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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　電子装置であって、
　ディスプレイと、
　１つ以上のプロセッサと、
　前記１つ以上のプロセッサで実行するための１つ以上のプログラムを格納するメモリと
、を備え、前記１つ以上のプログラムは、
　複数の第１のアプリケーションアイコンを有するユーザインタフェースを表示するため
の命令であって、
　　前記複数の第１のアプリケーションアイコンは、前記電子装置のメモリに格納された
複数の第１のアプリケーションに対応し、
　　前記複数の第１のアプリケーションアイコンのうちの個々のアプリケーションアイコ
ンがアクティブ化されると、前記複数の第１のアプリケーションのうちの当該アプリケー
ションアイコンに対応したアプリケーションが起動する、前記複数の第１のアプリケーシ
ョンアイコンを有するユーザインタフェースを表示するための命令と、
　前記複数の第１のアプリケーションアイコンを有するユーザインタフェースを表示して
いる間に、前記複数の第１のアプリケーションアイコンのうちの第１のアプリケーション
アイコンのアクティブ化を検出するための命令と、
　前記第１のアプリケーションアイコンのアクティブ化を検出したことに応答して、前記
第１のアプリケーションアイコンに対応した第１のアプリケーションを表示するための命



(2) JP 6301555 B2 2018.3.28

10

20

30

40

50

令と、
　前記第１のアプリケーションを表示している間に、第１のタイプのオペレーションを要
求するユーザ入力を検出するための命令と、
　前記第１のタイプのオペレーションを要求するユーザ入力を検出したことに応答して、
複数の第２のアプリケーションアイコンを有するユーザインタフェースを表示するための
命令であって、
　　前記複数の第２のアプリケーションアイコンは、前記複数の第１のアプリケーション
アイコンと異なり、
　　前記複数の第２のアプリケーションアイコンのうちの各々のアプリケーションアイコ
ンは、当該アプリケーションが前記電子装置のメモリに格納されているときに前記第１の
タイプのオペレーションを実行可能である個々のアプリケーションに対応し、
　　前記複数の第２のアプリケーションアイコンは、前記電子装置のメモリに格納された
１つ以上のアプリケーションに対応した１つ以上のアプリケーションアイコンを含み、
　　前記複数の第２のアプリケーションアイコンは、前記電子装置のメモリに格納されて
いない１つ以上のアプリケーションに対応した１つ以上のアプリケーションアイコンを含
む、前記複数の第２のアプリケーションアイコンを有するユーザインタフェースを表示す
るための命令と、
　前記複数の第２のアプリケーションアイコンを有するユーザインタフェースを表示して
いる間に、前記複数の第２のアプリケーションアイコンのうちの前記電子装置のメモリに
格納されていない第２のアプリケーションに対応した第２のアプリケーションアイコンの
アクティブ化を検出するための命令と、
　前記第２のアプリケーションアイコンのアクティブ化を検出した後に、前記第２のアプ
リケーションを前記電子装置のメモリにインストールするための命令と、を含む、装置。
【請求項２】
　前記第２のアプリケーションアイコンのアクティブ化を検出したことに応答して、前記
第２のアプリケーションをインストールするための１つ以上のユーザインタフェースを表
示するための命令を含む請求項１に記載の装置。
【請求項３】
　前記第２のアプリケーションを前記電子装置のメモリにインストールした後に、
　前記第１のアプリケーションを表示している間に、前記第１のタイプのオペレーション
を要求するユーザ入力を検出するための命令と、
　前記第１のタイプのオペレーションを要求するユーザ入力を検出したことに応答して、
複数の第３のアプリケーションアイコンを有するユーザインタフェースを表示するための
命令であって、
　　前記複数の第３のアプリケーションアイコンは、前記複数の第１のアプリケーション
アイコンと異なり、
　　前記複数の第３のアプリケーションアイコンのうちの各々のアプリケーションアイコ
ンは、当該アプリケーションが前記電子装置のメモリに格納されているときに前記第１の
タイプのオペレーションを実行可能である個々のアプリケーションに対応する、前記複数
の第３のアプリケーションアイコンを有するユーザインタフェースを表示するための命令
と、
　前記複数の第３のアプリケーションアイコンを表示している間に、前記複数の第３のア
プリケーションアイコンのうちのインストール済みの第２のアプリケーションに対応した
アプリケーションアイコンのアクティブ化を検出するための命令と、
　前記複数の第３のアプリケーションアイコンのうちのインストール済みの第２のアプリ
ケーションに対応したアプリケーションアイコンのアクティブ化を検出したことに応答し
て、前記第２のアプリケーションをインストールするための１つ以上のユーザインタフェ
ースを表示することなく、前記第２のアプリケーションを用いた前記第１のタイプのオペ
レーションを開始するための命令と、を含む請求項１に記載の装置。
【請求項４】
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　前記第２のアプリケーションをインストールしたことに応答して、前記第２のアプリケ
ーションを用いた前記第１のタイプのオペレーションを開始するための命令を含む請求項
１に記載の装置。
【請求項５】
　前記第２のアプリケーションアイコンのアクティブ化を検出した後に、前記第１のタイ
プのオペレーションを実行することなく、前記第２のアプリケーションを前記電子装置の
メモリにインストールするための命令と、
　前記第１のタイプのオペレーションを実行することなく前記第２のアプリケーションを
前記電子装置のメモリにインストールした後に、前記第１のアプリケーションを表示して
いる間に、前記第１のタイプのオペレーションを要求するユーザ入力を検出するための命
令と、
　前記第１のタイプのオペレーションを要求するユーザ入力を検出したことに応答して、
前記第２のアプリケーションのユーザインタフェースを表示するための命令と、を含む請
求項１に記載の装置。
【請求項６】
　前記複数の第２のアプリケーションアイコンを有するユーザインタフェースを表示して
いる間に、前記複数の第２のアプリケーションアイコンのうちの前記電子装置のメモリに
格納されている第３のアプリケーションに対応した第３のアプリケーションアイコンのア
クティブ化を検出するための命令と、
　前記第３のアプリケーションアイコンのアクティブ化を検出したことに応答して、前記
第３のアプリケーションを用いた前記第１のタイプのオペレーションを開始するための命
令と、を含む請求項１に記載の装置。
【請求項７】
　前記第１のタイプのオペレーションは、対応するアプリケーションのユーザインタフェ
ースを表示することを含み、
　前記対応するアプリケーションのユーザインタフェースは、前記第１のアプリケーショ
ンのユーザインタフェースの少なくとも一部を含む、請求項１に記載の装置。
【請求項８】
　前記第１のアプリケーションは、
　複数の画像と、共有アイコンと、を有するユーザインタフェースを含み、
　前記共有アイコンは、アクティブ化されると、前記第１のアプリケーション以外の１つ
以上の画像を共有することが可能なアプリケーションによって、前記複数の画像のうちの
１つ以上の画像を共有するためのプロセスを開始させるものであり、
　前記第１のアプリケーションを表示している間に、前記第１のタイプのオペレーション
を要求するユーザ入力を検出することは、
　前記複数の画像のうちの個々の画像が選択されている間に、前記共有アイコンのアクテ
ィブ化を検出することを含み、
　前記複数の第２のアプリケーションアイコンのうちの各々のアプリケーションアイコン
は、当該アプリケーションが前記電子装置のメモリに格納されているときに当該画像を共
有することが可能な個々のアプリケーションに対応し、
　前記装置は、
　前記第２のアプリケーションをインストールした後に、前記第２のアプリケーションを
用いた当該画像の共有を開始するための命令であって、
　　前記第２のアプリケーションのユーザインタフェースを表示するための命令であって
、当該画像の少なくとも一部を含む前記第２のアプリケーションのユーザインタフェース
を表示するための命令と、
　　当該画像の共有に利用するソーシャルネットワークおよび当該画像の１人以上の受信
者のうちの少なくとも一方を選択するためのユーザインタフェースを表示するための命令
と、
　　当該画像の共有に利用するソーシャルネットワークおよび当該画像の１人以上の受信
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者のうちの少なくとも一方を選択するための前記ユーザインタフェースを表示している間
に、当該画像の共有に利用するソーシャルネットワークおよび当該画像の１人以上の受信
者のうちの少なくとも一方についてのユーザ選択を検出するための命令と、
　　選択されたソーシャルネットワークおよび選択された１人以上の受信者の少なくとも
一方への配信のために、当該画像を送信するためのプロセスを開始するための命令と、を
含む、前記画像の共有を開始するための命令を含む、請求項１に記載の装置。
【請求項９】
　前記第２のアプリケーションをインストールする前には、前記複数の第１のアプリケー
ションを有するユーザインタフェースは、前記第２のアプリケーションに対応したアプリ
ケーションアイコンを含まず、
　前記第２のアプリケーションをインストールした後には、前記複数の第１のアプリケー
ションを有するユーザインタフェースは、前記第２のアプリケーションに対応したアプリ
ケーションアイコンを含む、請求項１に記載の装置。
【請求項１０】
　前記複数の第２のアプリケーションアイコンを有するユーザインタフェースは、セグメ
ント化され、
　前記電子装置のメモリに格納されている１つ以上のアプリケーションに対応した１つ以
上のアプリケーションアイコンは、前記複数の第２のアプリケーションアイコンを有する
ユーザインタフェースのインストール済みアプリケーション・セグメントに表示され、
　前記電子装置のメモリに格納されていない１つ以上のアプリケーションに対応した１つ
以上のアプリケーションアイコンは、前記複数の第２のアプリケーションアイコンを有す
るユーザインタフェースの未インストールアプリケーション・セグメントに表示され、
　前記未インストールアプリケーション・セグメントは、インストール済みアプリケーシ
ョン・セグメントとは分離された別個のものである、請求項１に記載の装置。
【請求項１１】
　前記複数の第２のアプリケーションアイコンを有するユーザインタフェースは、セグメ
ント化されており、
　前記電子装置のメモリに格納されていない無料で入手できる１つ以上のアプリケーショ
ンに対応した１つ以上のアプリケーションアイコンは、前記複数の第２のアプリケーショ
ンアイコンを有するユーザインタフェースの未インストール無料アプリケーション・セグ
メントに表示され、
　前記電子装置のメモリに格納されていない有料で入手できる１つ以上のアプリケーショ
ンに対応した１つ以上のアプリケーションアイコンは、前記複数の第２のアプリケーショ
ンアイコンを有するユーザインタフェースの未インストール有料アプリケーション・セグ
メントに表示され、
　前記未インストール有料アプリケーション・セグメントは、前記未インストール無料ア
プリケーション・セグメントとは分離された別個のものである、請求項１に記載の装置。
【請求項１２】
　前記複数の第２のアプリケーションアイコンを有するユーザインタフェースにおいて、
前記電子装置のメモリに格納されていない１つ以上のアプリケーションに対応した１つ以
上のアプリケーションアイコンの少なくとも一部分は、人気尺度に従って配列される、請
求項１に記載の装置。
【請求項１３】
　前記複数の第２のアプリケーションアイコンを有するユーザインタフェースにおいて、
前記複数の第２のアプリケーションアイコンの少なくとも一部分は、アルファベット順に
配列される、請求項１に記載の装置。
【請求項１４】
　前記複数の第２のアプリケーションアイコンを有するユーザインタフェースにおいて、
前記第１のアプリケーションに関連付けられたアプリケーションに対応した前記第１のア
プリケーションアイコン以外のアプリケーションアイコンは、予め選択された位置に表示
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される、請求項１に記載の装置。
【請求項１５】
　前記複数の第２のアプリケーションアイコンを有するユーザインタフェースにおいて、
予め選択されたアプリケーションに対応したアプリケーションアイコンは、予め選択され
た位置に表示される、請求項１に記載の装置。
【請求項１６】
　前記複数の第２のアプリケーションアイコンを有するユーザインタフェースにおいて、
前記電子装置のメモリに格納されていない１つ以上のアプリケーションに対応した１つ以
上のアプリケーションアイコンの少なくとも一部分は、前記電子装置のメモリに格納され
ていない１つ以上のアプリケーションの個々の開発者によって支払われた料金に従って配
列される、請求項１に記載の装置。
【請求項１７】
　前記複数の第２のアプリケーションアイコンを有するユーザインタフェースを表示する
前に、前記複数の第２のアプリケーションアイコンを有するユーザインタフェースを構成
するためのユーザ入力を検出するための命令と、
　前記複数の第２のアプリケーションアイコンを有するユーザインタフェースを構成する
ための検出されたユーザ入力に従って、前記複数の第２のアプリケーションアイコンを有
するユーザインタフェースにおいて、前記複数の第２のアプリケーションアイコンを表示
するための命令と、を含む請求項１に記載の装置。
【請求項１８】
　コンピュータ可読記憶媒体であって、
　ディスプレイを備えた電子装置の１つ以上のプロセッサで実行するための１つ以上のプ
ログラムを格納しており、前記１つ以上のプログラムは、
　複数の第１のアプリケーションアイコンを有するユーザインタフェースを表示するため
の命令であって、
　　前記複数の第１のアプリケーションアイコンは、前記電子装置のメモリに格納された
複数の第１のアプリケーションに対応し、
　　前記複数の第１のアプリケーションアイコンのうちの個々のアプリケーションアイコ
ンがアクティブ化されると、前記複数の第１のアプリケーションのうちの当該アプリケー
ションアイコンに対応したアプリケーションが起動する、前記複数の第１のアプリケーシ
ョンアイコンを有するユーザインタフェースを表示するための命令と、
　前記複数の第１のアプリケーションアイコンを有するユーザインタフェースを表示して
いる間に、前記複数の第１のアプリケーションアイコンのうちの第１のアプリケーション
アイコンのアクティブ化を検出するための命令と、
　前記第１のアプリケーションアイコンのアクティブ化を検出したことに応答して、前記
第１のアプリケーションアイコンに対応した第１のアプリケーションを表示するための命
令と、
　前記第１のアプリケーションを表示している間に、第１のタイプのオペレーションを要
求するユーザ入力を検出するための命令と、
　前記第１のタイプのオペレーションを要求するユーザ入力を検出したことに応答して、
複数の第２のアプリケーションアイコンを有するユーザインタフェースを表示するための
命令であって、
　　前記複数の第２のアプリケーションアイコンは、前記複数の第１のアプリケーション
アイコンとは異なるものであり、
　　前記複数の第２のアプリケーションアイコンのうちの各々のアプリケーションアイコ
ンは、当該アプリケーションが前記電子装置のメモリに格納されているときに前記第１の
タイプのオペレーションを実行可能である個々のアプリケーションに対応しており、
　　前記複数の第２のアプリケーションアイコンは、前記電子装置のメモリに格納された
１つ以上のアプリケーションに対応した１つ以上のアプリケーションアイコンを含み、
　　前記複数の第２のアプリケーションアイコンは、前記電子装置のメモリに格納されて
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いない１つ以上のアプリケーションに対応した１つ以上のアプリケーションアイコンを含
む、前記複数の第２のアプリケーションアイコンを有するユーザインタフェースを表示す
るための命令と、
　前記複数の第２のアプリケーションアイコンを有するユーザインタフェースを表示して
いる間に、前記複数の第２のアプリケーションアイコンのうちの前記電子装置のメモリに
格納されていない第２のアプリケーションに対応した第２のアプリケーションアイコンの
アクティブ化を検出するための命令と、
　前記第２のアプリケーションアイコンのアクティブ化を検出した後に、前記第２のアプ
リケーションを前記電子装置のメモリにインストールするための命令と、を含む、コンピ
ュータ可読記憶媒体。
【請求項１９】
　方法であって、
　ディスプレイと、１つ以上のプロセッサと、前記１つ以上のプロセッサで実行するため
の１つ以上のプログラムを格納するメモリと、を備える電子装置において、
　複数の第１のアプリケーションアイコンを有するユーザインタフェースを表示すること
であって、
　　前記複数の第１のアプリケーションアイコンは、前記電子装置のメモリに格納された
複数の第１のアプリケーションに対応し、
　　前記複数の第１のアプリケーションアイコンのうちの個々のアプリケーションアイコ
ンがアクティブ化されると、前記複数の第１のアプリケーションのうちの当該アプリケー
ションアイコンに対応したアプリケーションが起動する、前記複数の第１のアプリケーシ
ョンアイコンを有するユーザインタフェースを表示すること、
　前記複数の第１のアプリケーションアイコンを有するユーザインタフェースを表示して
いる間に、前記複数の第１のアプリケーションアイコンのうちの第１のアプリケーション
アイコンのアクティブ化を検出すること、
　前記第１のアプリケーションアイコンのアクティブ化を検出したことに応答して、前記
第１のアプリケーションアイコンに対応した第１のアプリケーションを表示すること、
　前記第１のアプリケーションを表示している間に、第１のタイプのオペレーションを要
求するユーザ入力を検出すること、
　前記第１のタイプのオペレーションを要求するユーザ入力を検出したことに応答して、
複数の第２のアプリケーションアイコンを有するユーザインタフェースを表示することで
あって、
　　前記複数の第２のアプリケーションアイコンは、前記複数の第１のアプリケーション
アイコンとは異なるものであり、
　　前記複数の第２のアプリケーションアイコンのうちの各々のアプリケーションアイコ
ンは、当該アプリケーションが前記電子装置のメモリに格納されているときに前記第１の
タイプのオペレーションを実行可能である個々のアプリケーションに対応し、
　　前記複数の第２のアプリケーションアイコンは、前記電子装置のメモリに格納された
１つ以上のアプリケーションに対応した１つ以上のアプリケーションアイコンを含み、
　　前記複数の第２のアプリケーションアイコンは、前記電子装置のメモリに格納されて
いない１つ以上のアプリケーションに対応した１つ以上のアプリケーションアイコンを含
む、前記複数の第２のアプリケーションアイコンを有するユーザインタフェースを表示す
ること、
　前記複数の第２のアプリケーションアイコンを有するユーザインタフェースを表示して
いる間に、前記複数の第２のアプリケーションアイコンのうちの前記電子装置のメモリに
格納されていない第２のアプリケーションに対応した第２のアプリケーションアイコンの
アクティブ化を検出すること、
　前記第２のアプリケーションアイコンのアクティブ化を検出した後に、前記第２のアプ
リケーションを前記電子装置のメモリにインストールすること、を含む方法。
【発明の詳細な説明】
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【技術分野】
【０００１】
　本発明は、広くは、電子装置のユーザインタフェースに関し、限定するものではないが
、電子装置においてアプリケーションを提示およびインストールするための方法およびシ
ステムを含むものである。
【背景技術】
【０００２】
　近年、携帯型スマートフォンおよびタブレットが、かなり普及している。その成功の一
因は、新たなアプリケーションを（例えば、アプリケーションストアから）インストール
できることである。また、ラップトップおよびデスクトップコンピュータなどの他の電子
装置も、オンラインアプリケーションストアからアプリケーションをダウンロードできる
ようになった。新たなアプリケーションをインストールすることによって、電子装置は、
新たな機能を実行すること、または既存の機能をより効率的に実行することが可能となる
。
【０００３】
　入手できるアプリケーションの数は、顕著に増加している。文字通り何百万ものアプリ
ケーションをダウンロードして入手可能である。ところが、アプリケーションを見つけて
インストールするための従来の方法は、時間を要し、煩雑かつ非効率的である。
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　そこで、アプリケーションを提示およびインストールするための、より高速かつより効
率的な方法およびインタフェースを備えた電子装置が求められている。そのような方法お
よびインタフェースは、場合に応じて、電子装置においてアプリケーションを提示および
インストールするための従来の方法を補完するもの、または従来の方法に代わるものであ
る。
【課題を解決するための手段】
【０００５】
　いくつかの実施形態により、ディスプレイと、１つ以上のプロセッサと、１つ以上のプ
ロセッサで実行するための複数のプログラムを格納するメモリと、を備える電子装置にお
いて、方法を実施する。本方法は、複数の第１のアプリケーションアイコンを有するユー
ザインタフェースを表示することを含む。複数の第１のアプリケーションアイコンは、電
子装置のメモリに格納された複数の第１のアプリケーションに対応しており、複数の第１
のアプリケーションアイコンのうちの個々のアプリケーションアイコンがアクティブ化さ
れると、複数の第１のアプリケーションのうちの当該アプリケーションアイコンに対応し
たアプリケーションが起動する。本方法は、複数の第１のアプリケーションアイコンを有
するユーザインタフェースを表示している間に、複数の第１のアプリケーションアイコン
のうちの第１のアプリケーションアイコンのアクティブ化を検出することと、第１のアプ
リケーションアイコンのアクティブ化を検出したことに応答して、第１のアプリケーショ
ンアイコンに対応した第１のアプリケーションを表示することと、第１のアプリケーショ
ンを表示している間に、第１のタイプのオペレーションを要求するユーザ入力を検出する
ことと、第１のタイプのオペレーションを要求するユーザ入力を検出したことに応答して
、複数の第２のアプリケーションアイコンを有するユーザインタフェースを表示すること
と、をさらに含む。複数の第２のアプリケーションアイコンは、複数の第１のアプリケー
ションアイコンとは異なるものである。複数の第２のアプリケーションアイコンのうちの
各々のアプリケーションアイコンは、当該アプリケーションが電子装置のメモリに格納さ
れているときに第１のタイプのオペレーションを実行可能である個々のアプリケーション
に対応している。複数の第２のアプリケーションアイコンは、電子装置のメモリに格納さ
れた１つ以上のアプリケーションに対応した１つ以上のアプリケーションアイコンを含む
。複数の第２のアプリケーションアイコンは、電子装置のメモリに格納されていない１つ



(8) JP 6301555 B2 2018.3.28

10

20

30

40

50

以上のアプリケーションに対応した１つ以上のアプリケーションアイコンを含む。本方法
は、複数の第２のアプリケーションアイコンを有するユーザインタフェースを表示してい
る間に、複数の第２のアプリケーションアイコンのうちの電子装置のメモリに格納されて
いない第２のアプリケーションに対応した第２のアプリケーションアイコンのアクティブ
化を検出することと、第２のアプリケーションアイコンのアクティブ化を検出した後に、
第２のアプリケーションを電子装置のメモリにインストールすることと、をさらに含む。
【０００６】
　いくつかの実施形態により、電子装置は、複数の第１のアプリケーションアイコンを有
するユーザインタフェースを表示するように構成された表示ユニットを備える。複数の第
１のアプリケーションアイコンは、電子装置のメモリに格納された複数の第１のアプリケ
ーションに対応している。複数の第１のアプリケーションアイコンのうちの個々のアプリ
ケーションアイコンがアクティブ化されると、複数の第１のアプリケーションのうちの当
該アプリケーションアイコンに対応したアプリケーションが起動する。電子装置は、表示
ユニットに結合された処理ユニットをさらに備える。処理ユニットは、複数の第１のアプ
リケーションアイコンを有するユーザインタフェースを表示ユニットで表示している間に
、複数の第１のアプリケーションアイコンのうちの第１のアプリケーションアイコンのア
クティブ化を検出し、第１のアプリケーションアイコンのアクティブ化を検出したことに
応答して、第１のアプリケーションアイコンに対応した第１のアプリケーションの表示ユ
ニット上での表示をイネーブルするように構成されている。処理ユニットは、第１のアプ
リケーションを表示ユニットで表示している間に、第１のタイプのオペレーションを要求
するユーザ入力を検出し、第１のタイプのオペレーションを要求するユーザ入力を検出し
たことに応答して、複数の第２のアプリケーションアイコンを有するユーザインタフェー
スの表示をイネーブルするようにさらに構成されている。複数の第２のアプリケーション
アイコンは、複数の第１のアプリケーションアイコンとは異なるものである。複数の第２
のアプリケーションアイコンのうちの各々のアプリケーションアイコンは、当該アプリケ
ーションが電子装置のメモリに格納されているときに第１のタイプのオペレーションを実
行可能である個々のアプリケーションに対応している。複数の第２のアプリケーションア
イコンは、電子装置のメモリに格納された１つ以上のアプリケーションに対応した１つ以
上のアプリケーションアイコンを含む。複数の第２のアプリケーションアイコンは、電子
装置のメモリに格納されていない１つ以上のアプリケーションに対応した１つ以上のアプ
リケーションアイコンを含む。処理ユニットは、複数の第２のアプリケーションアイコン
を有するユーザインタフェースの表示をイネーブルしている間に、複数の第２のアプリケ
ーションアイコンのうちの電子装置のメモリに格納されていない第２のアプリケーション
に対応した第２のアプリケーションアイコンのアクティブ化を検出し、第２のアプリケー
ションアイコンのアクティブ化を検出した後に、第２のアプリケーションを電子装置のメ
モリにインストールするようにさらに構成されている。
【０００７】
　いくつかの実施形態により、電子装置は、ディスプレイと、１つ以上のプロセッサと、
メモリと、１つ以上のプログラムと、を備える。１つ以上のプログラムは、メモリに格納
されて、１つ以上のプロセッサによって実行されるように構成されている。１つ以上のプ
ログラムは、上記方法のオペレーションを実行するための命令を含む。いくつかの実施形
態により、コンピュータ可読記憶媒体は、その中に格納された命令を有し、それらの命令
は、ディスプレイと、メモリと、１つ以上のプロセッサとを有する電子装置によって実行
されることで、上記方法のオペレーションを装置に実行させる。いくつかの実施形態によ
り、電子装置は、ディスプレイと、上記方法のオペレーションを実行するための手段と、
を備える。
【０００８】
　このようにして、アプリケーションを提示およびインストールするためのより高速かつ
より効率的な方法およびインタフェースを備えたディスプレイを有する電子装置を提供し
、これにより、そのような装置の有効性、効率性、およびユーザ満足度を向上させる。こ
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のような方法およびインタフェースは、アプリケーションを提示およびインストールする
ための従来の方法を補完するもの、または従来の方法に代わるものであり得る。
【０００９】
　本発明による実施形態は、具体的には、方法、記憶媒体、システム、およびコンピュー
タプログラムプロダクトに関する添付の請求項において開示しており、ある１つの請求項
カテゴリである例えば方法で記載されている特徴はいずれも、他の請求項カテゴリである
例えばシステムでも同様に特許請求の対象となり得る。添付の請求項における従属関係ま
たは後方参照は、単なる形式的な理由で選択されたものである。しかしながら、先行する
請求項への（特に多項従属での）意図的な後方参照の結果として得られる主題がいずれも
、同様に特許請求の対象となり得ることで、請求項およびその特徴の任意の組み合わせが
開示されているかのように、それらは、添付の請求項で選択されている従属関係にかかわ
りなく特許請求の対象となり得る。特許請求の対象となり得る主題は、添付の請求項に記
載の特徴の組み合わせだけではなく、請求項に記載の特徴の他の任意の組み合わせも含み
、請求項に記載の特徴はそれぞれ、請求項に記載の他の特徴または他の特徴の組み合わせ
と組み合わせることができる。さらに、本明細書に記載もしくは図示の実施形態および特
徴はいずれも、単独の請求項において、かつ／または本明細書に記載もしくは図示のいず
れかの実施形態もしくは特徴との、または添付の請求項の特徴のいずれかとの任意の組み
合わせで、特許請求され得る。
【００１０】
　いくつかの実施形態において、方法は、
　ディスプレイと、１つ以上のプロセッサと、１つ以上のプロセッサで実行するための複
数のプログラムを格納するメモリと、を備える電子装置において、
　複数の第１のアプリケーションアイコンを有するユーザインタフェースを表示すること
であって、
　　複数の第１のアプリケーションアイコンは、電子装置のメモリに格納された複数の第
１のアプリケーションに対応しており、
　　複数の第１のアプリケーションアイコンのうちの個々のアプリケーションアイコンが
アクティブ化されると、複数の第１のアプリケーションのうちの当該アプリケーションア
イコンに対応したアプリケーションが起動する、複数の第１のアプリケーションアイコン
を有するユーザインタフェースを表示すること、
　複数の第１のアプリケーションアイコンを有するユーザインタフェースを表示している
間に、複数の第１のアプリケーションアイコンのうちの第１のアプリケーションアイコン
のアクティブ化を検出すること、
　第１のアプリケーションアイコンのアクティブ化を検出したことに応答して、第１のア
プリケーションアイコンに対応した第１のアプリケーションを表示すること、
　第１のアプリケーションを表示している間に、第１のタイプのオペレーションを要求す
るユーザ入力を検出すること、
　第１のタイプのオペレーションを要求するユーザ入力を検出したことに応答して、複数
の第２のアプリケーションアイコンを有するユーザインタフェースを表示することであっ
て、
　　複数の第２のアプリケーションアイコンは、複数の第１のアプリケーションアイコン
とは異なるものであり、
　　複数の第２のアプリケーションアイコンのうちの各々のアプリケーションアイコンは
、当該アプリケーションが電子装置のメモリに格納されているときに第１のタイプのオペ
レーションを実行可能である個々のアプリケーションに対応しており、
　　複数の第２のアプリケーションアイコンは、電子装置のメモリに格納された１つ以上
のアプリケーションに対応した１つ以上のアプリケーションアイコンを含み、
　　複数の第２のアプリケーションアイコンは、電子装置のメモリに格納されていない１
つ以上のアプリケーションに対応した１つ以上のアプリケーションアイコンを含む、複数
の第２のアプリケーションアイコンを有するユーザインタフェースを表示すること、
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　複数の第２のアプリケーションアイコンを有するユーザインタフェースを表示している
間に、複数の第２のアプリケーションアイコンのうちの電子装置のメモリに格納されてい
ない第２のアプリケーションに対応した第２のアプリケーションアイコンのアクティブ化
を検出すること、
　第２のアプリケーションアイコンのアクティブ化を検出した後に、第２のアプリケーシ
ョンを電子装置のメモリにインストールすること、を含む。
【００１１】
　一部の実施形態では、本方法は、
　第２のアプリケーションアイコンのアクティブ化を検出したことに応答して、第２のア
プリケーションをインストールするための１つ以上のユーザインタフェースを表示するこ
とをさらに含み得る。
【００１２】
　いくつかの実施形態では、本方法は、
　第２のアプリケーションを電子装置のメモリにインストールした後に、
　第１のアプリケーションを表示している間に、第１のタイプのオペレーションを要求す
るユーザ入力を検出すること、
　第１のタイプのオペレーションを要求するユーザ入力を検出したことに応答して、複数
の第３のアプリケーションアイコンを有するユーザインタフェースを表示することであっ
て、
　　複数の第３のアプリケーションアイコンは、複数の第１のアプリケーションアイコン
とは異なるものであり、
　　複数の第３のアプリケーションアイコンのうちの各々のアプリケーションアイコンは
、当該アプリケーションが電子装置のメモリに格納されているときに第１のタイプのオペ
レーションを実行可能である個々のアプリケーションに対応している、複数の第３のアプ
リケーションアイコンを有するユーザインタフェースを表示すること、
　複数の第３のアプリケーションアイコンを表示している間に、複数の第３のアプリケー
ションアイコンのうちのインストール済みの第２のアプリケーションに対応したアプリケ
ーションアイコンのアクティブ化を検出すること、
　複数の第３のアプリケーションアイコンのうちのインストール済みの第２のアプリケー
ションに対応したアプリケーションアイコンのアクティブ化を検出したことに応答して、
第２のアプリケーションをインストールするための１つ以上のユーザインタフェースを表
示することなく、第２のアプリケーションを用いた第１のタイプのオペレーションを開始
させること、をさらに含み得る。
【００１３】
　いくつかの実施形態では、本方法は、
　第２のアプリケーションをインストールしたことに応答して、第２のアプリケーション
を用いた第１のタイプのオペレーションを開始させることをさらに含み得る。
【００１４】
　いくつかの実施形態では、本方法は、
　第２のアプリケーションアイコンのアクティブ化を検出した後に、第１のタイプのオペ
レーションを実行することなく、第２のアプリケーションを電子装置のメモリにインスト
ールすること、
　第１のタイプのオペレーションを実行することなく第２のアプリケーションを電子装置
のメモリにインストールした後に、第１のアプリケーションを表示している間に、第１の
タイプのオペレーションを要求するユーザ入力を検出すること、
　第１のタイプのオペレーションを要求するユーザ入力を検出したことに応答して、第２
のアプリケーションのユーザインタフェースを表示することと、をさらに含み得る。
【００１５】
　いくつかの実施形態では、本方法は、
　複数の第２のアプリケーションアイコンを有するユーザインタフェースを表示している
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間に、複数の第２のアプリケーションアイコンのうちの電子装置のメモリに格納されてい
る第３のアプリケーションに対応した第３のアプリケーションアイコンのアクティブ化を
検出すること、
　第３のアプリケーションアイコンのアクティブ化を検出したことに応答して、第３のア
プリケーションを用いた第１のタイプのオペレーションを開始させること、をさらに含み
得る。
【００１６】
　いくつかの実施形態では、第１のタイプのオペレーションは、対応するアプリケーショ
ンのユーザインタフェースを表示することを含むことができ、対応するアプリケーション
のユーザインタフェースは、第１のアプリケーションのユーザインタフェースの少なくと
も一部を含み得る。
【００１７】
　いくつかの実施形態では、本方法は、
　第１のアプリケーションは、複数の画像と、共有アイコンと、を有するユーザインタフ
ェースを含み、共有アイコンは、アクティブ化されると、第１のアプリケーション以外の
１つ以上の画像を共有することが可能なアプリケーションによって、複数の画像のうちの
１つ以上の画像を共有するためのプロセスを開始させるものであること、
　第１のアプリケーションを表示している間に、第１のタイプのオペレーションを要求す
るユーザ入力を検出することは、複数の画像のうちの個々の画像が選択されている間に、
共有アイコンのアクティブ化を検出することを含むこと、
　複数の第２のアプリケーションアイコンのうちの各々のアプリケーションアイコンは、
当該アプリケーションが電子装置のメモリに格納されているときに当該画像を共有するこ
とが可能な個々のアプリケーションに対応していること、をさらに含むことができ、
　本方法は、第２のアプリケーションをインストールした後に、第２のアプリケーション
を用いた当該画像の共有を開始させることを含み、
　この画像の共有を開始させることは、
　　第２のアプリケーションのユーザインタフェースを表示することであって、当該画像
の少なくとも一部を含む第２のアプリケーションのユーザインタフェースを表示すること
、
　　当該画像の共有に利用するソーシャルネットワーク、および／または当該画像の１人
以上の受信者を選択するためのユーザインタフェースを表示すること、
　　当該画像の共有に利用するソーシャルネットワーク、および／または当該画像の１人
以上の受信者を選択するためのユーザインタフェースを表示している間に、当該画像の共
有に利用するソーシャルネットワーク、および／または当該画像の１人以上の受信者につ
いてのユーザ選択を検出すること、
　　選択されたソーシャルネットワークおよび／または選択された１人以上の受信者への
配信のために、当該画像を送信するためのプロセスを開始させること、を含む。
【００１８】
　いくつかの実施形態では、本方法は、
　第２のアプリケーションをインストールする前には、複数の第１のアプリケーションを
有するユーザインタフェースは、第２のアプリケーションに対応したアプリケーションア
イコンを含まないこと、
　第２のアプリケーションをインストールした後には、複数の第１のアプリケーションを
有するユーザインタフェースは、第２のアプリケーションに対応したアプリケーションア
イコンを含むこと、を含み得る。
【００１９】
　いくつかの実施形態では、本方法は、
　複数の第２のアプリケーションアイコンを有するユーザインタフェースは、セグメント
化されること、
　電子装置のメモリに格納されている１つ以上のアプリケーションに対応した１つ以上の
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アプリケーションアイコンは、複数の第２のアプリケーションアイコンを有するユーザイ
ンタフェースのインストール済みアプリケーション・セグメントに表示されること、
　電子装置のメモリに格納されていない１つ以上のアプリケーションに対応した１つ以上
のアプリケーションアイコンは、複数の第２のアプリケーションアイコンを有するユーザ
インタフェースの未インストールアプリケーション・セグメントに表示され、未インスト
ールアプリケーション・セグメントは、インストール済みアプリケーション・セグメント
とは分離された別個のものであること、を含み得る。
【００２０】
　いくつかの実施形態では、本方法は、
　複数の第２のアプリケーションアイコンを有するユーザインタフェースは、セグメント
化されること、
　電子装置のメモリに格納されていない無料で入手できる１つ以上のアプリケーションに
対応した１つ以上のアプリケーションアイコンは、複数の第２のアプリケーションアイコ
ンを有するユーザインタフェースの未インストール無料アプリケーション・セグメントに
表示されること、
　電子装置のメモリに格納されていない有料で入手できる１つ以上のアプリケーションに
対応した１つ以上のアプリケーションアイコンは、複数の第２のアプリケーションアイコ
ンを有するユーザインタフェースの未インストール有料アプリケーション・セグメントに
表示され、未インストール有料アプリケーション・セグメントは、未インストール無料ア
プリケーション・セグメントとは分離された別個のものであること、を含み得る。
【００２１】
　いくつかの実施形態では、複数の第２のアプリケーションアイコンを有するユーザイン
タフェースにおいて、電子装置のメモリに格納されていない１つ以上のアプリケーション
に対応した１つ以上のアプリケーションアイコンの少なくとも一部分は、人気尺度に従っ
て配列され得る。
【００２２】
　いくつかの実施形態では、複数の第２のアプリケーションアイコンを有するユーザイン
タフェースにおいて、複数の第２のアプリケーションアイコンの少なくとも一部分は、ア
ルファベット順に配列され得る。
【００２３】
　いくつかの実施形態では、複数の第２のアプリケーションアイコンを有するユーザイン
タフェースにおいて、第１のアプリケーションに関連付けられたアプリケーションに対応
した第１のアプリケーションアイコン以外のアプリケーションアイコンは、予め選択され
た位置に表示され得る。
【００２４】
　いくつかの実施形態では、複数の第２のアプリケーションアイコンを有するユーザイン
タフェースにおいて、予め選択されたアプリケーションに対応したアプリケーションアイ
コンは、予め選択された位置に表示され得る。
【００２５】
　いくつかの実施形態では、複数の第２のアプリケーションアイコンを有するユーザイン
タフェースにおいて、電子装置のメモリに格納されていない１つ以上のアプリケーション
に対応した１つ以上のアプリケーションアイコンの少なくとも一部分は、電子装置のメモ
リに格納されていない１つ以上のアプリケーションの個々の開発者によって支払われた料
金に従って配列され得る。
【００２６】
　いくつかの実施形態では、本方法は、
　複数の第２のアプリケーションアイコンを有するユーザインタフェースを表示する前に
、複数の第２のアプリケーションアイコンを有するユーザインタフェースを構成するため
のユーザ入力を検出すること、
　複数の第２のアプリケーションアイコンを有するユーザインタフェースを構成するため
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の検出されたユーザ入力に従って、複数の第２のアプリケーションアイコンを有するユー
ザインタフェースにおいて、複数の第２のアプリケーションアイコンを表示すること、を
さらに含み得る。
【００２７】
　いくつかの実施形態において、電子装置は、
　ディスプレイと、
　１つ以上のプロセッサと、
　１つ以上のプロセッサで実行するための複数のプログラムを格納するメモリと、を備え
、１つ以上のプログラムは、
　複数の第１のアプリケーションアイコンを有するユーザインタフェースを表示するため
の命令であって、
　　複数の第１のアプリケーションアイコンは、電子装置のメモリに格納された複数の第
１のアプリケーションに対応しており、
　　複数の第１のアプリケーションアイコンのうちの個々のアプリケーションアイコンが
アクティブ化されると、複数の第１のアプリケーションのうちの当該アプリケーションア
イコンに対応したアプリケーションが起動する、複数の第１のアプリケーションアイコン
を有するユーザインタフェースを表示するための命令と、
　複数の第１のアプリケーションアイコンを有するユーザインタフェースを表示している
間に、複数の第１のアプリケーションアイコンのうちの第１のアプリケーションアイコン
のアクティブ化を検出するための命令と、
　第１のアプリケーションアイコンのアクティブ化を検出したことに応答して、第１のア
プリケーションアイコンに対応した第１のアプリケーションを表示するための命令と、
　第１のアプリケーションを表示している間に、第１のタイプのオペレーションを要求す
るユーザ入力を検出するための命令と、
　第１のタイプのオペレーションを要求するユーザ入力を検出したことに応答して、複数
の第２のアプリケーションアイコンを有するユーザインタフェースを表示するための命令
であって、
　　複数の第２のアプリケーションアイコンは、複数の第１のアプリケーションアイコン
とは異なるものであり、
　　複数の第２のアプリケーションアイコンのうちの各々のアプリケーションアイコンは
、当該アプリケーションが電子装置のメモリに格納されているときに第１のタイプのオペ
レーションを実行可能である個々のアプリケーションに対応しており、
　　複数の第２のアプリケーションアイコンは、電子装置のメモリに格納された１つ以上
のアプリケーションに対応した１つ以上のアプリケーションアイコンを含み、
　　複数の第２のアプリケーションアイコンは、電子装置のメモリに格納されていない１
つ以上のアプリケーションに対応した１つ以上のアプリケーションアイコンを含む、複数
の第２のアプリケーションアイコンを有するユーザインタフェースを表示するための命令
と、
　複数の第２のアプリケーションアイコンを有するユーザインタフェースを表示している
間に、複数の第２のアプリケーションアイコンのうちの電子装置のメモリに格納されてい
ない第２のアプリケーションに対応した第２のアプリケーションアイコンのアクティブ化
を検出するための命令と、
　第２のアプリケーションアイコンのアクティブ化を検出した後に、第２のアプリケーシ
ョンを電子装置のメモリにインストールするための命令と、を含む。
【００２８】
　いくつかの実施形態において、コンピュータ可読記憶媒体は、
　ディスプレイを備えた電子装置の１つ以上のプロセッサで実行するための複数のプログ
ラムを格納しており、複数のプログラムは、
　　複数の第１のアプリケーションアイコンを有するユーザインタフェースを表示するた
めの命令であって、
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　　複数の第１のアプリケーションアイコンは、電子装置のメモリに格納された複数の第
１のアプリケーションに対応しており、
　　複数の第１のアプリケーションアイコンのうちの個々のアプリケーションアイコンが
アクティブ化されると、複数の第１のアプリケーションのうちの当該アプリケーションア
イコンに対応したアプリケーションが起動する、複数の第１のアプリケーションアイコン
を有するユーザインタフェースを表示するための命令と、
　複数の第１のアプリケーションアイコンを有するユーザインタフェースを表示している
間に、複数の第１のアプリケーションアイコンのうちの第１のアプリケーションアイコン
のアクティブ化を検出するための命令と、
　第１のアプリケーションアイコンのアクティブ化を検出したことに応答して、第１のア
プリケーションアイコンに対応した第１のアプリケーションを表示するための命令と、
　第１のアプリケーションを表示している間に、第１のタイプのオペレーションを要求す
るユーザ入力を検出するための命令と、
　第１のタイプのオペレーションを要求するユーザ入力を検出したことに応答して、複数
の第２のアプリケーションアイコンを有するユーザインタフェースを表示するための命令
であって、
　　複数の第２のアプリケーションアイコンは、複数の第１のアプリケーションアイコン
とは異なるものであり、
　　複数の第２のアプリケーションアイコンのうちの各々のアプリケーションアイコンは
、当該アプリケーションが電子装置のメモリに格納されているときに第１のタイプのオペ
レーションを実行可能である個々のアプリケーションに対応しており、
　　複数の第２のアプリケーションアイコンは、電子装置のメモリに格納された１つ以上
のアプリケーションに対応した１つ以上のアプリケーションアイコンを含み、
　　複数の第２のアプリケーションアイコンは、電子装置のメモリに格納されていない１
つ以上のアプリケーションに対応した１つ以上のアプリケーションアイコンを含む、複数
の第２のアプリケーションアイコンを有するユーザインタフェースを表示するための命令
と、
　複数の第２のアプリケーションアイコンを有するユーザインタフェースを表示している
間に、複数の第２のアプリケーションアイコンのうちの電子装置のメモリに格納されてい
ない第２のアプリケーションに対応した第２のアプリケーションアイコンのアクティブ化
を検出するための命令と、
　第２のアプリケーションアイコンのアクティブ化を検出した後に、第２のアプリケーシ
ョンを電子装置のメモリにインストールするための命令と、を含む。
【００２９】
　いくつかの実施形態において、電子装置は、
　ディスプレイと、
　複数の第１のアプリケーションアイコンを有するユーザインタフェースを表示するため
の手段であって、
　　複数の第１のアプリケーションアイコンは、電子装置のメモリに格納された複数の第
１のアプリケーションに対応しており、
　　複数の第１のアプリケーションアイコンのうちの個々のアプリケーションアイコンが
アクティブ化されると、複数の第１のアプリケーションのうちの当該アプリケーションア
イコンに対応したアプリケーションが起動する、複数の第１のアプリケーションアイコン
を有するユーザインタフェースを表示するための手段と、
　複数の第１のアプリケーションアイコンを有するユーザインタフェースを表示している
間に有効化されて、複数の第１のアプリケーションアイコンのうちの第１のアプリケーシ
ョンアイコンのアクティブ化を検出するための手段と、
　第１のアプリケーションアイコンのアクティブ化を検出したことに応答して有効化され
て、第１のアプリケーションアイコンに対応した第１のアプリケーションを表示するため
の手段と、
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　第１のアプリケーションを表示している間に有効化されて、第１のタイプのオペレーシ
ョンを要求するユーザ入力を検出するための手段と、
　第１のタイプのオペレーションを要求するユーザ入力を検出したことに応答して有効化
されて、複数の第２のアプリケーションアイコンを有するユーザインタフェースを表示す
るための手段であって、
　　複数の第２のアプリケーションアイコンは、複数の第１のアプリケーションアイコン
とは異なるものであり、
　　複数の第２のアプリケーションアイコンのうちの各々のアプリケーションアイコンは
、当該アプリケーションが電子装置のメモリに格納されているときに第１のタイプのオペ
レーションを実行可能である個々のアプリケーションに対応しており、
　　複数の第２のアプリケーションアイコンは、電子装置のメモリに格納された１つ以上
のアプリケーションに対応した１つ以上のアプリケーションアイコンを含み、
　　複数の第２のアプリケーションアイコンは、電子装置のメモリに格納されていない１
つ以上のアプリケーションに対応した１つ以上のアプリケーションアイコンを含む、複数
の第２のアプリケーションアイコンを有するユーザインタフェースを表示するための手段
と、
　複数の第２のアプリケーションアイコンを有するユーザインタフェースを表示している
間に有効化されて、複数の第２のアプリケーションアイコンのうちの電子装置のメモリに
格納されていない第２のアプリケーションに対応した第２のアプリケーションアイコンの
アクティブ化を検出するための手段と、
　第２のアプリケーションアイコンのアクティブ化を検出した後に有効化されて、第２の
アプリケーションを電子装置のメモリにインストールするための手段と、を備える。
【００３０】
　いくつかの実施形態において、電子装置は、
　ディスプレイと、
　１つ以上のプロセッサと、
　１つ以上のプログラムを格納するメモリと、を備え、１つ以上のプログラムは、１つ以
上のプロセッサによって実行されるように構成されており、１つ以上のプログラムは、上
記実施形態のいずれかによる方法を実行するための命令を含む。
【００３１】
　いくつかの実施形態において、コンピュータ可読記憶媒体は、１つ以上のプログラムを
格納しており、１つ以上のプログラムは、ディスプレイを備えた電子装置によって実行さ
れることで、上記実施形態のいずれかによる方法を装置に実行させる命令を含む。
【００３２】
　いくつかの実施形態において、電子装置は、
　ディスプレイと、
　上記実施形態のいずれかによる方法を実行するための手段と、を備える。
【００３３】
　いくつかの実施形態において、電子装置は、
　複数の第１のアプリケーションアイコンを有するユーザインタフェースを表示するよう
に構成された表示ユニットを備え、
　複数の第１のアプリケーションアイコンは、電子装置のメモリに格納された複数の第１
のアプリケーションに対応しており、
　複数の第１のアプリケーションアイコンのうちの個々のアプリケーションアイコンがア
クティブ化されると、複数の第１のアプリケーションのうちの当該アプリケーションアイ
コンに対応したアプリケーションが起動し、
　表示ユニットに結合された処理ユニットを備え、処理ユニットは、
　複数の第１のアプリケーションアイコンを有するユーザインタフェースを表示ユニット
で表示している間に、複数の第１のアプリケーションアイコンのうちの第１のアプリケー
ションアイコンのアクティブ化を検出し、
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　第１のアプリケーションアイコンのアクティブ化を検出したことに応答して、第１のア
プリケーションアイコンに対応した第１のアプリケーションの表示ユニット上での表示を
イネーブルし、
　第１のアプリケーションを表示ユニットで表示している間に、第１のタイプのオペレー
ションを要求するユーザ入力を検出し、
　第１のタイプのオペレーションを要求するユーザ入力を検出したことに応答して、複数
の第２のアプリケーションアイコンを有するユーザインタフェースの表示をイネーブルす
る、ように構成されており、
　複数の第２のアプリケーションアイコンは、複数の第１のアプリケーションアイコンと
は異なるものであり、
　複数の第２のアプリケーションアイコンのうちの各々のアプリケーションアイコンは、
当該アプリケーションが電子装置のメモリに格納されているときに第１のタイプのオペレ
ーションを実行可能である個々のアプリケーションに対応しており、
　複数の第２のアプリケーションアイコンは、電子装置のメモリに格納された１つ以上の
アプリケーションに対応した１つ以上のアプリケーションアイコンを含み、
　複数の第２のアプリケーションアイコンは、電子装置のメモリに格納されていない１つ
以上のアプリケーションに対応した１つ以上のアプリケーションアイコンを含み、
　処理ユニットは、
　複数の第２のアプリケーションアイコンを有するユーザインタフェースの表示をイネー
ブルしている間に、複数の第２のアプリケーションアイコンのうちの電子装置のメモリに
格納されていない第２のアプリケーションに対応した第２のアプリケーションアイコンの
アクティブ化を検出し、
　第２のアプリケーションアイコンのアクティブ化を検出した後に、第２のアプリケーシ
ョンを電子装置のメモリにインストールするように構成されている。
【００３４】
　いくつかの実施形態では、処理ユニットは、第２のアプリケーションアイコンのアクテ
ィブ化を検出したことに応答して、第２のアプリケーションをインストールするための１
つ以上のユーザインタフェースの表示をイネーブルするように構成され得る。
【００３５】
　いくつかの実施形態では、処理ユニットは、
　第２のアプリケーションを電子装置のメモリにインストールした後に、
　第１のアプリケーションの表示をイネーブルしている間に、第１のタイプのオペレーシ
ョンを要求するユーザ入力を検出し、
　第１のタイプのオペレーションを要求するユーザ入力を検出したことに応答して、複数
の第３のアプリケーションアイコンを有するユーザインタフェースの表示をイネーブルす
るように構成することができ、
　複数の第３のアプリケーションアイコンは、複数の第１のアプリケーションアイコンと
は異なるものであり、
　複数の第３のアプリケーションアイコンのうちの各々のアプリケーションアイコンは、
当該アプリケーションが電子装置のメモリに格納されているときに第１のタイプのオペレ
ーションを実行可能である個々のアプリケーションに対応しており、
　処理ユニットは、
　複数の第３のアプリケーションアイコンの表示をイネーブルしている間に、複数の第３
のアプリケーションアイコンのうちのインストール済みの第２のアプリケーションに対応
したアプリケーションアイコンのアクティブ化を検出し、
　複数の第３のアプリケーションアイコンのうちのインストール済みの第２のアプリケー
ションに対応したアプリケーションアイコンのアクティブ化を検出したことに応答して、
第２のアプリケーションをインストールするための１つ以上のユーザインタフェースを表
示することなく、第２のアプリケーションを用いた第１のタイプのオペレーションを開始
させるように構成され得る。
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【００３６】
　いくつかの実施形態では、処理ユニットは、
　第２のアプリケーションをインストールしたことに応答して、第２のアプリケーション
を用いた第１のタイプのオペレーションを開始させるように構成され得る。
【００３７】
　いくつかの実施形態では、処理ユニットは、
　第２のアプリケーションアイコンのアクティブ化を検出した後に、第１のタイプのオペ
レーションを実行することなく、第２のアプリケーションを電子装置のメモリにインスト
ールし、
　第１のタイプのオペレーションを実行することなく第２のアプリケーションを電子装置
のメモリにインストールした後に、第１のアプリケーションの表示をイネーブルしている
間に、第１のタイプのオペレーションを要求するユーザ入力を検出し、
　第１のタイプのオペレーションを要求するユーザ入力を検出したことに応答して、第２
のアプリケーションを用いた第１のタイプのオペレーションを開始させるように構成され
得る。
【００３８】
　いくつかの実施形態では、処理ユニットは、
　複数の第２のアプリケーションアイコンを有するユーザインタフェースの表示をイネー
ブルしている間に、複数の第２のアプリケーションアイコンのうちの電子装置のメモリに
格納されている第３のアプリケーションに対応した第３のアプリケーションアイコンのア
クティブ化を検出し、
　第３のアプリケーションアイコンのアクティブ化を検出したことに応答して、第３のア
プリケーションを用いた第１のタイプのオペレーションを開始させるように構成され得る
。
【００３９】
　いくつかの実施形態では、第１のタイプのオペレーションは、対応するアプリケーショ
ンのユーザインタフェースの表示をイネーブルすることを含むことができ、対応するアプ
リケーションのユーザインタフェースは、第１のアプリケーションのユーザインタフェー
スの少なくとも一部を含み得る。
【００４０】
　いくつかの実施形態では、
　第１のアプリケーションは、複数の画像と、共有アイコンと、を有するユーザインタフ
ェースを含み、共有アイコンは、アクティブ化されると、第１のアプリケーション以外の
１つ以上の画像を共有することが可能なアプリケーションによって、複数の画像のうちの
１つ以上の画像を共有するためのプロセスを開始させるものであり、
　第１のアプリケーションの表示をイネーブルしている間に、第１のタイプのオペレーシ
ョンを要求するユーザ入力を検出することは、複数の画像のうちの個々の画像が選択され
ている間に、共有アイコンのアクティブ化を検出することを含み、
　複数の第２のアプリケーションアイコンのうちの各々のアプリケーションアイコンは、
当該アプリケーションが電子装置のメモリに格納されているときに当該画像を共有するこ
とが可能な個々のアプリケーションに対応しており、
　処理ユニットは、第２のアプリケーションをインストールした後に、第２のアプリケー
ションを用いた当該画像の共有を開始させるように構成されており、
　この画像の共有を開始させることは、
　第２のアプリケーションのユーザインタフェースの表示をイネーブルすることであって
、当該画像の少なくとも一部を含む第２のアプリケーションのユーザインタフェースの表
示をイネーブルすること、
　当該画像の共有に利用するソーシャルネットワーク、および／または当該画像の１人以
上の受信者、を選択するためのユーザインタフェースの表示をイネーブルすること、
　当該画像の共有に利用するソーシャルネットワーク、および／または当該画像の１人以
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上の受信者、を選択するためのユーザインタフェースの表示をイネーブルしている間に、
当該画像の共有に利用するソーシャルネットワーク、および／または当該画像の１人以上
の受信者、についてのユーザ選択を検出すること、
　選択されたソーシャルネットワークおよび／または選択された１人以上の受信者への配
信のために、当該画像を送信するためのプロセスを開始させること、を含む。
【００４１】
　いくつかの実施形態では、
　第２のアプリケーションをインストールする前には、複数の第１のアプリケーションを
有するユーザインタフェースは、第２のアプリケーションに対応したアプリケーションア
イコンを含まず、
　第２のアプリケーションをインストールした後には、複数の第１のアプリケーションを
有するユーザインタフェースは、第２のアプリケーションに対応したアプリケーションア
イコンを含む。
【００４２】
　いくつかの実施形態では、
　複数の第２のアプリケーションアイコンを有するユーザインタフェースは、セグメント
化されており、
　電子装置のメモリに格納されている１つ以上のアプリケーションに対応した１つ以上の
アプリケーションアイコンは、複数の第２のアプリケーションアイコンを有するユーザイ
ンタフェースのインストール済みアプリケーション・セグメントに表示され、
　電子装置のメモリに格納されていない１つ以上のアプリケーションに対応した１つ以上
のアプリケーションアイコンは、複数の第２のアプリケーションアイコンを有するユーザ
インタフェースの未インストールアプリケーション・セグメントに表示され、
　未インストールアプリケーション・セグメントは、インストール済みアプリケーション
・セグメントとは分離された別個のものである。
【００４３】
　いくつかの実施形態では、
　複数の第２のアプリケーションアイコンを有するユーザインタフェースは、セグメント
化されており、
　電子装置のメモリに格納されていない無料で入手できる１つ以上のアプリケーションに
対応した１つ以上のアプリケーションアイコンは、複数の第２のアプリケーションアイコ
ンを有するユーザインタフェースの未インストール無料アプリケーション・セグメントに
表示され、
　電子装置のメモリに格納されていない有料で入手できる１つ以上のアプリケーションに
対応した１つ以上のアプリケーションアイコンは、複数の第２のアプリケーションアイコ
ンを有するユーザインタフェースの未インストール有料アプリケーション・セグメントに
表示され、
　未インストール有料アプリケーション・セグメントは、未インストール無料アプリケー
ション・セグメントとは分離された別個のものである。
【００４４】
　いくつかの実施形態では、複数の第２のアプリケーションアイコンを有するユーザイン
タフェースにおいて、電子装置のメモリに格納されていない１つ以上のアプリケーション
に対応した１つ以上のアプリケーションアイコンの少なくとも一部分は、人気尺度に従っ
て配列され得る。
【００４５】
　いくつかの実施形態では、複数の第２のアプリケーションアイコンを有するユーザイン
タフェースにおいて、複数の第２のアプリケーションアイコンの少なくとも一部分は、ア
ルファベット順に配列され得る。
【００４６】
　いくつかの実施形態では、複数の第２のアプリケーションアイコンを有するユーザイン
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タフェースにおいて、第１のアプリケーションに関連付けられたアプリケーションに対応
した、第１のアプリケーションアイコン以外のアプリケーションアイコンは、予め選択さ
れた位置に表示され得る。
【００４７】
　いくつかの実施形態では、複数の第２のアプリケーションアイコンを有するユーザイン
タフェースにおいて、予め選択されたアプリケーションに対応したアプリケーションアイ
コンは、予め選択された位置に表示され得る。
【００４８】
　いくつかの実施形態では、複数の第２のアプリケーションアイコンを有するユーザイン
タフェースにおいて、電子装置のメモリに格納されていない１つ以上のアプリケーション
に対応した１つ以上のアプリケーションアイコンの少なくとも一部分は、電子装置のメモ
リに格納されていない１つ以上のアプリケーションの個々の開発者によって支払われた料
金に従って配列され得る。
【００４９】
　いくつかの実施形態では、処理ユニットは、
　複数の第２のアプリケーションアイコンを有するユーザインタフェースの表示をイネー
ブルする前に、複数の第２のアプリケーションアイコンを有するユーザインタフェースを
構成するためのユーザ入力を検出し、
　複数の第２のアプリケーションアイコンを有するユーザインタフェースを構成するため
の検出されたユーザ入力に従って、複数の第２のアプリケーションアイコンを有するユー
ザインタフェースにおいて、複数の第２のアプリケーションアイコンの表示をイネーブル
するように構成され得る。
【００５０】
　いくつかの実施形態において、１つ以上の非一時的なコンピュータ可読記憶媒体は、ソ
フトウェアを実装しており、そのソフトウェアは、実行されることで、上記実施形態のい
ずれかによる方法を実施するように機能する。
【００５１】
　いくつかの実施形態において、システムは、１つ以上のプロセッサと、プロセッサに結
合された少なくとも１つのメモリであって、プロセッサで実行可能な命令を含むメモリと
、を備え、プロセッサは、命令を実行することで、上記実施形態のいずれかによる方法を
実施するように機能する。
【００５２】
　いくつかの実施形態において、好ましくは非一時的なコンピュータ可読記憶媒体を含む
、コンピュータプログラムプロダクトは、データ処理システム上で実行されることで、上
記実施形態のいずれかによる方法を実施するように機能する。
【００５３】
　記載の種々の実施形態についてより良く理解するため、以下の図面と併せて、以下の実
施形態の説明を参照すべきであり、図面では、対応する部分は、図面全体を通して同様の
参照符号で示している。
【図面の簡単な説明】
【００５４】
【図１】図１は、いくつかの実施形態による、例示的な電子装置を示すブロック図である
。
【図２Ａ】いくつかの実施形態による、１つ以上のアプリケーションを提示およびインス
トールするための電子装置における例示的なユーザインタフェースを示している。
【図２Ｂ】いくつかの実施形態による、１つ以上のアプリケーションを提示およびインス
トールするための電子装置における例示的なユーザインタフェースを示している。
【図２Ｃ】いくつかの実施形態による、１つ以上のアプリケーションを提示およびインス
トールするための電子装置における例示的なユーザインタフェースを示している。
【図２Ｄ】いくつかの実施形態による、１つ以上のアプリケーションを提示およびインス
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トールするための電子装置における例示的なユーザインタフェースを示している。
【図２Ｅ】いくつかの実施形態による、１つ以上のアプリケーションを提示およびインス
トールするための電子装置における例示的なユーザインタフェースを示している。
【図２Ｆ】いくつかの実施形態による、１つ以上のアプリケーションを提示およびインス
トールするための電子装置における例示的なユーザインタフェースを示している。
【図２Ｇ】いくつかの実施形態による、１つ以上のアプリケーションを提示およびインス
トールするための電子装置における例示的なユーザインタフェースを示している。
【図２Ｈ】いくつかの実施形態による、１つ以上のアプリケーションを提示およびインス
トールするための電子装置における例示的なユーザインタフェースを示している。
【図２Ｉ】いくつかの実施形態による、１つ以上のアプリケーションを提示およびインス
トールするための電子装置における例示的なユーザインタフェースを示している。
【図２Ｊ】いくつかの実施形態による、１つ以上のアプリケーションを提示およびインス
トールするための電子装置における例示的なユーザインタフェースを示している。
【図２Ｋ】いくつかの実施形態による、１つ以上のアプリケーションを提示およびインス
トールするための電子装置における例示的なユーザインタフェースを示している。
【図２Ｌ】いくつかの実施形態による、１つ以上のアプリケーションを提示およびインス
トールするための電子装置における例示的なユーザインタフェースを示している。
【図２Ｍ】いくつかの実施形態による、１つ以上のアプリケーションを提示およびインス
トールするための電子装置における例示的なユーザインタフェースを示している。
【図２Ｎ】いくつかの実施形態による、１つ以上のアプリケーションを提示およびインス
トールするための電子装置における例示的なユーザインタフェースを示している。
【図２Ｏ】いくつかの実施形態による、１つ以上のアプリケーションを提示およびインス
トールするための電子装置における例示的なユーザインタフェースを示している。
【図２Ｐ】いくつかの実施形態による、１つ以上のアプリケーションを提示およびインス
トールするための電子装置における例示的なユーザインタフェースを示している。
【図２Ｑ】いくつかの実施形態による、１つ以上のアプリケーションを提示およびインス
トールするための電子装置における例示的なユーザインタフェースを示している。
【図２Ｒ】いくつかの実施形態による、１つ以上のアプリケーションを提示およびインス
トールするための電子装置における例示的なユーザインタフェースを示している。
【図２Ｓ】いくつかの実施形態による、１つ以上のアプリケーションを提示およびインス
トールするための電子装置における例示的なユーザインタフェースを示している。
【図２Ｔ】いくつかの実施形態による、１つ以上のアプリケーションを提示およびインス
トールするための電子装置における例示的なユーザインタフェースを示している。
【図２Ｕ】いくつかの実施形態による、１つ以上のアプリケーションを提示およびインス
トールするための電子装置における例示的なユーザインタフェースを示している。
【図２Ｖ】いくつかの実施形態による、１つ以上のアプリケーションを提示およびインス
トールするための電子装置における例示的なユーザインタフェースを示している。
【図３Ａ】いくつかの実施形態による、１つ以上のアプリケーションを提示およびインス
トールする方法を示すフロー図である。
【図３Ｂ】いくつかの実施形態による、１つ以上のアプリケーションを提示およびインス
トールする方法を示すフロー図である。
【図３Ｃ】いくつかの実施形態による、１つ以上のアプリケーションを提示およびインス
トールする方法を示すフロー図である。
【図３Ｄ】いくつかの実施形態による、１つ以上のアプリケーションを提示およびインス
トールする方法を示すフロー図である。
【図３Ｅ】いくつかの実施形態による、１つ以上のアプリケーションを提示およびインス
トールする方法を示すフロー図である。
【図４】いくつかの実施形態による、電子装置の機能ブロック図である。
【発明を実施するための形態】
【００５５】
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　上述のように、電子装置（例えば、携帯型スマートフォン、タブレット、ラップトップ
、およびデスクトップコンピュータ）は、アプリケーションストアのようなオンラインソ
ースから、新たなアプリケーションをダウンロードすることが可能である。新たなアプリ
ケーションをインストールすることによって、電子装置は、新たな機能を実行すること、
または既存の機能をより効率的に実行することが可能となる。
【００５６】
　入手できるアプリケーションの数は、顕著に増加しており、何百万にも達する。アプリ
ケーションを見つけてインストールするための従来の方法では、一般に、ユーザは、様々
なアプリケーションを提示するように構成された「アプリケーションストア」アプリケー
ションを起動して、ストア内のアプリケーションの長大なリストに目を通し、そのユーザ
のニーズを満たし得るアプリケーションを特定して、その特定したアプリケーションをア
プリケーションストア・アプリケーションによってダウンロードおよびインストールし、
そして、その新たにインストールしたアプリケーションを開くことが必要となる。もし、
ユーザが求めている機能を、新たにインストールしたアプリケーションが提供していなけ
れば、ユーザは、所望の機能を備えたアプリケーションが見つかるまで、このプロセスを
繰り返さなければならない。これは、時間を要し、煩雑かつ非効率的である。
【００５７】
　これに対して、以下で説明する実施形態では、ユーザが、ある特定のオペレーション（
operation）を要求すると、要求されたオペレーションを実行可能なインストール済みア
プリケーションのアプリケーションアイコンと共に、要求されたオペレーションを実行可
能な新規の未インストールアプリケーションのアプリケーションアイコンを表示すること
によって、アプリケーションを推奨する。このようにして、ユーザは、要求のオペレーシ
ョンの実行を望むその時に、要求のオペレーションを実行可能なインストール済みと未イ
ンストールの両方のアプリケーションのアイコンを提示される。インストール済みアプリ
ケーションよりも未インストールアプリケーションの１つのほうが、要求のオペレーショ
ンを実行するのに適していると、ユーザが判断する場合（または、ユーザが、単に未イン
ストールアプリケーションの１つの試用を望む場合）には、ユーザは、要求のオペレーシ
ョンの実行のために、そのアプリケーションを容易にダウンロードして使用することが可
能である。
【００５８】
　以下で、図１は、例示的な電子装置について説明するものである。図２Ａ～２Ｖは、１
つ以上のアプリケーションを提示およびインストールするための例示的なユーザインタフ
ェースを示している。図３Ａ～３Ｅは、１つ以上のアプリケーションを提示およびインス
トールする方法を示すフロー図である。図２Ａ～２Ｖのユーザインタフェースを用いて、
図３Ａ～３Ｅのプロセスについて説明する。
【００５９】
　以下、いくつかの実施形態を参照し、その例を添付の図面に示している。以下の説明で
は、記載の種々の実施形態についての理解を与えるため、様々な具体的詳細について記載
する。しかしながら、記載の種々の実施形態は、それら特定の詳細を省いても実施できる
ことは、当業者には明らかであろう。一方、実施形態の態様を不必要に不明瞭にすること
がないよう、周知の方法、手順、コンポーネント、回路、およびネットワークについては
詳細に記載していない。
【００６０】
　また、場合によっては、種々の要素を記述するために「第１」、「第２」などの用語が
本明細書で使用されるが、これらの用語によって、それらの要素は限定されるべきではな
いということも、理解されるであろう。これらの用語は、単に、ある要素を他の要素と区
別するために使用されるにすぎない。例えば、記載の種々の実施形態の範囲から逸脱する
ことなく、第１のアプリケーションアイコンを第２のアプリケーションアイコンと呼ぶこ
とができ、同様に、第２のアプリケーションアイコンを第１のアプリケーションアイコン
と呼ぶことができる。第１のアプリケーションアイコンと第２のアプリケーションアイコ
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ンは、両方ともアプリケーションアイコンであるが、同じアプリケーションアイコンでは
ない。
【００６１】
　本明細書に記載の種々の実施形態の説明で使用される用語は、単に具体的な実施形態を
説明する目的のものにすぎず、限定するものではない。記載の種々の実施形態の説明およ
び添付の請求項で使用される場合の単数形「a」、「an」、および「the」は、特に文脈で
明確に示していない限り、複数形も含むものである。また、本明細書で使用される場合の
「および／または（and/or）」という表現は、関連して列挙されるアイテムのうちの１つ
以上からなるあらゆる可能な組み合わせを指し、また、包含するものと理解される。さら
に、本明細書で使用される場合の「含む（includes）」、「含んでいる（including）」
、「備える（comprises）」、および／または「備えている（comprising）」という表現
は、記載される特徴、整数値、ステップ、オペレーション、要素、および／またはコンポ
ーネントの存在を規定するものと理解されるが、１つまたは複数の他の特徴、整数値、ス
テップ、オペレーション、要素、コンポーネント、および／またはそれらからなる群の存
在もしくは追加を除外するものではない。
【００６２】
　本明細書で使用される場合の「～場合に（if）」という表現は、文脈に応じて、「～と
きに（when）」または「～際に（upon）」または「～と判断したことに応答して（in res
ponse to determining）」または「～を検出したことに応答して（in response to detec
ting）」または「～という判断に従って（in accordance with a determination that）
」を意味するものと、適宜、解釈される。同様に、「～と判断された場合に」または「［
記載の条件もしくは事象］が検出された場合に」という表現は、文脈に応じて、「～と判
断した際に」または「～と判断したことに応答して」または「［記載の条件もしくは事象
］を検出した際に」または「［記載の条件もしくは事象］を検出したことに応答して」ま
たは「［記載の条件もしくは事象］が検出されたという判断に従って」を意味するものと
、適宜、解釈される。
【００６３】
　個々の電子装置に関連して、本明細書で使用される場合の「未インストールアプリケー
ション（not-installed applications）」という用語は、当該電子装置のメモリに格納さ
れていないアプリケーションを指す。さらに、個々の電子装置に関連して、「インストー
ル済みアプリケーション（installed applications）」という用語は、当該電子装置のメ
モリに格納されているアプリケーションを指す。
【００６４】
　図１は、いくつかの実施形態による、例示的な電子装置１００を示すブロック図である
。電子装置１００は、典型的には、１つ以上の処理ユニット（プロセッサまたはコア）１
０２と、１つ以上のネットワークインタフェースまたは他の通信インタフェース１０４と
、メモリ１０６と、これらのコンポーネントを相互接続するための１つ以上の通信バス１
０８と、を備える。通信バス１０８は、オプションとして、システムコンポーネント間を
相互接続して通信を制御する（チップセットと呼ばれることもある）回路を含む。電子装
置１００は、ユーザインタフェース１１０を備える。ユーザインタフェース１１０は、典
型的には、ディスプレイ装置１１２を含む。明確にするために、本装置のユーザインタフ
ェース１１０は、アプリケーションのユーザインタフェースとは区別されるが、ただし、
アプリケーションのユーザインタフェースは、本装置のユーザインタフェース１１０のデ
ィスプレイ装置１１２に表示される。一部の実施形態では、電子装置は、キーボード、マ
ウス、および／または他の入力ボタン１１６のような入力装置を備える。一部の実施形態
では、代替的または追加的に、ディスプレイ装置１１２はタッチセンス面１１４を有し、
この場合のディスプレイ装置１１２は、タッチセンスディスプレイである。タッチセンス
ディスプレイ１１２を有する電子装置では、物理キーボードはオプションである（例えば
、キーボード入力が必要なときには、ソフトキーボードを表示することができる）。ユー
ザインタフェース１１０は、さらにオーディオ出力装置１１８を含み、そのオーディオ出



(23) JP 6301555 B2 2018.3.28

10

20

30

40

50

力装置１１８は、スピーカであるか、またはスピーカ、イヤホン、もしくはヘッドホンに
接続されるオーディオ出力接続部などである。さらに、一部の電子装置１００では、キー
ボードに対して補足的または代替的に、マイクロホンおよび音声認識を用いる。電子装置
１００は、オプションとして、音声（例えば、ユーザからの音声）を取り込むためのオー
ディオ入力装置１２０（例えば、マイクロホン）を備える。電子装置１００は、オプショ
ンとして、電子装置１００の位置を特定するためのＧＰＳ（グローバルポジショニング衛
星）または他のジオロケーション受信機のような位置検出装置１２２を備える。電子装置
１００は、さらにオプションとしてカメラまたはウェブカメラのような画像／ビデオキャ
プチャ装置１２４を備える。
【００６５】
　メモリ１０６は、ＤＲＡＭ、ＳＲＡＭ、ＤＤＲＲＡＭ、または他のランダムアクセスソ
リッドステートメモリ装置のような高速ランダムアクセスメモリを含み、さらに、１つ以
上の磁気ディスク記憶装置、光ディスク記憶装置、フラッシュメモリ装置、または他の不
揮発性ソリッドステート記憶装置のような不揮発性メモリを含むことができる。メモリ１
０６、あるいはメモリ１０６内の不揮発性メモリ装置は、非一時的なコンピュータ可読記
憶媒体を含む。いくつかの実施形態において、メモリ１０６、またはメモリ１０６のコン
ピュータ可読記憶媒体は、以下のプログラム、モジュール、およびデータ構造、またはそ
の一部分もしくはスーパーセット（superset）を格納している：
　・種々の基本システムサービスを処理するためのプロシージャ、およびハードウェア依
存タスクを実行するためのプロシージャを含むオペレーティングシステム１２６；
　・１つ以上の通信ネットワークインタフェース１０４（有線または無線）を介し、さら
に、インターネット、携帯電話ネットワーク、モバイルデータネットワーク、他のワイド
エリアネットワーク、ローカルエリアネットワーク、メトロポリタンエリアネットワーク
などのような１つ以上の通信ネットワークを介して、電子装置１００を他のコンピュータ
に接続するために用いられるネットワーク通信モジュール１２８；
　・画像／ビデオキャプチャ装置１２４によって取り込まれた個々の画像またはビデオを
処理するための画像／ビデオキャプチャモジュール１３０（例えば、カメラモジュール）
であって、個々の画像またはビデオは、（例えば、アプリケーションモジュール１３６に
よって）リモートコンピュータシステムに送信もしくはストリーミングすることができる
；
　・オーディオ入力装置１２０によって取り込まれた音声を処理するためのオーディオ入
力モジュール１３２（例えば、マイクロホンモジュール）であって、個々の音声は、（例
えば、クライアントアプリケーションモジュール１３６によって）リモートコンピュータ
システムに送信もしくはストリーミングすることができる；
　・（例えば、位置検出装置１２２を用いて）電子装置１００の位置を特定し、その位置
情報を種々のアプリケーション（例えば、ソーシャルネットワーククライアントモジュー
ル１４０）で使用するために提供する位置検出モジュール１３４（例えば、ＧＰＳ、Ｗｉ
－Ｆｉ、またはハイブリッドポジショニングモジュール）；および、
　・以下のモジュール（もしくは命令セット）またはその一部分もしくはスーパーセット
を含む１つ以上のクライアントアプリケーションモジュール１３６：
　＊ウェブサイト（例えば、ｗｗｗ．ｆａｃｅｂｏｏｋ．ｃｏｍのようなソーシャルネッ
トワーキングウェブサイト）にアクセスし、ウェブサイトを閲覧し、ウェブサイトと対話
するためのウェブブラウザモジュール１３８（例えば、Ｍｉｃｒｏｓｏｆｔ社のＩｎｔｅ
ｒｎｅｔ　Ｅｘｐｌｏｒｅｒ、Ｍｏｚｉｌｌａ社のＦｉｒｅｆｏｘ、Ａｐｐｌｅ社のＳａ
ｆａｒｉ、またはＧｏｏｇｌｅ社のＣｈｒｏｍｅ）；
　＊ソーシャルネットワーク（例えば、ソーシャルネットワークシステムによって提供さ
れるソーシャルネットワーク）および関連した機能（例えば、そのソーシャルネットワー
クシステムにおいて電子装置１００のユーザとつながりがあるユーザによる投稿の表示）
へのインタフェースを提供するためのソーシャルネットワーククライアントモジュール１
４０；
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　＊１つ以上の画像（例えば、電子装置１００のメモリ１０６に保存された画像、および
／または電子装置１００からアクセスできる遠隔保存された画像）を閲覧するための画像
ビューアアプリケーション１４２；
　＊１つ以上の電子メールを作成および送信するとともに、受信した１つ以上の電子メー
ルを管理および閲覧するための電子メールアプリケーション１４４；
　＊１つ以上の画像を共有するための、（インストールされている場合の）画像共有アプ
リケーション１４６（例えば、Ｉｎｓｔａｇｒａｍ）；および／または、
　＊ワープロ、カレンダリング、地図、天気、株式、時間管理、仮想デジタルアシスタン
ト、プレゼンテーション、ナンバークランチング（スプレッドシート）、描画、インスタ
ントメッセージング、テレフォニー、ビデオカンファレンシング、ビデオ管理、デジタル
音楽プレーヤ、デジタルビデオプレーヤ、２Ｄゲーム、３Ｄ（例えば、仮想現実）ゲーム
、電子ブックリーダ、および／またはエクササイズ支援のためのアプリケーションなど、
オプションの他のクライアントアプリケーションモジュール１４８。
【００６６】
　上記のモジュールおよびアプリケーションの各々は、上記の１つ以上の機能および本願
に記載の方法（例えば、本明細書に記載のコンピュータ実現による方法および他の情報処
理方法）を実施するための実行可能命令セットに対応している。これらのモジュール（す
なわち、命令セット）は、別々のソフトウェアプログラム、プロシージャ、またはモジュ
ールとして実現される必要はなく、従って、これらのモジュールの種々の一部分が、適宜
、種々の実施形態において組み合わせまたは他の方法で再構成される。一部の実施形態で
は、メモリ１０６は、上記のモジュールおよびデータ構造の一部分を格納する。さらに、
メモリ１０６は、適宜、上述していない追加のモジュールおよびデータ構造を格納する。
【００６７】
　以下の例のいくつかは、（タッチセンス面１１４とディスプレイ１１２を併合した）タ
ッチスクリーンディスプレイでの入力を参照して提示しているが、一部の実施形態では、
本装置は、ディスプレイとは別個の、トラックパッドのようなタッチセンス面での入力を
検出する。
【００６８】
　さらに、以下の例は、主にタッチ入力（例えば、指タップジェスチャ）を参照して提示
しているが、一部の実施形態では、タッチ入力の１つ以上が、他の入力装置からの入力（
例えば、マウスによる入力）で置き換えられることは、理解されるべきである。例えば、
タップジェスチャは、適宜、タップジェスチャの位置にカーソルがあるときのマウスクリ
ックで置き換えられる。
【００６９】
　以下では、電子装置（例えば、図１の電子装置１００）上で実現され得るユーザインタ
フェース（「ＵＩ」）および関連したプロセスの実施形態に注目する。
　図２Ａ～２Ｖは、いくつかの実施形態による１つ以上のアプリケーション（または１つ
以上のアプリケーションアイコン）を識別表示するための電子装置１００における例示的
なユーザインタフェースを示している。いくつかの実施形態において、これらの図面にお
けるユーザインタフェースは、電子装置のタッチセンスディスプレイ１１２に表示される
。一方、一部の実施形態では、図２Ａ～２Ｖのユーザインタフェースは、タッチセンスデ
ィスプレイではないディスプレイに表示されて、ユーザ入力は、ディスプレイとは別個の
タッチセンス面および／または他の任意の入力装置（例えば、キーボード／マウス１１６
）を介して受け取られる。これらの図面におけるユーザインタフェースは、図３Ａ～３Ｅ
のプロセスを含む後述のプロセスを説明するために用いられる。
【００７０】
　図２Ａは、複数の第１のアプリケーションアイコン２０２（例えば、２０２－１～２０
２－７）の表示を示している。例えば、アプリケーションアイコン２０２－１は発信者Ｉ
Ｄアプリケーションに対応しており、アプリケーションアイコン２０２－２はメッセージ
アプリケーションに対応しており、アプリケーションアイコン２０２－３はソーシャルネ
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ットワークメールアプリケーションに対応しており、アプリケーションアイコン２０２－
４は仕事アプリケーションに対応しており、アプリケーションアイコン２０２－５は計算
機アプリケーションに対応しており、アプリケーションアイコン２０２－６はカレンダア
プリケーションに対応しており、さらに／またはアプリケーションアイコン２０２－７は
メモリ１０６（図１）に格納された画像ビューアアプリケーション１４２に対応している
。
【００７１】
　一部の実施形態では、複数のアプリケーションアイコン２０２は、ホーム画面に表示さ
れる。一部の実施形態では、複数のアプリケーションアイコン２０２は、アプリケーショ
ンランチャのユーザインタフェースに表示される。
【００７２】
　また、図２Ａは、アプリケーションアイコン２０２－７に対応したタッチセンスディス
プレイ１１２上の位置で、タッチ入力２０５（例えば、タップジェスチャ）が検出される
ことも示している。
【００７３】
　図２Ｂは、タッチ入力２０５（図２Ａ）を検出したことに応答して、アプリケーション
アイコン２０２－７に対応したアプリケーション（例えば、画像ビューアアプリケーショ
ン１４２）のユーザインタフェースが表示されることを示している。図２Ｂでは、画像２
０４－１を含む複数の画像、およびアイコン２０６のようなユーザインタフェース要素（
例えば、アイコン）が表示されている。
【００７４】
　また、図２Ｂは、画像２０４－１に対応したタッチセンスディスプレイ１１２上の位置
で、タッチ入力２０７（例えば、タップジェスチャ）が検出されることも示しており、こ
れにより画像２０４－１が選択される。
【００７５】
　図２Ｃは、画像２０４－１が選択されていることを表すために、ハイライト表示された
画像２０４－２（例えば、画像２０４－１に影を付けたもの）で、画像２０４－１を置き
換えることを示している。一部の実施形態では、画像２０４－１が選択されていることを
表すために、図２Ｃに示すように、１つ以上のアイコン（例えば、チェックマーク）を画
像２０４－２の上に重ねて表示する。
【００７６】
　また、図２Ｃは、図２Ｂに示す１つ以上のユーザインタフェース要素が、別のユーザイ
ンタフェース要素で置き換えられることも示している。例えば、図２Ｂのアイコン２０６
は、図２Ｃの共有アイコン２０８で置き換えられる。共有アイコン２０８に対応したタッ
チセンスディスプレイ１１２上の位置で、タッチ入力２０９（例えば、タップジェスチャ
）が検出される。
【００７７】
　図２Ｄは、複数の第２のアプリケーションアイコン２１０（例えば、２１０－１～２１
０－１２）が表示されることを示している。アプリケーションアイコン２１０は、画像を
共有することが可能なアプリケーションに対応している。例えば、アプリケーションアイ
コン２１０－１はチャットアプリケーションに対応しており、アプリケーションアイコン
２１０－２はロッカーアプリケーション（例えば、ファイルロッカーアプリケーション）
に対応しており、アプリケーションアイコン２１０－３はメッセージアプリケーションに
対応しており、アプリケーションアイコン２１０－４はＢｌｕｅｔｏｏｔｈ通信アプリケ
ーションに対応しており、アプリケーションアイコン２１０－５はドライブアプリケーシ
ョン（例えば、ウェブドライブアプリケーション）に対応しており、アプリケーションア
イコン２１０－６は電子メールアプリケーション１４４（図１）に対応しており、アプリ
ケーションアイコン２１０－７はメモアプリケーションに対応しており、アプリケーショ
ンアイコン２１０－８はメッセンジャアプリケーションに対応しており、アプリケーショ
ンアイコン２１０－９は写真アプリケーションに対応しており、アプリケーションアイコ
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ン２１０－１０はメッセージングアプリケーションに対応しており、アプリケーションア
イコン２１０－１１は画像共有アプリケーション１４６（図１）に対応しており、さらに
／またはアプリケーションアイコン２１０－１２はソーシャルネットワークメールアプリ
ケーションに対応している。これらのアプリケーションはすべて、画像を共有することが
可能である。
【００７８】
　一部の実施形態では、図２Ｄに示すように、インストール済みアプリケーションに対応
したアプリケーションアイコンと、未インストールアプリケーションに対応したアプリケ
ーションアイコンは、視覚的に区別される。例えば、図２Ｄでは、インストール済みアプ
リケーションに対応したアプリケーションアイコン２１０－１～２１０－９は、（例えば
、より太い境界線を用いて）ハイライト表示されており、未インストールアプリケーショ
ンに対応したアプリケーションアイコン２１０－１０～２１０－１２は、ハイライト表示
されていない。一部の実施形態では、未インストールアプリケーションに対応したアプリ
ケーションアイコンはハイライト表示されており、インストール済みアプリケーションに
対応したアプリケーションアイコンはハイライト表示されていない。
【００７９】
　また、図２Ｄは、タッチ入力が検出されることも示している。例えば、アプリケーショ
ンアイコン２１０－６に対応したタッチセンスディスプレイ１１２上の位置で、タッチ入
力２１１（例えば、タップジェスチャ）が検出される。あるいは、アプリケーションアイ
コン２１０－１１に対応したタッチセンスディスプレイ１１２上の位置で、タッチ入力２
１３（例えば、タップジェスチャ）が検出される。
【００８０】
　図２Ｅは、いくつかの実施形態による、タッチ入力２１１を検出したことに応答して表
示される例示的なユーザインタフェースを示している。後述する図２Ｍ～２Ｐは、いくつ
かの実施形態による、タッチ入力２１３を検出したことに応答して表示するために構成さ
れた例示的なユーザインタフェースを示している。
【００８１】
　図２Ｅは、タッチ入力２１１（図２Ｄ）を検出したことに応答して、電子メールアプリ
ケーション１４４のユーザインタフェースが表示されることを示している。図２Ｅでは、
電子メールアプリケーション１４４のユーザインタフェースは、画像２０４－１（図２Ｂ
）を含む画像２１２、または画像２０４－１に対応した画像２１２を含んでいる。電子メ
ールアプリケーション１４４によって、ユーザは、画像２０４－１を共有することが可能
である。
【００８２】
　図２Ｆ～２Ｋは、タッチ入力２０９を検出したことに応答して表示される代替的なユー
ザインタフェースを示している。
　図２Ｆは、いくつかの実施形態による、例示的なユーザインタフェースを示している。
図２Ｆでは、図２Ｄに示した複数のアプリケーションアイコン２１０が配列されており、
インストール済みアプリケーションに対応したアプリケーションアイコンと、未インスト
ールアプリケーションに対応したアプリケーションアイコンは、別々のセグメント（ユー
ザインタフェースの予め規定された領域／部分）に表示される。図２Ｆでは、インストー
ル済みアプリケーションに対応したアプリケーションアイコンは、（「インストール済み
」というラベルの下の）セグメント２１４に表示されており、未インストールアプリケー
ションに対応したアプリケーションアイコンは、（「ダウンロード可能」というラベルの
下の）セグメント２１６に表示されている。セグメント２１４は、本明細書では「インス
トール済みアプリケーション・セグメント」とも呼ばれ、セグメント２１６は、本明細書
では「未インストールアプリケーション・セグメント」とも呼ばれる。
【００８３】
　図２Ｇは、いくつかの実施形態による、例示的なユーザインタフェースを示している。
図２Ｇでは、図２Ｄに示した複数のアプリケーションアイコン２１０が配列されており、
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このとき、無料で入手できる未インストールアプリケーションに対応したアプリケーショ
ンアイコンと、有料で入手できる未インストールアプリケーションに対応したアプリケー
ションアイコンは、別々のセグメントに表示される。図２Ｇでは、無料で入手できる未イ
ンストールアプリケーションに対応したアプリケーションアイコンは、（「無料ダウンロ
ード」というラベルの下の）セグメント２１８に表示されており、有料で入手できるアプ
リケーションに対応したアプリケーションアイコンは、（「有料ダウンロードアプリ」と
いうラベルの下の）セグメント２２０に表示されている。セグメント２１８は、本明細書
では「未インストール無料アプリケーション・セグメント」とも呼ばれ、セグメント２２
０は、本明細書では「未インストール有料アプリケーション・セグメント」とも呼ばれる
。インストール済みアプリケーションに対応したアプリケーションアイコン（例えば、ア
イコン２１０－１～２１０－９）は、「無料ダウンロード」というラベルの上のセグメン
トに表示される。
【００８４】
　図２Ｈは、いくつかの実施形態による例示的なユーザインタフェースを示している。図
２Ｈでは、図２Ｄに示した複数のアプリケーションアイコン２１０が配列されており、イ
ンストール済みアプリケーションに対応したアプリケーションアイコンと、未インストー
ルアプリケーションに対応したアプリケーションアイコンは、別々のセグメントに表示さ
れる。図２Ｈでは、インストール済みアプリケーションに対応したアプリケーションアイ
コンは、（「インストール済み」というラベルの下の）セグメント２２２に表示されてお
り、未インストールアプリケーションに対応したアプリケーションアイコンは、（「ダウ
ンロード可能」というラベルの下の）セグメント２１６に表示されている。
【００８５】
　一部の実施形態では、未インストールアプリケーションに対応したアプリケーションア
イコンは、人気尺度に従って配列される。例えば、アプリケーションアイコン２１０－１
２に対応したソーシャルネットワークメールアプリケーションは、アプリケーションアイ
コン２１０－１０～２１０－１２に対応したアプリケーションの中で、（例えば、ダウン
ロード数、使用回数、レビューなどに基づいて）最も人気のあるアプリケーションであり
、アプリケーションアイコン２１０－１１に対応した画像共有アプリケーション１４６は
、アプリケーションアイコン２１０－１０～２１０－１２に対応したアプリケーションの
中で２番目に人気のあるアプリケーションであり、アイコン２１０－１０に対応したメッ
セージングアプリケーションは、アプリケーションアイコン２１０－１０～２１０－１２
に対応したアプリケーションの中で最も人気のないアプリケーションである。このように
して、図２Ｈでは、アプリケーションアイコン２１０－１０～２１０－１２は、人気順に
配列される（例えば、最も人気のあるアプリケーションのアプリケーションアイコンは先
頭に表示され、最も人気のないアプリケーションのアプリケーションアイコンは最後尾に
表示される）。
【００８６】
　一部の実施形態では、未インストールアプリケーションに対応したアプリケーションア
イコンは、個々の開発者によって支払われた料金に従って配列される。例えば、ソーシャ
ルネットワークメールアプリケーションのソフトウェア開発者が、画像共有アプリケーシ
ョン１４６のソフトウェア開発者およびメッセージングアプリケーションのソフトウェア
開発者よりも多くの広告料を支払った場合には、ソーシャルネットワークメールアプリケ
ーションのアプリケーションアイコン２１０－１２は、画像共有アプリケーション１４６
に対応したアプリケーションアイコン２１０－１１およびメッセージングアプリケーショ
ンに対応したアプリケーションアイコン２１０－１０よりも前に表示される。同様に、画
像共有アプリケーション１４６のソフトウェア開発者が、メッセージングアプリケーショ
ンのソフトウェア開発者よりも多くの広告料を支払った場合には、画像共有アプリケーシ
ョン１４６に対応したアプリケーションアイコン２１０－１１は、メッセージングアプリ
ケーションに対応したアプリケーションアイコン２１０－１０よりも前に表示される。
【００８７】
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　図２Ｉは、いくつかの実施形態による例示的なユーザインタフェースを示している。図
２Ｉでは、図２Ｄに示した複数のアプリケーションアイコン２１０が、アルファベット順
に配列されている。いくつかの実施形態において、インストール済みアプリケーションに
対応したアプリケーションアイコン（例えば、アプリケーションアイコン２１０－１～２
１０－９）と、未インストールアプリケーションに対応したアプリケーションアイコン（
例えば、アプリケーションアイコン２１０－１０～２１０－１２）は、図２Ｉに示すよう
に、散在配列される（例えば、アプリケーションアイコン２１０の格子状配列において、
未インストールアプリケーションに対応したアプリケーションアイコン２１０－１１は、
インストール済みアプリケーションに対応したアプリケーションアイコン２１０－１２と
２１０－２の間に配置される）。
【００８８】
　図２Ｊは、いくつかの実施形態による例示的なユーザインタフェースを示している。図
２Ｊでは、図２Ｄに示した複数のアプリケーションアイコン２１０が配列されており、画
像ビューアアプリケーション（これのために図２Ｊで複数のアプリケーションアイコン２
１０が表示されている）に関連付けられたアプリケーションに対応したアプリケーション
アイコンは、予め選択された位置に表示される。例えば、アプリケーションアイコン２１
０－８は、メッセンジャアプリケーションに対応しており、そのメッセンジャアプリケー
ションは、（図２Ｃに示す）画像ビューアアプリケーションに関連付けられたものである
（例えば、メッセンジャアプリケーションと画像ビューアアプリケーションは、同じ開発
者によって作成されたものである）。このようにして、アプリケーションアイコン２１０
－８は、複数のアプリケーションアイコンの中で先頭に表示される。
【００８９】
　図２Ｋは、いくつかの実施形態による例示的なユーザインタフェースを示している。図
２Ｋでは、図２Ｄに示した複数のアプリケーションアイコン２１０が配列されており、予
め選択されたアプリケーションは、予め選択された位置に表示される。例えば、アプリケ
ーションアイコン２１０－１１に対応した画像共有アプリケーション１４６が予め選択さ
れたものである場合には、アプリケーションアイコン２１０－１１は、（「おすすめ」と
いうラベルの下の）セグメント２２４に表示される。セグメント２２４は、本明細書では
推奨アプリケーション・セグメントとも呼ばれる。
【００９０】
　図２Ｌは、アプリケーションアイコン表示用の表示構成を設定するための設定ユーザイ
ンタフェースを示している。図２Ｌでは、設定ユーザインタフェースは、アルファベット
順、人気順、おすすめ、インストール済み、無料、広告、関連、などの複数の表示構成を
含んでいる。（例えば、「アルファベット順」アイコン上でのタップジェスチャのような
タッチ入力によって）「アルファベット順」の構成が選択されると、複数のアプリケーシ
ョンアイコンは、図２Ｉに示すように、アルファベット順に配列される。「人気順」の構
成が選択されると、図２Ｈに示すように、少なくとも一部のアプリケーションアイコン（
例えば、未インストールアプリケーションに対応したアプリケーションアイコン）は、人
気尺度に基づいて配列される。「おすすめ」の構成が選択されると、複数のアプリケーシ
ョンアイコンは、図２Ｋに示すように、１つ以上の推奨アプリケーションに対応した１つ
以上のアプリケーションアイコンが別のセグメントに表示されるように配列される。「イ
ンストール済み」の構成が選択されると、複数のアプリケーションアイコンは、図２Ｆに
示すように、インストール済みアプリケーションに対応したアプリケーションアイコンと
、未インストールアプリケーションに対応したアプリケーションアイコンが、別々のセグ
メントに表示されるように配列される。「無料」の構成が選択されると、複数のアプリケ
ーションアイコンは、図２Ｇに示すように、無料で入手できるアプリケーションに対応し
たアプリケーションアイコンが別のセグメントに表示されるように配列される。「広告」
の構成が選択されると、図２Ｈに示すように、未インストールアプリケーションに対応し
たアプリケーションアイコンは、未インストールアプリケーションの個々の開発者によっ
て支払われた（広告）料金に従って配列される。「関連」の構成が選択されると、この画
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像ビューアアプリケーションに関連付けられたアプリケーションに対応したアプリケーシ
ョンアイコンは、予め選択された位置（例えば、アプリケーションアイコンの格子状配列
における先頭位置）に表示される。
【００９１】
　図２Ｍ～２Ｐおよび２Ｔ～２Ｖは、いくつかの実施形態による、タッチ入力２１３（図
２Ｄ）を検出したことに応答して表示される例示的なユーザインタフェースを示している
。ただし、一部の実施形態では、タッチ入力２１３を検出した後に、図２Ｍ～２Ｐおよび
２Ｔ～２Ｖに示すユーザインタフェースのすべてが表示されるわけではない。例えば、一
部の実施形態では、タッチ入力２１３を検出したことに応答して、図２Ｍのユーザインタ
フェースを表示することなく、図２Ｎのユーザインタフェースが表示される。
【００９２】
　図２Ｍは、対応したアプリケーションを記述する情報を含むユーザインタフェースを示
している。図２Ｍでは、ユーザインタフェースは、アプリケーションアイコン２１０－１
１（図２Ｄ）に対応した画像共有アプリケーション１４６に関する情報を含んでいる。一
部の実施形態では、図２Ｍに示すように、ユーザインタフェースは、ユーザインタフェー
ス要素（例えば、「詳細」とラベル付けされたボタン）を含み、この要素はアクティブ化
されると、対応したアプリケーションの追加情報の表示を開始させる。例えば、「詳細」
ボタンは、アクティブ化されると、対応したアプリケーションに関する追加情報が記載さ
れたウェブページへのアクセスを（例えば、図１のブラウザモジュール１３８を用いて）
開始する。一部の実施形態では、図２Ｍに示すように、ユーザインタフェースは、ユーザ
インタフェース要素２２６（例えば、「ダウンロード」とラベル付けされたボタン）を含
んでいる。一部の実施形態では、ユーザインタフェース要素２２６は、アクティブ化され
ると、対応したアプリケーションのダウンロードを開始させる。
【００９３】
　一部の実施形態では、ユーザインタフェース要素２２６は、アクティブ化されると、（
例えば、対応したアプリケーションをダウンロードする前または後に）図２Ｎに示すユー
ザインタフェースの表示を開始させる。図２Ｎに示すユーザインタフェースは、対応した
アプリケーションによるアクセスの必要および／または要求がある情報の種類を一覧表示
している。例えば、画像共有アプリケーション１４６は、ＩＤ情報（例えば、氏名および
電子メールアドレスなど、本装置１０４のユーザに関する情報）、連絡先／カレンダ、位
置情報、写真、メディア、ファイル、カメラ、マイクロホン、などへのアクセスを必要と
する。一部の実施形態では、図２Ｎに示すように、ユーザインタフェースは、さらに、画
像共有アプリケーション１４６の要求のアクセスを認めるユーザの許可を受けるためのユ
ーザインタフェース要素２２８（例えば、「同意してインストール」とラベル付けされた
ボタン）を含む。
【００９４】
　一部の実施形態では、ユーザインタフェース要素２２８は、アクティブ化されると、対
応したアプリケーションの、（その対応したアプリケーションがダウンロードされていな
い場合の）ダウンロードおよび／またはインストールを開始させる。
【００９５】
　図２Ｏは、いくつかの実施形態で、ユーザインタフェース要素２２８がアクティブ化さ
れたことに応答して表示される例示的なユーザインタフェースを示している。このユーザ
インタフェースは、対応したアプリケーションのダウンロードおよび／またはインストー
ルのプログレスインジケータを含む。
【００９６】
　一部の実施形態では、ユーザインタフェース要素２２８（図２Ｎ）は、アクティブ化さ
れると、図２Ｏに示すプログレスインジケータを表示させることなく、対応したアプリケ
ーションのダウンロードおよび／またはインストールを開始させる。
【００９７】
　一部の実施形態では、対応したアプリケーションをインストールした後に、図２Ｐに示
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すように、ホーム画面またはアプリケーションランチャ画面が表示される。図２Ｐは、（
このときインストールされた）対応するアプリケーションのアプリケーションアイコンが
図２Ｐのユーザインタフェースに含まれていること以外は、図２Ａと同様である。例えば
、図２Ｐは、画像共有アプリケーション１４６に対応したアプリケーションアイコン２０
２－８を含んでおり、このアイコン２０２－８は図２Ａには示されていない。
【００９８】
　また、図２Ｐは、アプリケーションアイコン２０２－７に対応したタッチセンスディス
プレイ１１２上の位置で、タッチ入力２１５（例えば、タップジェスチャ）が検出される
ことも示している。
【００９９】
　図２Ｑは、タッチ入力２１５（図２Ｐ）を検出したことに応答して、画像ビューアアプ
リケーションのユーザインタフェースが表示されることを示している。また、図２Ｑは、
画像２０４－１に対応したタッチセンスディスプレイ１１２上の位置で、タッチ入力２１
７（例えば、タップジェスチャ）が検出されることも示している。
【０１００】
　図２Ｒは、画像２０４－１が選択されていることを表すために、ハイライト表示された
画像２０４－２で、画像２０４－１を置き換えることを示している。また、図２Ｒは、共
有アイコン２０８に対応したタッチセンスディスプレイ１１２上の位置で、タッチ入力２
１９（例えば、タップジェスチャ）が検出されることも示している。
【０１０１】
　図２Ｓは、複数のアプリケーションアイコン２１０（例えば、２１０－１～２１０－１
０および２１０－１２および２１０－１３）が表示されることを示している。図２Ｓは、
図２Ｄのアプリケーションアイコン２１０－１１の代わりに図２Ｓではアプリケーション
アイコン２１０－１３が表示されていること以外は、図２Ｄと同様である。一部の実施形
態では、画像共有アプリケーション１４６が本装置１０４にインストールされている（例
えば、本装置１０４のメモリに格納されている）ことを表すために、アプリケーションア
イコン２１０－１３がハイライト表示されていることを除けば、アプリケーションアイコ
ン２１０－１３は、アプリケーションアイコン２１０－１１と同様である。一部の実施形
態では、アプリケーションアイコン２１０－１３は、アプリケーションアイコン２１０－
１１と同じものである。
【０１０２】
　また、図２Ｓは、アプリケーションアイコン２１０－１３に対応したタッチセンスディ
スプレイ１１２上の位置で、タッチ入力２２１（例えば、タップジェスチャ）が検出され
ることも示している。
【０１０３】
　図２Ｔ～２Ｖは、いくつかの実施形態による画像共有アプリケーション１４６の例示的
なユーザインタフェースを示している。いくつかの実施形態において、タッチ入力２２１
（図２Ｓ）を検出したことに応答して、または画像共有アプリケーション１４６をインス
トールしたことに応答して、画像共有アプリケーション１４６のユーザインタフェース（
例えば、図２Ｔ～２Ｖのいずれかのユーザインタフェース）が表示される。例えば、タッ
チ入力２２１を検出したことに応答して、図２Ｔのユーザインタフェースが表示される。
あるいは、タッチ入力２２１を検出したことに応答して、図２Ｕのユーザインタフェース
が表示される。さらに別の例では、タッチ入力２２１を検出したことに応答して、図２Ｖ
のユーザインタフェースが表示される。
【０１０４】
　図２Ｔは、いくつかの実施形態によるクロップユーザインタフェース（cropping user 
interface）を示している。図２Ｔのクロップユーザインタフェースは、ユーザによって
選択された画像２０４－１（図２Ｂ）に対応した画像、またはユーザによって選択された
画像２０４－１を含む画像を含んでいる。一部の実施形態では、図２Ｔに示すように、画
像クロップに関する（例えば、１つ以上の領域を選択する）ユーザ入力を受け取るために
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、画像共有アプリケーション１４６のクロップユーザインタフェースが表示される。
【０１０５】
　一部の実施形態では、画像クロップ（または図２Ｔの矢印アイコンのアクティブ化）の
後に、（例えば、様々なフィルタ効果を適用する、明るさおよび／またはシェーディング
を変化させる、など）１つ以上の効果を画像に適用するために、図２Ｕの編集ユーザイン
タフェースが表示される。あるいは、一部の実施形態では、タッチ入力２２１（図２Ｓ）
を検出したことに応答して、編集ユーザインタフェースが表示される。一部の実施形態で
は、編集ユーザインタフェースを表示した後に、クロップユーザインタフェース（図２Ｔ
）が表示される。
【０１０６】
　一部の実施形態では、編集ユーザインタフェースを用いて１つ以上の効果を適用した後
に（または、図２Ｕの矢印アイコンのアクティブ化の後に）、図２Ｖの共有ユーザインタ
フェースが表示される。あるいは、画像クロップ（または図２Ｔの矢印アイコンのアクテ
ィブ化）の後に、図２Ｖの共有ユーザインタフェースが表示される。図２Ｖでは、共有ユ
ーザインタフェースは、共有画像の１人以上の受信者を選択するための１つ以上のユーザ
インタフェース要素（例えば、ボタンおよびリンク）を含んでいる。一部の実施形態では
、共有ユーザインタフェースは、ユーザインタフェース要素（例えば、チェックアイコン
）を含み、この要素はアクティブ化されると、選択された１人以上の受信者への配信のた
めに、選択された画像をリモートサーバコンピュータに送信することを開始させる。一部
の実施形態では、共有ユーザインタフェースは、１人以上の個々の受信者を（例えば、受
信者の氏名、ユーザ名、電子メールアドレスなどによって）選択するための１つ以上のユ
ーザインタフェース要素を含む。
【０１０７】
　図３Ａ～３Ｅは、いくつかの実施形態による電子装置（例えば、電子装置１０４）上で
１つ以上のアプリケーションを提示およびインストールする方法３００を示すフロー図で
ある。図３Ａ～３Ｅは、コンピュータメモリまたはコンピュータ可読記憶媒体（例えば、
メモリ１０６）に格納された命令に対応している。
【０１０８】
　方法３００では、ユーザが、ある特定のオペレーションを要求すると、要求されたオペ
レーションを実行可能な未インストールアプリケーションのアプリケーションアイコンを
表示して、ユーザが必要とするその時に、そのようなアプリケーションをインストールす
る機会をユーザに与えることで、ユーザがそのようなアプリケーションを（例えば、別個
のアプリケーションストア・アプリケーションを介して）別に検索する必要性を排除する
。このように、方法３００により、電子装置に未だインストールされていない関連のアプ
リケーションをより高速かつより効率的に特定およびインストールすることが可能となる
。
【０１０９】
　ディスプレイ１１２と、１つ以上のプロセッサ１０２と、１つ以上のプロセッサで実行
するための複数のプログラムを格納するメモリ１０６と、を備える電子装置１０４（例え
ば、スマートウォッチ、スマートフォン、タブレット、ラップトップ、教育装置、ゲーム
機、家庭用もしくは産業用制御装置、またはデスクトップコンピュータ）において、方法
３００を実施する。一部の実施形態では、ディスプレイ１１２は、タッチセンスディスプ
レイである（例えば、ディスプレイ１１２は、タッチセンス面１１４を有する）。
【０１１０】
　装置は、複数の第１のアプリケーションアイコンを有するユーザインタフェース（例え
ば、ホーム画面）を表示する（３０２）。例えば、図２Ａのユーザインタフェースは、複
数のアプリケーションアイコン２０２－１～２０２－７を含む。複数の第１のアプリケー
ションアイコンは、電子装置のメモリに格納された複数の第１のアプリケーションに対応
している。複数の第１のアプリケーションアイコンのうちの個々のアプリケーションアイ
コンが（例えば、当該アプリケーションアイコン上でのタップジェスチャのようなタッチ
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入力によって）アクティブ化されると、複数の第１のアプリケーションのうちの当該アプ
リケーションアイコンに対応したアプリケーションが起動する。
【０１１１】
　装置は、複数の第１のアプリケーションアイコンを有するユーザインタフェースを表示
している間に、複数の第１のアプリケーションアイコンのうちの第１のアプリケーション
アイコンのアクティブ化を検出する（３０４）。例えば、装置は、アプリケーションアイ
コン２０２－７（図２Ａ）のアクティブ化を検出する。
【０１１２】
　装置は、第１のアプリケーションアイコンのアクティブ化を検出したことに応答して、
第１のアプリケーションアイコンに対応した第１のアプリケーションを表示する（３０６
）。例えば、画像ビューアアプリケーション１４２に対応したアプリケーションアイコン
２０２－７のアクティブ化を検出したことに応答して、装置は、図２Ｂに示すように、画
像ビューアアプリケーション１４２のユーザインタフェースを表示する。いくつかの実施
形態において、第１のアプリケーションは、画像または写真（例えば、図２Ｂの画像２０
４－１）を含んでいる。いくつかの実施形態において、装置は、複数の第１のアプリケー
ションアイコンを有するユーザインタフェースの表示を、第１のアプリケーションの表示
で置き換える。例えば、タッチ入力２０５を検出したことに応答して、装置は、図２Ａの
ユーザインタフェースを、図２Ｂのユーザインタフェースで置き換える。
【０１１３】
　装置は、第１のアプリケーション（例えば、図２Ｂの画像ビューアアプリケーションの
ユーザインタフェース）を表示している間に、第１のタイプのオペレーションを要求する
ユーザ入力を検出する（３０８）。例えば、図２Ｃでは、ユーザは、タッチ入力２０９で
共有アイコン２０８をアクティブ化することによって、１つ以上の選択された画像の共有
を要求するユーザ入力を行っている。要求される他のオペレーションの典型例として、地
図を表示すること、ＵＲＬを開くこと、電子メールを送信すること、またはメッセージを
送信することが含まれるが、ただし、これらに限定されない。
【０１１４】
　装置は、第１のタイプのオペレーションを要求するユーザ入力を検出したことに応答し
て、複数の第２のアプリケーションアイコンを有するユーザインタフェースを表示する（
３１０）。例えば、タッチ入力２０９を検出したことに応答して、装置は、図２Ｄに示す
ユーザインタフェースを表示する。一部の実施形態では、装置は、第１のタイプのオペレ
ーションを要求するユーザ入力が検出されたときに表示されていた第１のアプリケーショ
ンのユーザインタフェースの表示を、複数の第２のアプリケーションアイコンを有するユ
ーザインタフェースの表示で置き換える。例えば、タッチ入力２０９を検出したことに応
答して、装置は、図２Ｃに示すユーザインタフェースを、図２Ｄに示すユーザインタフェ
ースで置き換える。一部の実施形態では、装置は、第１のタイプのオペレーションを要求
するユーザ入力が検出されたときに表示されていた第１のアプリケーションのユーザイン
タフェースの表示の上から、複数の第２のアプリケーションアイコンを重ねて表示する。
【０１１５】
　複数の第２のアプリケーションアイコンは、複数の第１のアプリケーションアイコンと
は異なるものである（例えば、アプリケーションアイコン２１０－１～２１０－１２のセ
ットは、アプリケーションアイコン２０２－１～２０２－７のセットとは異なるものであ
る）。例えば、複数の第２のアプリケーションアイコンは、複数の第１のアプリケーショ
ンアイコンに含まれていない少なくとも１つのアプリケーションアイコンを含んでいるか
、または、複数の第１のアプリケーションアイコンは、複数の第２のアプリケーションア
イコンに含まれていない少なくとも１つのアプリケーションアイコンを含んでいる。
【０１１６】
　複数の第２のアプリケーションアイコンのうちの各々のアプリケーションアイコンは、
当該アプリケーションが電子装置のメモリに格納されているときに第１のタイプのオペレ
ーションを実行可能である個々のアプリケーションに対応している。例えば、各々のアプ
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リケーションアイコン２１０（例えば、アプリケーションアイコン２１０－１～２１０－
１２のいずれか）は、１つ以上の選択された画像の共有が可能である個々のアプリケーシ
ョンに対応している（例えば、各々のアプリケーションアイコン２１０は、画像２０４－
１の共有が可能である個々のアプリケーションに対応している）。
【０１１７】
　複数の第２のアプリケーションアイコンは、電子装置のメモリに格納された１つ以上の
アプリケーションに対応した１つ以上のアプリケーションアイコン（例えば、アプリケー
ションアイコン２１０－１～２１０－９）を含む。さらに、複数の第２のアプリケーショ
ンアイコンは、電子装置のメモリに格納されていない１つ以上のアプリケーションに対応
した１つ以上のアプリケーションアイコン（例えば、アプリケーションアイコン２１０－
１０～２１０－１２）も含む。すなわち、複数の第２のアプリケーションアイコンは、電
子装置にインストールされている１つ以上のアプリケーションに対応した１つ以上のアプ
リケーションアイコンと、電子装置にインストールされていない１つ以上のアプリケーシ
ョンに対応した１つ以上のアプリケーションアイコンと、を含む。
【０１１８】
　一部の実施形態では、複数の第２のアプリケーションアイコンを有するユーザインタフ
ェースにおいて、複数の第２のアプリケーションアイコンは、格子状に配列される。一部
の実施形態では、複数の第２のアプリケーションアイコンを有するユーザインタフェース
において、複数の第２のアプリケーションアイコンはリスト状に配列される。
【０１１９】
　一部の実施形態では、装置は、複数の第２のアプリケーションアイコンを有するユーザ
インタフェースを表示している間に、複数の第２のアプリケーションアイコンのうちの電
子装置のメモリに格納されている第３のアプリケーションに対応した第３のアプリケーシ
ョンアイコンのアクティブ化を検出し（図３Ｂの３１２）、第３のアプリケーションアイ
コンのアクティブ化を検出したことに応答して、第３のアプリケーションを用いた第１の
タイプのオペレーション（例えば、共有オペレーション）を開始させる。例えば、タッチ
入力２１１（図２Ｄ）を検出したことに応答して、装置は、画像２０４－１を共有する（
例えば、１人以上の受信者への配信のために、画像２０４－１を送信する）ために、電子
メールアプリケーション１４４のユーザインタフェース（図２Ｅ）を表示する。一部の実
施形態では、装置は、第３のアプリケーションをインストールするための１つ以上のユー
ザインタフェースを表示することなく、第３のアプリケーションを用いた第１のタイプの
オペレーションを開始させる。例えば、電子メールアプリケーション１４４が既にインス
トールされていることを少なくとも理由として、装置は、電子メールアプリケーションを
インストールするための１つ以上のユーザインタフェースを表示することなく、直接、電
子メールアプリケーション１４４のユーザインタフェース（例えば、図２Ｅ）の表示に進
む。
【０１２０】
　一部の実施形態では、複数の第２のアプリケーションアイコンを有するユーザインタフ
ェースは、セグメント化される（３１４）。電子装置のメモリに格納されている１つ以上
のアプリケーションに対応した１つ以上のアプリケーションアイコンは、複数の第２のア
プリケーションアイコンを有するユーザインタフェースのインストール済みアプリケーシ
ョン・セグメント（例えば、図２Ｆのセグメント２１４）に表示される。電子装置のメモ
リに格納されていない１つ以上のアプリケーションに対応した１つ以上のアプリケーショ
ンアイコンは、複数の第２のアプリケーションアイコンを有するユーザインタフェースの
未インストールアプリケーション・セグメント（例えば、図２Ｆのセグメント２１６）に
表示される。未インストールアプリケーション・セグメントは、インストール済みアプリ
ケーション・セグメントとは分離された別個のものである。例えば、インストール済みア
プリケーションと、未インストールアプリケーションは、ＵＩの別々の領域（例えば、「
インストール済み」などとラベル付けされた領域と、「未インストール」、「ダウンロー
ド可能」などとラベル付けされた領域）に表示される。一部の実施形態では、未インスト
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ールアプリケーション・セグメントと、インストール済みアプリケーション・セグメント
は、互いにオーバラップしない。
【０１２１】
　一部の実施形態では、複数の第２のアプリケーションアイコンを有するユーザインタフ
ェースは、セグメント化される（３１６）。電子装置のメモリに格納されていない無料で
入手できる１つ以上のアプリケーションに対応した１つ以上のアプリケーションアイコン
は、複数の第２のアプリケーションアイコンを有するユーザインタフェースの未インスト
ール無料アプリケーション・セグメント（例えば、図２Ｇのセグメント２１８）に表示さ
れる。電子装置のメモリに格納されていない有料で入手できる１つ以上のアプリケーショ
ンに対応した１つ以上のアプリケーションアイコンは、複数の第２のアプリケーションア
イコンを有するユーザインタフェースの未インストール有料アプリケーション・セグメン
ト（例えば、図２Ｇのセグメント２２０）に表示される。未インストール有料アプリケー
ション・セグメントは、未インストール無料アプリケーション・セグメントとは分離され
た別個のものである。一部の実施形態では、無料でダウンロード可能な未インストールア
プリケーションは、有料でダウンロード可能な未インストールアプリケーションとは別に
表示される。一部の実施形態では、未インストール有料アプリケーション・セグメントと
、未インストール無料アプリケーション・セグメントは、互いにオーバラップしない。
【０１２２】
　一部の実施形態では、複数の第２のアプリケーションアイコンを有するユーザインタフ
ェースにおいて、電子装置のメモリに格納されていない１つ以上のアプリケーションに対
応した１つ以上のアプリケーションアイコンの少なくとも一部分は、電子装置のメモリに
格納されていない１つ以上のアプリケーションに関連付けられた優先度に従って配列され
る。一部の実施形態では、個々のアプリケーションに関連付けられる優先度は、当該アプ
リケーションの人気度に従って決定される。一部の実施形態では、個々のアプリケーショ
ンに関連付けられる優先度は、当該アプリケーションの個々の開発者によって支払われた
料金に従って決定される。一部の実施形態では、個々のアプリケーションに関連付けられ
る優先度は、当該アプリケーションの人気度と、当該アプリケーションの個々の開発者に
よって支払われた料金と、その両方（例えば、人気度と料金の加重和（weighted sum））
に従って決定される。
【０１２３】
　一部の実施形態では、複数の第２のアプリケーションアイコンを有するユーザインタフ
ェースにおいて、電子装置のメモリに格納されていない１つ以上のアプリケーションに対
応した１つ以上のアプリケーションアイコンの少なくとも一部分は、人気尺度に従って配
列される（図３Ｃの３１８）。例えば、未インストールアプリケーションの表示は、人気
度、「トレンド」、評論家レビュー、および／またはユーザレビューに基づいて優先順位
付けされる（例えば、図２Ｈでは、アプリケーションアイコン２１０－１２に対応したソ
ーシャルネットワークメールアプリケーションは、アプリケーションアイコン２１０－１
１に対応した画像共有アプリケーションよりも人気が高く、その画像共有アプリケーショ
ンは、アプリケーションアイコン２１０－１０に対応したメッセージングアプリケーショ
ンよりも人気が高い）。
【０１２４】
　一部の実施形態では、複数の第２のアプリケーションアイコンを有するユーザインタフ
ェースにおいて、複数の第２のアプリケーションアイコンの少なくとも一部分は、アルフ
ァベット順に（例えば、図２Ｉのアプリケーションアイコン２１０－１～２１０－１２）
配列される（３２０）。一部の実施形態では、複数の第２のアプリケーションアイコンの
すべてが、アルファベット順に配列される。一部の実施形態では、複数の第２のアプリケ
ーションアイコンのすべてよりも少ない一部分のみが、アルファベット順に配列される（
例えば、インストール済みアプリケーションに対応したアプリケーションアイコンのみが
、アルファベット順に配列される）。一部の実施形態では、電子装置のメモリに格納され
ている１つ以上のアプリケーションに対応した１つ以上のアプリケーションアイコンと、
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電子装置のメモリに格納されていない１つ以上のアプリケーションに対応した１つ以上の
アプリケーションアイコンは、散在配列される。
【０１２５】
　一部の実施形態では、複数の第２のアプリケーションアイコンを有するユーザインタフ
ェースにおいて、第１のアプリケーションに関連付けられたアプリケーションに対応した
、第１のアプリケーションアイコン以外のアプリケーションアイコンは、予め選択された
位置に表示される（３２２）。例えば、第１のアプリケーションに関連付けられたアプリ
ケーションに対応したアプリケーションアイコンは、先頭位置（例えば、複数の第２のア
プリケーションアイコンにおける最上段かつ／または左側の位置）に表示される。一部の
実施形態では、第１のアプリケーションと、第１のアプリケーションに関連付けられたア
プリケーションは、同じ開発者によって作成されたものである。例えば、図２Ｊでは、画
像ビューアアプリケーション１４２を作成した同じ開発者によって作成されたメッセンジ
ャアプリケーションに対応したアプリケーションアイコン２１０－８が、複数の第２のア
プリケーションアイコンの格子状配列において最上段の左側の位置に表示されている。
【０１２６】
　一部の実施形態では、複数の第２のアプリケーションアイコンを有するユーザインタフ
ェースにおいて、予め選択されたアプリケーションに対応したアプリケーションアイコン
は、予め選択された位置に表示される（３２４）。例えば、予め選択された位置は、予め
選択されたアプリケーションの開発者に販売されて、その結果、予め選択されたアプリケ
ーションは、予め選択された位置に表示される（例えば、図２Ｋでは、画像共有アプリケ
ーション１４６の開発者が、アプリケーションアイコン２１０－１１を推奨アプリケーシ
ョン・セグメント２２４に表示する代金を支払ったという理由で、画像共有アプリケーシ
ョン１４６に対応したアプリケーションアイコン２１０－１１は、推奨アプリケーション
・セグメント２２４に表示されている）。
【０１２７】
　一部の実施形態では、複数の第２のアプリケーションアイコンを有するユーザインタフ
ェースにおいて、電子装置のメモリに格納されていない１つ以上のアプリケーションに対
応した１つ以上のアプリケーションアイコンの少なくとも一部分は、電子装置のメモリに
格納されていない１つ以上のアプリケーションの個々の開発者によって支払われた料金に
従って配列される（３２６）。例えば、最高額を支払う開発者の（未インストール）アプ
リケーションのアプリケーションアイコンは、複数の第２のアプリケーションアイコンを
有するユーザインタフェースにおいて、より目に付きやすい位置（例えば、最上段かつ／
または最左の位置）に表示される（例えば、対応するソーシャルネットワークメールアプ
リケーションの開発者が、セグメント２１６に一覧表示される他のいずれのアプリケーシ
ョンの開発者よりも高い代金を支払ったという理由で、アプリケーションアイコン２１０
－１２は、セグメント２１６（図２Ｈ）の最左位置に表示される）。
【０１２８】
　一部の実施形態では、複数の第２のアプリケーションアイコンを有するユーザインタフ
ェースは、３つ以上のセグメントを含む。一部の実施形態では、複数の第２のアプリケー
ションアイコンを有するユーザインタフェースの１つ以上のセグメントは、サブセグメン
トを含む。例えば、複数の第２のアプリケーションアイコンを有する例示的なユーザイン
タフェースは、インストール済みアプリケーション・セグメント（例えば、図２Ｈのセグ
メント２２２）と、未インストール無料アプリケーション・セグメント（例えば、図２Ｇ
のセグメント２１８）と、未インストール有料アプリケーション・セグメント（例えば、
図２Ｇのセグメント２２０）と、推奨アプリケーション・セグメント（例えば、図２Ｋの
セグメント２２４）とを含む。
【０１２９】
　一部の実施形態では、装置は、複数の第２のアプリケーションアイコンを有するユーザ
インタフェースを表示する前に、複数の第２のアプリケーションアイコンを有するユーザ
インタフェースを構成するためのユーザ入力を検出し（３２８）（例えば、装置の設定Ｕ
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Ｉ（図２Ｌ）を表示している間に、電子装置のメモリに格納されていない１つ以上のアプ
リケーションに対応した１つ以上のアプリケーションアイコンをアルファベット順かつ／
または人気尺度に基づいて表示することを要求するユーザ入力を受け取り）、さらに、複
数の第２のアプリケーションアイコンを有するユーザインタフェースを構成するための検
出されたユーザ入力に従って、複数の第２のアプリケーションアイコンを有するユーザイ
ンタフェースにおいて、複数の第２のアプリケーションアイコンを表示する。例えば、設
定ユーザインタフェース（図２Ｌ）における「アルファベット順」というテキストに対応
した位置でユーザ入力（例えば、タップジェスチャ）が検出されたという判断に応答して
、複数の第２のアプリケーションアイコンを表示するために図２Ｉのユーザインタフェー
スが用いられる。
【０１３０】
　装置は、複数の第２のアプリケーションアイコンを有するユーザインタフェースを表示
している間に、複数の第２のアプリケーションアイコンのうちの電子装置のメモリに格納
されていない第２のアプリケーションに対応した第２のアプリケーションアイコンのアク
ティブ化を検出する（図３Ｄの３３０）。例えば、図２Ｄでは、装置は、装置１０４に格
納されていない画像共有アプリケーション１４６に対応したアプリケーションアイコン２
１０－１１に対応した位置で、タッチ入力２１３を検出する（例えば、画像共有アプリケ
ーション１４６をインストールするよりも前に、タッチ入力２１３が検出される）。
【０１３１】
　装置は、第２のアプリケーションアイコンのアクティブ化を検出した後に、第２のアプ
リケーションを電子装置のメモリにインストールする（３３２）。第２のアプリケーショ
ンをインストールした後には、第２のアプリケーションは、電子装置のメモリに格納され
ている。
【０１３２】
　一部の実施形態では、装置は、第２のアプリケーションアイコンのアクティブ化を検出
したことに応答して、第２のアプリケーションをインストールするための１つ以上のユー
ザインタフェースを表示する（図３Ｅの３３４）。一部の実施形態では、第２のアプリケ
ーションをインストールするための１つ以上のユーザインタフェースは、第２のアプリケ
ーションを記述する情報を有するユーザインタフェース（例えば、画像共有アプリケーシ
ョン１４６に関する情報を有する図２Ｍのユーザインタフェース）を含む。一部の実施形
態では、第２のアプリケーションをインストールするための１つ以上のユーザインタフェ
ースは、第２のアプリケーションをインストールするユーザ確認を受け取るためのユーザ
インタフェース（例えば、確認アイコン２２８を有する、図２Ｎのユーザインタフェース
）を含む。一部の実施形態では、１つ以上のユーザインタフェースは、第２のアプリケー
ションのインストールの進行状況を表示するユーザインタフェース（例えば、プログレス
バーを有する、図２Ｏのユーザインタフェース）を含む。
【０１３３】
　一部の実施形態では、装置は、第２のアプリケーションを電子装置のメモリにインスト
ールした後に、第１のアプリケーションを表示している間に、第１のタイプのオペレーシ
ョンを要求するユーザ入力（例えば、図２Ｒで、共有オペレーションを要求するタッチ入
力２１９）を検出する（３３６）。装置は、第１のタイプのオペレーションを要求するユ
ーザ入力を検出したことに応答して、複数の第３のアプリケーションアイコンを有するユ
ーザインタフェース（例えば、アプリケーションアイコン２１０－１～２１０－１２を有
する、図２Ｓのユーザインタフェース）を表示する。一部の実施形態では、装置は、第１
のタイプのオペレーションを要求するユーザ入力が検出されたときに表示されていた第１
のアプリケーションのユーザインタフェースの表示を、複数の第３のアプリケーションア
イコンを有するユーザインタフェースの表示で置き換える。例えば、装置は、図２Ｒのユ
ーザインタフェースを、図２Ｓのユーザインタフェースで置き換える。複数の第３のアプ
リケーションアイコンは、複数の第１のアプリケーションアイコンとは異なるものである
。複数の第３のアプリケーションアイコンのうちの各々のアプリケーションアイコンは、
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当該アプリケーションが電子装置のメモリに格納されているときに第１のタイプのオペレ
ーションを実行可能である個々のアプリケーションに対応している。装置は、複数の第３
のアプリケーションアイコンを表示している間に、複数の第３のアプリケーションアイコ
ンのうちのインストール済みの第２のアプリケーションに対応したアプリケーションアイ
コンのアクティブ化を検出する。一部の実施形態では、電子装置にインストールする前の
第２のアプリケーションに対応した第２のアプリケーションアイコンと、インストール済
みの第２のアプリケーションに対応したアプリケーションアイコンは、同じものである。
一部の実施形態では、複数の第３のアプリケーションアイコンは、複数の第２のアプリケ
ーションアイコンと同じものである。一部の実施形態では、電子装置にインストールする
前の第２のアプリケーションに対応した第２のアプリケーションアイコンと、インストー
ル済みの第２のアプリケーションに対応したアプリケーションアイコンは、異なる（例え
ば、見た目が異なる）ものである（例えば、電子装置にインストールする前の画像共有ア
プリケーション１４６に対応した図２Ｄのアプリケーションアイコン２１０－１１は、イ
ンストール済みの画像共有アプリケーション１４６に対応した図２Ｓのアプリケーション
アイコン２１０－１３とは異なる）。一部の実施形態では、複数の第３のアプリケーショ
ンアイコンは、複数の第２のアプリケーションアイコンとは異なるものである。装置は、
複数の第３のアプリケーションアイコンのうちのインストール済みの第２のアプリケーシ
ョンに対応したアプリケーションアイコンのアクティブ化を検出したことに応答して、第
２のアプリケーションをインストールするための１つ以上のユーザインタフェースを表示
することなく、第２のアプリケーションを用いた第１のタイプのオペレーションを開始さ
せる。例えば、タッチ入力２２１（図２Ｓ）を検出したことに応答して、装置は、画像共
有アプリケーション１４６は既にインストールされているという理由で、画像共有アプリ
ケーション１４６をインストールするための１つ以上のユーザインタフェースを表示する
ことなく、１つ以上の選択された画像を共有することが可能な画像共有アプリケーション
を起動する。すなわち、装置は、複数の第３のアプリケーションアイコンのうちのインス
トール済みの第２のアプリケーションに対応したアプリケーションアイコンのアクティブ
化を検出したことに応答して、第２のアプリケーションのインストールを繰り返すことな
く、第２のアプリケーションを用いた第１のタイプのオペレーションを開始させる。
【０１３４】
　一部の実施形態では、装置は、第２のアプリケーションをインストールしたことに応答
して、第２のアプリケーションを用いた第１のタイプのオペレーションを開始させる（３
３８）。
【０１３５】
　一部の実施形態では、装置は、第２のアプリケーションをインストールしたことに応答
して、第１のタイプのオペレーションを実行可能である第２のアプリケーションを起動す
る（例えば、第２のアプリケーションのユーザインタフェースを表示する）。例えば、第
２のアプリケーションをインストールしたら（例えば、図２Ｎの「同意してインストール
」アイコン２２８がアクティブ化されて、第２のアプリケーションをダウンロード（図２
Ｏ）した後）直ちに、電子装置は、画像の共有が可能である第２のアプリケーション（例
えば、Ｉｎｓｔａｇｒａｍのような画像共有アプリケーション）を起動して表示する。
【０１３６】
　一部の実施形態では、第１のタイプのオペレーションは、対応するアプリケーションの
ユーザインタフェースを表示することを含む（３４０）。例えば、装置は、図２Ｔ～２Ｖ
の画像共有アプリケーション１４６の１つ以上のユーザインタフェースを表示する。対応
するアプリケーションのユーザインタフェースは、第１のアプリケーションのユーザイン
タフェースの少なくとも一部を含む。例えば、図２Ｔ～２Ｖのユーザインタフェースの各
々は、図２Ｂの画像２０４－１を含んでいる。一部の実施形態では、第２のアプリケーシ
ョンを用いた第１のタイプのオペレーションを開始させることは、第２のアプリケーショ
ンのユーザインタフェース（例えば、図２Ｔ～２Ｖのユーザインタフェースのいずれか）
を表示することを含む。一部の実施形態では、第３のアプリケーションを用いた第１のタ
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イプのオペレーションを開始させることは、第３のアプリケーションのユーザインタフェ
ース（例えば、図２Ｅのユーザインタフェース）を表示することを含む。
【０１３７】
　一部の実施形態では、装置は、第２のアプリケーションアイコンのアクティブ化を検出
した後に、第１のタイプのオペレーションを実行することなく、第２のアプリケーション
を電子装置のメモリにインストールし（３４２）、第１のタイプのオペレーションを実行
することなく第２のアプリケーションを電子装置のメモリにインストールした後に、第１
のアプリケーションを表示している間に、第１のタイプのオペレーションを要求するユー
ザ入力を検出する。装置は、第１のタイプのオペレーションを要求するユーザ入力を検出
したことに応答して、第２のアプリケーションを用いた第１のタイプのオペレーションを
開始させる。例えば、第２のアプリケーションを用いた第１のタイプのオペレーションを
、ユーザが１回目に要求したときに、装置は、第１のタイプのオペレーションを実行する
ことなく、（例えば、図２Ｍ～２Ｐに示すように）第２のアプリケーションをインストー
ルする。第２のアプリケーションをインストールした後に、第２のアプリケーションを用
いた第１のタイプのオペレーションを要求する再度のユーザ入力（例えば、図２Ｓのタッ
チ入力２２１）を受け取ったことに応答して、装置は、第２のアプリケーションのユーザ
インタフェースを表示する（例えば、図２Ｔのユーザインタフェースを表示する）。
【０１３８】
　図３Ｄを再び参照して、一部の実施形態では、第１のアプリケーションは、複数の画像
と、共有アイコンと、を有するユーザインタフェース（例えば、複数の画像と、共有アイ
コン２０８と、を有する図２Ｃのユーザインタフェース）を含み（３４４）、共有アイコ
ンは、アクティブ化されると、第１のアプリケーション以外の１つ以上の画像を共有する
ことが可能なアプリケーションによって、複数の画像のうちの１つ以上の画像を共有する
ためのプロセスを開始させる。本明細書で使用される場合の「画像を共有する（sharing 
an image）」とは、１人以上の受信者への配信のためにネットワークを介して画像を送信
することを意味する。例えば、第１のアプリケーションにおいて共有アイコンをアクティ
ブ化すると、Ｆａｃｅｂｏｏｋ、Ｔｗｉｔｔｅｒ、Ｔｕｍｂｌｒ、Ｆｏｕｒｓｑｕａｒｅ
、Ｆｌｉｃｋｒ、または他のソーシャルネットワーキングサービスを用いて画像を共有す
ることが可能な別のアプリケーション（例えば、Ｉｎｓｔａｇｒａｍ）を介して画像を共
有するためのプロセスが開始する。第１のアプリケーションを表示している間に、第１の
タイプのオペレーションを要求するユーザ入力を検出することは、複数の画像のうちの個
々の画像が選択されている間に、共有アイコンのアクティブ化（例えば、共有アイコン２
０８に対応した位置でのタッチ入力２０９）を検出することを含む。複数の第２のアプリ
ケーションアイコンのうちの各々のアプリケーションアイコンは、当該アプリケーション
が電子装置のメモリに格納されているときに当該画像を共有することが可能な個々のアプ
リケーション（例えば、チャットアプリケーション、電子メールアプリケーション１４４
、画像共有アプリケーション１４６など）に対応している。装置は、第２のアプリケーシ
ョンをインストールした後に、第２のアプリケーションを用いた当該画像の共有を開始さ
せ、この画像の共有を開始させることは、第２のアプリケーションのユーザインタフェー
ス（第２のアプリケーションのユーザインタフェースは、当該画像の少なくとも一部を含
む）（例えば、図２Ｔ）を表示することと、当該画像の共有に利用するソーシャルネット
ワーク、および／または当該画像の１人以上の受信者、を選択するためのユーザインタフ
ェース（例えば、図２Ｖ）を表示することと、当該画像の共有に利用するソーシャルネッ
トワーク、および／または当該画像の１人以上の受信者、を選択するためのユーザインタ
フェースを表示している間に、当該画像の共有に利用するソーシャルネットワーク、およ
び／または当該画像の１人以上の受信者についてのユーザ選択（例えば、図２Ｖにおいて
、「Ｆａｂｕｌｏｕｓソーシャルメディア」、「Ｔｅｒｒｉｆｉｃソーシャルメディア」
、「Ａｗｅｓｏｍｅソーシャルメディア」、および「Ｃｏｏｌソーシャルメディア」など
の特定のソーシャルネットワークに対応した位置での、タッチセンス面１１２におけるタ
ップジェスチャ）を検出することと、選択されたソーシャルネットワークおよび／または



(39) JP 6301555 B2 2018.3.28

10

20

30

40

50

選択された１人以上の受信者への配信のために、当該画像を送信するためのプロセスを開
始させることとを含む。
【０１３９】
　一部の実施形態では、第２のアプリケーションをインストールする前には、複数の第１
のアプリケーションを有するユーザインタフェースは、第２のアプリケーションに対応し
たアプリケーションアイコンを含まず（３４６）（例えば、図２Ａのユーザインタフェー
スは、画像共有アプリケーション１４６のアプリケーションアイコンを含まず）、第２の
アプリケーションをインストールした後には、複数の第１のアプリケーションを有するユ
ーザインタフェースは、第２のアプリケーションに対応したアプリケーションアイコンを
含む（例えば、図２Ｐのユーザインタフェースは、画像共有アプリケーション１４６に対
応したアプリケーションアイコン２０２－８を含む）。
【０１４０】
　一部の実施形態では、装置は、第１のタイプのオペレーションとは異なる第２のタイプ
のオペレーションを要求するユーザ入力を検出し、第２のタイプのオペレーションを要求
するユーザ入力を検出したことに応答して、複数の第４のアプリケーションアイコンを有
するユーザインタフェースを表示する。複数の第４のアプリケーションアイコンは、複数
の第１のアプリケーションアイコンおよび複数の第２のアプリケーションアイコンとは異
なるものである。複数の第４のアプリケーションアイコンのうちの各々のアプリケーショ
ンアイコンは、当該アプリケーションが電子装置のメモリに格納されているときに第２の
タイプのオペレーションを実行可能である個々のアプリケーションに対応している。複数
の第４のアプリケーションアイコンは、電子装置のメモリに格納された１つ以上のアプリ
ケーションに対応した１つ以上のアプリケーションアイコンを含む。複数の第４のアプリ
ケーションアイコンは、電子装置のメモリに格納されていない１つ以上のアプリケーショ
ンに対応した１つ以上のアプリケーションアイコンを含む。例えば、図２Ｃに示すユーザ
インタフェースから、ユーザは、１つ以上の選択された画像の削除を要求するユーザ入力
を行うために、タッチ入力によってゴミ箱アイコンをアクティブ化する。ゴミ箱アイコン
をアクティブ化するユーザ入力を検出したことに応答して、装置は、様々なデータ削除ア
プリケーション（例えば、セキュア削除アプリケーション）に対応したアプリケーション
アイコンを表示し、それらアイコンは、１つ以上の選択された画像を削除可能であるイン
ストール済みアプリケーションに対応した１つ以上のアプリケーションアイコンと、１つ
以上の選択された画像を削除可能である未インストールアプリケーションに対応した１つ
以上のアプリケーションアイコンとを含む。
【０１４１】
　要求される第２のタイプの他のオペレーションの典型例として、地図を表示すること、
ＵＲＬを開くこと、電子メールを送信すること、またはメッセージを送信すること、が含
まれるが、ただし、これらに限定されない。
【０１４２】
　図４は、いくつかの実施形態による電子装置４００の機能ブロック図である。電子装置
４００の機能ブロックは、上記の原理を実施するために、ハードウェア、ソフトウェア、
またはハードウェアとソフトウェアの組み合わせによって実装することができる。当業者
であれば理解できるように、図４に示す機能ブロックは、上記の原理を実現するために、
併合またはサブブロックに分割することができる。よって、本明細書における説明は、本
明細書に記載の機能ブロックの可能な併合または分割またはさらなる規定をいずれもサポ
ートし得る。
【０１４３】
　図４に示すように、電子装置４００は、複数の第１のアプリケーションアイコンを有す
るユーザインタフェースを表示するように構成された表示ユニット４０２を備える。複数
の第１のアプリケーションアイコンは、電子装置４００のメモリに格納された複数の第１
のアプリケーションに対応している。複数の第１のアプリケーションアイコンのうちの個
々のアプリケーションアイコンがアクティブ化されると、複数の第１のアプリケーション
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のうちの当該アプリケーションアイコンに対応したアプリケーションが起動する。
【０１４４】
　電子装置４００は、表示ユニット４０２に結合された処理ユニット４０６をさらに備え
る。いくつかの実施形態において、処理ユニット４０６は、検出ユニット４０８、表示イ
ネーブルユニット４１０、インストールユニット４１２、起動ユニット４１４、のうちの
１つ以上を有する。
【０１４５】
　処理ユニット４０６は、複数の第１のアプリケーションアイコンを有するユーザインタ
フェースを表示ユニット４０２で表示している間に、複数の第１のアプリケーションアイ
コンのうちの第１のアプリケーションアイコンのアクティブ化を（例えば、検出ユニット
４０８を用いて）検出し、第１のアプリケーションアイコンのアクティブ化を検出したこ
とに応答して、第１のアプリケーションアイコンに対応した第１のアプリケーションの表
示ユニット上での表示を（例えば、表示イネーブルユニット４１０および／または表示ユ
ニット４０２を用いて）イネーブルするように構成されている。
【０１４６】
　処理ユニット４０６は、第１のアプリケーションを表示ユニットで表示している間に、
第１のタイプのオペレーションを要求するユーザ入力を（例えば、検出ユニット４０８を
用いて）検出し、第１のタイプのオペレーションを要求するユーザ入力を検出したことに
応答して、（例えば、表示イネーブルユニット４１０および／または表示ユニット４０２
を用いて）複数の第２のアプリケーションアイコンを有するユーザインタフェースの表示
をイネーブルするように構成されている。複数の第２のアプリケーションアイコンは、複
数の第１のアプリケーションアイコンとは異なるものである。複数の第２のアプリケーシ
ョンアイコンのうちの各々のアプリケーションアイコンは、当該アプリケーションが電子
装置４００のメモリに格納されているときに第１のタイプのオペレーションを実行可能で
ある個々のアプリケーションに対応している。複数の第２のアプリケーションアイコンは
、電子装置４００のメモリに格納された１つ以上のアプリケーションに対応した１つ以上
のアプリケーションアイコンを含む。複数の第２のアプリケーションアイコンは、電子装
置４００のメモリに格納されていない１つ以上のアプリケーションに対応した１つ以上の
アプリケーションアイコンを含む。
【０１４７】
　処理ユニット４０６は、（例えば、表示イネーブルユニット４１０および／または表示
ユニット４０２を用いて）複数の第２のアプリケーションアイコンを有するユーザインタ
フェースの表示をイネーブルしている間に、複数の第２のアプリケーションアイコンのう
ちの電子装置４００のメモリに格納されていない第２のアプリケーションに対応した第２
のアプリケーションアイコンのアクティブ化を（例えば、検出ユニット４０８を用いて）
検出するようにさらに構成されている。
【０１４８】
　処理ユニット４０６は、第２のアプリケーションアイコンのアクティブ化を（例えば、
検出ユニット４０８で）検出した後に、（例えば、インストールユニット４１２を用いて
）第２のアプリケーションを電子装置のメモリにインストールするようにさらに構成され
ている。
【０１４９】
　一部の実施形態では、処理ユニット４０６は、第２のアプリケーションアイコンのアク
ティブ化を（例えば、検出ユニット４０８を用いて）検出したことに応答して、第２のア
プリケーションをインストールするための１つ以上のユーザインタフェースの表示を（例
えば、表示イネーブルユニット４１０および／または表示ユニット４０２を用いて）イネ
ーブルするように構成されている。
【０１５０】
　一部の実施形態では、処理ユニット４０６は、（例えば、インストールユニット４１２
を用いて）第２のアプリケーションを電子装置４００のメモリにインストールした後に、
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（例えば、表示イネーブルユニット４１０および／または表示ユニット４０２を用いて）
第１のアプリケーションの表示をイネーブルしている間に、第１のタイプのオペレーショ
ンを要求するユーザ入力を（例えば、検出ユニット４０８を用いて）検出するように構成
されている。処理ユニット４０６は、第１のタイプのオペレーションを要求するユーザ入
力を（例えば、検出ユニット４０８を用いて）検出したことに応答して、（例えば、表示
イネーブルユニット４１０および／または表示ユニット４０２を用いて）複数の第３のア
プリケーションアイコンを有するユーザインタフェースの表示をイネーブルするようにさ
らに構成されている。複数の第３のアプリケーションアイコンは、複数の第１のアプリケ
ーションアイコンとは異なるものである。複数の第３のアプリケーションアイコンのうち
の各々のアプリケーションアイコンは、当該アプリケーションが電子装置４００のメモリ
に格納されているときに第１のタイプのオペレーションを実行可能である個々のアプリケ
ーションに対応している。処理ユニット４０６は、（例えば、表示イネーブルユニット４
１０および／または表示ユニット４１０を用いて）複数の第３のアプリケーションアイコ
ンの表示をイネーブルしている間に、複数の第３のアプリケーションアイコンのうちのイ
ンストール済みの第２のアプリケーションに対応したアプリケーションアイコンのアクテ
ィブ化を（例えば、検出ユニット４０８を用いて）検出し、複数の第３のアプリケーショ
ンアイコンのうちのインストール済みの第２のアプリケーションに対応したアプリケーシ
ョンアイコンのアクティブ化を（例えば、検出ユニット４０８を用いて）検出したことに
応答して、第２のアプリケーションをインストールするための１つ以上のユーザインタフ
ェースを表示することなく、第２のアプリケーションを用いた第１のタイプのオペレーシ
ョンを（例えば、起動ユニット４１４を用いて）開始させるようにさらに構成されている
。
【０１５１】
　一部の実施形態では、処理ユニット４０６は、（例えば、インストールユニット４１２
を用いて）第２のアプリケーションをインストールしたことに応答して、第２のアプリケ
ーションを用いた第１のタイプのオペレーションを（例えば、起動ユニット４１４を用い
て）開始させるように構成されている。
【０１５２】
　一部の実施形態では、処理ユニット４０６は、第２のアプリケーションアイコンのアク
ティブ化を（例えば、検出ユニット４０８を用いて）検出した後に、第１のタイプのオペ
レーションを実行することなく、（例えば、インストールユニット４１２を用いて）第２
のアプリケーションを電子装置のメモリにインストールし、第１のタイプのオペレーショ
ンを実行することなく第２のアプリケーションを電子装置のメモリにインストールした後
に、（例えば、表示イネーブルユニット４１０および／または表示ユニット４０２を用い
て）第１のアプリケーションを表示している間に、第１のタイプのオペレーションを要求
するユーザ入力を（例えば、検出ユニット４０８を用いて）検出し、第１のタイプのオペ
レーションを要求するユーザ入力を検出したことに応答して、第２のアプリケーションを
用いた第１のタイプのオペレーションを（例えば、起動ユニット４１４を用いて）開始さ
せるように構成されている。
【０１５３】
　一部の実施形態では、処理ユニット４０６は、（例えば、表示イネーブルユニット４１
０および／または表示ユニット４０２を用いて）複数の第２のアプリケーションアイコン
を有するユーザインタフェースを表示している間に、複数の第２のアプリケーションアイ
コンのうちの電子装置のメモリに格納されている第３のアプリケーションに対応した第３
のアプリケーションアイコンのアクティブ化を（例えば、検出ユニット４０８を用いて）
検出し、第３のアプリケーションアイコンのアクティブ化を検出したことに応答して、第
３のアプリケーションを用いた第１のタイプのオペレーションを（例えば、起動ユニット
４１４を用いて）開始させるように構成されている。
【０１５４】
　一部の実施形態では、第１のタイプのオペレーションは、（例えば、表示イネーブルユ
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ニット４１０および／または表示ユニット４０２を用いて）対応するアプリケーションの
ユーザインタフェースを表示することを含み、対応するアプリケーションのユーザインタ
フェースは、第１のアプリケーションのユーザインタフェースの少なくとも一部を含む。
【０１５５】
　一部の実施形態では、第１のアプリケーションは、複数の画像と、共有アイコンと、を
有するユーザインタフェースを含み、共有アイコンは、アクティブ化されると、第１のア
プリケーション以外の共有が可能なアプリケーションによって、複数の画像のうちの１つ
以上の画像を共有するためのプロセスを（例えば、起動ユニット４１２を用いて）開始さ
せる。（例えば、表示イネーブルユニット４１０および／または表示ユニット４０２を用
いて）第１のアプリケーションを表示している間に、第１のタイプのオペレーションを要
求するユーザ入力を（例えば、検出ユニット４０８を用いて）検出することは、複数の画
像のうちの個々の画像が選択されている間に、共有アイコンのアクティブ化を検出するこ
とを含む。複数の第２のアプリケーションアイコンのうちの各々のアプリケーションアイ
コンは、当該アプリケーションが電子装置４００のメモリに格納されているときに当該画
像を共有することが可能な個々のアプリケーションに対応している。処理ユニット４０６
は、（例えば、インストールユニット４１２を用いて）第２のアプリケーションをインス
トールした後に、第２のアプリケーションを用いた当該画像の共有を（例えば、起動ユニ
ット４１４を用いて）開始させるように構成されており、この画像の共有を開始させるこ
とは、第２のアプリケーションのユーザインタフェースの表示を（例えば、表示イネーブ
ルユニット４１０および／または表示ユニット４０２を用いて）イネーブルすることであ
って、当該画像の少なくとも一部を含む第２のアプリケーションのユーザインタフェース
の表示をイネーブルすることと、当該画像の共有に利用するソーシャルネットワーク、お
よび／または当該画像の１人以上の受信者を選択するためのユーザインタフェースの表示
を（例えば、表示イネーブルユニット４１０および／または表示ユニット４０２を用いて
）イネーブルすることと、当該画像の共有に利用するソーシャルネットワーク、および／
または当該画像の１人以上の受信者、を選択するためのユーザインタフェースの表示をイ
ネーブルしている間に、当該画像の共有に利用するソーシャルネットワーク、および／ま
たは当該画像の１人以上の受信者についてのユーザ選択を（例えば、検出ユニット４０８
を用いて）検出することと、選択されたソーシャルネットワークおよび／または選択され
た１人以上の受信者への配信のために、当該画像を送信するためのプロセスを（例えば、
起動ユニット４１４を用いて）開始させることとを含む。
【０１５６】
　一部の実施形態では、第２のアプリケーションをインストールする前には、複数の第１
のアプリケーションを有するユーザインタフェースは、第２のアプリケーションに対応し
たアプリケーションアイコンを含まず、第２のアプリケーションをインストールした後に
は、複数の第１のアプリケーションを有するユーザインタフェースは、第２のアプリケー
ションに対応したアプリケーションアイコンを含む。
【０１５７】
　一部の実施形態では、複数の第２のアプリケーションアイコンを有するユーザインタフ
ェースは、（例えば、表示イネーブルユニット４１０を用いて）セグメント化される。電
子装置のメモリに格納されている１つ以上のアプリケーションに対応した１つ以上のアプ
リケーションアイコンは、複数の第２のアプリケーションアイコンを有するユーザインタ
フェースのインストール済みアプリケーション・セグメントに表示され、電子装置のメモ
リに格納されていない１つ以上のアプリケーションに対応した１つ以上のアプリケーショ
ンアイコンは、複数の第２のアプリケーションアイコンを有するユーザインタフェースの
未インストールアプリケーション・セグメントに表示され、未インストールアプリケーシ
ョン・セグメントは、インストール済みアプリケーション・セグメントとは分離された別
個のものである。
【０１５８】
　一部の実施形態では、複数の第２のアプリケーションアイコンを有するユーザインタフ
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ェースは、（例えば、表示イネーブルユニット４１０を用いて）セグメント化される。電
子装置のメモリに格納されていない無料で入手できる１つ以上のアプリケーションに対応
した１つ以上のアプリケーションアイコンは、複数の第２のアプリケーションアイコンを
有するユーザインタフェースの未インストール無料アプリケーション・セグメントに表示
され、電子装置のメモリに格納されていない有料で入手できる１つ以上のアプリケーショ
ンに対応した１つ以上のアプリケーションアイコンは、複数の第２のアプリケーションア
イコンを有するユーザインタフェースの未インストール有料アプリケーション・セグメン
トに表示され、未インストール有料アプリケーション・セグメントは、未インストール無
料アプリケーション・セグメントとは分離された別個のものである。
【０１５９】
　一部の実施形態では、複数の第２のアプリケーションアイコンを有するユーザインタフ
ェースにおいて、電子装置のメモリに格納されていない１つ以上のアプリケーションに対
応した１つ以上のアプリケーションアイコンの少なくとも一部分は、（例えば、表示イネ
ーブルユニット４１０を用いて）人気尺度に従って配列される。
【０１６０】
　一部の実施形態では、複数の第２のアプリケーションアイコンを有するユーザインタフ
ェースにおいて、複数の第２のアプリケーションアイコンの少なくとも一部分は、（例え
ば、表示イネーブルユニット４１０を用いて）アルファベット順に配列される。
【０１６１】
　一部の実施形態では、複数の第２のアプリケーションアイコンを有するユーザインタフ
ェースにおいて、第１のアプリケーションに関連付けられたアプリケーションに対応した
、第１のアプリケーションアイコン以外のアプリケーションアイコンは、（例えば、表示
イネーブルユニット４１０を用いて）予め選択された位置に表示される。
【０１６２】
　一部の実施形態では、複数の第２のアプリケーションアイコンを有するユーザインタフ
ェースにおいて、予め選択されたアプリケーションに対応したアプリケーションアイコン
は、（例えば、表示イネーブルユニット４１０を用いて）予め選択された位置に表示され
る。
【０１６３】
　一部の実施形態では、複数の第２のアプリケーションアイコンを有するユーザインタフ
ェースにおいて、電子装置のメモリに格納されていない１つ以上のアプリケーションに対
応した１つ以上のアプリケーションアイコンの少なくとも一部分は、電子装置のメモリに
格納されていない１つ以上のアプリケーションの個々の開発者によって支払われた料金に
従って（例えば、表示イネーブルユニット４１０を用いて）配列される。
【０１６４】
　一部の実施形態では、処理ユニット４０６は、複数の第２のアプリケーションアイコン
を有するユーザインタフェースの表示をイネーブルする前に、複数の第２のアプリケーシ
ョンアイコンを有するユーザインタフェースを構成するためのユーザ入力を（例えば、検
出ユニット４０８を用いて）検出し、複数の第２のアプリケーションアイコンを有するユ
ーザインタフェースを構成するための検出されたユーザ入力に従って、複数の第２のアプ
リケーションアイコンを有するユーザインタフェースにおいて、（例えば、表示イネーブ
ルユニット４１０および／または表示ユニット４０２を用いて）複数の第２のアプリケー
ションアイコンの表示をイネーブルするように構成されている。
【０１６５】
　各種図面のいくつかでは、いくつかの論理段階を特定の順序で示しているが、順序に依
存しない段階は並べ替えてよく、また、他の段階を併合するか、または分割して切り出し
てよい。いくつかの並べ替えまたは他の組分けについて具体的に記載しているが、他のも
のは当業者には明らかであり、よって、本明細書で提示している順序および組分けは、代
替案の網羅的列挙ではない。さらに、認識されるべきことは、それらの段階は、ハードウ
ェア、ファームウェア、ソフトウェア、またはそれらの任意の組み合わせで実現できると
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いうことである。
【０１６６】
　上記明細書は、説明を目的として、具体的な実施形態を参照して記載している。しかし
ながら、上記の例示的説明は、網羅的なものではなく、開示した厳密な形態に請求項の範
囲を限定するものでもない。上記の教示に照らして、数多くの変更および変形が可能であ
る。これらの実施形態は、これにより他の当業者が企図する特定の用途に適した種々の変
更を加えて実施形態を最良に利用できるように、請求項の根底にある原理およびその実際
の適用について最良に説明するために選択されたものである。
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