第２分割線
４６の交点が位置するように、第１分割線４５および第２分割線４６の表示位置を移動さ
せる。
【０２０３】
　一方で、電子機器１は、当該電子機器１を保持および操作する手が左手であると判定し
た場合には、第１表示領域２ａの右上角から左下角に延びる対角線５２（図５７）上に、
第１分割線４５および第２分割線４６の交点が位置するように、第１分割線４５および第
２分割線４６の表示位置を移動させる。
【０２０４】
　また、右手及び左手で操作しにくくなるが、第２分割線４６の上側端部に対して分割線
移動操作（左右方向のドラッグ操作）が行われることによって分割領域のサイズが変更さ
れても良い。
【０２０５】
　＜＜第２実施形態変形例＞＞
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　既述した第２実施形態では、操作検出部３０によって、第１分割線４５あるいは第２分
割線４６の一方の端部に対する分割線移動操作が検出された場合に複数の分割領域のサイ
ズ変更が行われていた。しかし、このようなサイズ変更に代わって、あるいはこのような
サイズ変更とともに、操作検出部３０によって、操作対象画像５１に対して所定操作が検
出された場合に、複数の分割領域のサイズ変更が行われてもよい。
【０２０６】
　具体的には、表示制御部３１は、操作検出部３０で検出された、操作対象画像５１に対
するスライド操作に応じて第１分割線４５および第２分割線４６の交点の位置が移動する
ように、第１分割線４５および第２分割線４６の表示位置を移動させて、複数の分割領域
のサイズを変更させる。
【０２０７】
　図５８，５９は、表示部１６の表示例を示す図である。図５８，５９では、電子機器１
が右手で操作される場合を想定して、操作対象画像５１は右手で操作されやすい位置に、
例えば表示領域２ａの右下角部に表示されている。また、図５８，５９では、複数の分割
領域のなかで最も右下の位置に存在する分割領域４４ｃと分割領域４４ａの縦横比が変化
しないように、複数の分割領域のサイズを変更する例が示されている。
【０２０８】
　図５８の左側に例示されるように、操作検出部３０によって、操作対象画像５１に対す
る上方向（垂直方向）のスライド操作が検出された場合には、表示制御部３１は、図５８
の右側に例示されるように、第１分割線４５および第２分割線４６の交点の位置を対角線
５２上において左上方向に移動させる。これにより、分割領域４４ｃは縦横比が変化せず
に大きくなり、分割領域４４ａは縦横比が変化せずに小さくなる。
【０２０９】
　一方、図５９の左側に例示されるように、操作検出部３０によって、操作対象画像５１
に対する左方向（水平方向）のスライド操作が検出された場合には、表示制御部３１は、
図５９の右側に示されるように、第１分割線４５および第２分割線４６の交点の位置を対
角線５２上において右下方向に移動させる。これにより、分割領域４４ｃは縦横比が変化
せずに小さくなり、分割領域４４ａは縦横比が変化せずに大きくなる。
【０２１０】
　また、上述した例とは逆に、操作検出部３０によって、垂直方向に移動するスライド操
作が検出された場合に、特定の分割領域のサイズを小さくし、水平方向に移動するスライ
ド操作が検出された場合に、特定の分割領域のサイズを大きくしてもよい。
【０２１１】
　なお、操作対象画像５１が左手で操作されやすい位置、例えば表示領域２ａの左下角部
に表示される場合には、操作検出部３０によって、操作対象画像５１に対する上方向（垂
直方向）のスライド操作が検出された場合には、表示制御部３１は、第１分割線４５およ
び第２分割線４６の交点の位置を、表示領域２ａの右上角から左下角まで延びる対角線５
２（図５７）上において右上方向に移動させる。これにより、分割領域４４ｂは縦横比が
変化せずに大きくなり、分割領域４４ｄは縦横比が変化せずに小さくなる。また、この場
合には、操作検出部３０によって、操作対象画像５１に対する右方向（水平方向）のスラ
イド操作が検出された場合には、表示制御部３１は、第１分割線４５および第２分割線４
６の交点の位置を、表示領域２ａの右上角から左下角まで延びる対角線５２（図５７）上
において左下方向に移動させる。これにより、分割領域４４ｂは縦横比が変化せずに小さ
くなり、分割領域４４ｄは縦横比が変化せずに大きくなる。
【０２１２】
　このように、本変形例では、操作がし易い位置に表示された操作対象画像５１に対する
操作によって第１分割線４５および第２分割線４６の交点の位置を変更、つまり、複数の
分割領域のサイズ変更を行うことができる。その結果、電子機器１の操作性が向上する。
【０２１３】
　＜＜第三実施形態＞＞
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　ここでは、分割表示モード３６において、例えば着信情報、アラームアプリケーション
の通知情報、電子機器１の電池残量が少なくなった旨を知らせる情報などの所定情報を表
示部１６に表示させる場合の表示態様について説明する。所定情報を表示部１６に表示さ
せる場合には、表示制御部３１は、複数の分割領域のうちの、右下および左下の分割領域
以外の分割領域に当該所定情報を表示させる。図６０，６１は、表示部１６の表示例を示
す図である。なお、第三実施形態で説明する内容については、第一及び第二実施形態のそ
れぞれにおいて適用することができる。
【０２１４】
　図６０に示されるように、表示制御部３１は、所定情報６５を、複数の分割領域のうち
片手で操作がし易い右下および左下の分割領域４４ｂ，４４ｃ以外の分割領域４４ａ，４
４ｄに表示させる。図６０に示される所定情報６５は、メールアプリケーションによって
新着メールを受信した旨をユーザに伝えるための情報である。このように、ユーザが操作
し易い、右下および左下の分割領域以外の分割領域に所定情報６５が表示されるため、所
定情報６５の表示によって、ユーザが操作し易い右下および左下の分割領域の表示が見え
にくくなる事を抑制することができる。
【０２１５】
　また、例えば、右手で電子機器１を保持および操作していることが特定できた場合には
、図６１に示されるように、所定情報６６を、複数の分割領域のうちの最も操作がし易い
分割領域分割領域４４ｃ以外の分割領域分割領域４４ａ，４４ｂ，４４ｄに表示させても
よい。図６１に示される所定情報６６は、スケジュールアプリケーションによって、ユー
ザが設定した時刻に提供される、ユーザが設定した予定情報である。このように、表示制
御部３１は、ユーザが最も操作し易い分割領域以外の分割領域に所定情報６６を表示させ
てもよい。
【０２１６】
　また、ユーザが、イヤホンを使用して音声通話を行う場合には、ユーザは電子機器１か
ら出力される受話音を聞くために耳を電子機器１のレシーバー４穴に近づける必要がない
。この場合には、ユーザは、表示領域２ａに対する操作を行いながら音声通話を行うこと
ができる。
【０２１７】
　一方で、ユーザがイヤホンを使用せずに音声通話を行う場合には、ユーザは電子機器１
から出力される受話音を聞くために耳を電子機器１のレシーバー４穴に近づける必要があ
る。この場合には、ユーザは、表示領域２ａに対する操作を行いながら音声通話を行うこ
とはできない。
【０２１８】
　そこで、電子機器１にイヤホンが接続されているか否かを判定する制御部１０が電子機
器１にイヤホンが接続されていると判定している場合に、表示制御部３１が音声通話の着
信を通知する通知情報６７を表示させるときには、前述したとおり、表示制御部３１は、
当該通知情報６７をユーザが操作し易い分割領域以外の分割領域に表示させる。これによ
り、ユーザにとって操作し易い分割領域の表示が通知情報６７の表示によって見にくくな
ることを抑制しつつ、ユーザは音声通話の着信を知ることができる。つまり、ユーザ操作
を邪魔せずに音声通知の着信をユーザに知らせることができる。
【０２１９】
　一方で、表示制御部３１は、制御部１０が電子機器１にイヤホンが接続されていないと
判定している場合であって、音声通話の着信を通知する通知情報６７を表示させるときに
は、図６２に示されるように、分割表示モード３６を解除して、当該通知情報６７を第１
表示領域４０に表示させる。これにより、通知情報６７を大きく表示することができるこ
とから、ユーザは電子機器１での音声通話の着信に気付きやすくなる。
【０２２０】
　なお、上述のイヤホン端子８にイヤホンを接続して、電子機器１にイヤホンを接続して
も良いし、電子機器１と無線通信を行うことが可能なイヤホンと電子機器１とを無線接続
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【０２２１】
　＜＜第四実施形態＞＞
　記述した実施の形態では、操作検出部３０によって操作対象画像５１に対する操作が検
出された場合には、表示制御部３１は、当該操作に関連付けられた複数の分割領域のそれ
ぞれに対する処理（具体的には、分割領域に表示される画像の入れ替え等）を行っていた
。しかし、表示制御部３１は、操作対象画像５１に対する所定の操作に関連付けられた処
理の１つとして、複数の分割領域のそれぞれに対して行うことができる設定の一覧を、表
示部１６に表示させてもよい。
【０２２２】
　表示部１６に表示される、複数の分割領域のそれぞれに対して行うことができる設定と
は、具体的には、設定モード３７への移行、分割領域に表示される画像の入れ替え、特定
の分割領域に対するロック画面の設定、第１分割線４５および第２分割線４６を予め定め
られた位置に表示（言い換えれば、複数の分割領域のサイズを、所定のサイズに変更する
設定）などが挙げられる。
【０２２３】
　そして、表示部１６に表示された複数の設定の一覧のうちの１つの設定を選択する操作
が、操作検出部３０によって検出された場合には、表示制御部３１は、当該選択された設
定に対応する処理を実行する。
【０２２４】
　なお、第四実施形態で説明する内容については、第一～第三実施形態のそれぞれにおい
て適用することができる。
【０２２５】
　＜＜その他変形例＞＞
　上記の例では、本願発明を携帯電話機に適用する場合を例に挙げて説明したが、本願発
明は他の電子機器にも適用することができる。例えば、本願発明は、タブレット端末、Ｐ
Ｃ（Personal computer）、ＰＤＡ（Personal Digital Assistant）、ＴＶ（テレビ受信
機）などにも適用することができる。
【０２２６】
　以上のように、電子機器１は詳細に説明されたが、上記した説明は、全ての局面におい
て例示であって、この発明がそれに限定されるものではない。また、上述した各種変形例
は、相互に矛盾しない限り組み合わせて適用可能である。そして、例示されていない無数
の変形例が、この発明の範囲から外れることなく想定され得るものと解される。
【符号の説明】
【０２２７】
　１　電子機器
　２ａ　表示領域
　１６　表示部
　３０　操作検出部
　３１　表示制御部
　３５　通常表示モード
　３６　分割表示モード
　３７　設定モード
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