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(57)【要約】
【課題】ユーザにアプリケーションが実行していること
を意識させず、不必要なアプリケーションを効率よく終
了すること。
【解決手段】電子機器は、ユーザの操作を受け付ける操
作部と、操作部が受け付けた所定の操作に基づいて、第
１の処理を実行する処理実行部と、バックグラウンドで
実行中の第２の処理がある場合、所定の操作に基づいて
、第２の処理を終了する処理終了部と、を備える。
【選択図】図１
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　ユーザの操作を受け付ける操作部と、
　前記操作部が受け付けた所定の操作に基づいて、第１の処理を実行する処理実行部と、
　バックグラウンドで実行中の第２の処理がある場合、前記所定の操作に基づいて、前記
第２の処理を終了する処理終了部と、
　を備えることを特徴とする電子機器。
【請求項２】
　前記第２の処理は、ユーザが起動したアプリケーションに関する処理を含む請求項１に
記載の電子機器。
【請求項３】
　複数の前記所定の操作の候補から、選択された１又は２以上の操作を前記所定の操作と
して決定する操作決定部を備える請求項１又は２に記載の電子機器。
【請求項４】
　アプリケーションが生成する画像であるアプリケーション画像を表示する表示部を備え
、
　前記所定の操作の候補は、前記アプリケーション画像を非表示とする操作を含む請求項
１乃至３のいずれか一に記載の電子機器。
【請求項５】
　前記第２の処理は、前記表示部において、前記アプリケーション画像を非表示とした状
態で、実行される処理である請求項４に記載の電子機器。
【請求項６】
　加速度センサを備え、
　前記所定の操作の候補は、前記加速度センサの出力に基づき検出される操作を含む請求
項１乃至５のいずれか一に記載の電子機器。
【請求項７】
　マイクを備え、
　前記所定の操作の候補は、所定の周波数以上の空気振動を前記マイクに入力する操作を
含む請求項１乃至６のいずれか一に記載の電子機器。
【請求項８】
　ユーザの操作を受け付ける操作部を備える電子機器の制御方法であって、
　前記操作部が受け付けた所定の操作に基づいて、第１の処理を実行する工程と、
　バックグラウンドで実行中の第２の処理がある場合、前記所定の操作に基づいて、前記
第２の処理を終了する工程と、
　を含む電子機器の制御方法。
【請求項９】
　ユーザの操作を受け付ける操作部を備える電子機器を制御するコンピュータに実行させ
るプログラムであって、
　前記操作部が受け付けた所定の操作に基づいて、第１の処理を実行する処理と、
　バックグラウンドで実行中の第２の処理がある場合、前記所定の操作に基づいて、前記
第２の処理を終了する処理と、
　を実行するプログラム。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、電子機器、その制御方法及びプログラムに関する。特に、複数のアプリケー
ションを起動する電子機器、その制御方法及びプログラムに関する。
【背景技術】
【０００２】
　近年、スマートフォンのように、小型の電子機器であっても、複数のアプリケーション
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を同時に起動、実行できる電子機器が増加している。例えば、スマートフォンの場合、メ
ールアプリケーション、カメラアプリケーション、Ｗｅｂブラウザ、ミュージックプレー
ヤ、ゲーム等、多数のアプリケーションを利用できる。このような電子機器では、あるア
プリケーションを実行している状態で、他のアプリケーションを起動できる。その場合、
先に起動していたアプリケーションを表示画面上に非表示とし、新たなアプリケーション
を表示画面に表示して起動する。
【０００３】
　ここで、特許文献１において、表示画面で発生する接触信号によるジェスチャを識別し
、識別したジェスチャに基づいて、表示画面上に非表示で実行しているアプリケーション
を制御する電子機器が記載されている。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００４】
【特許文献１】特開２０１０－１１８０４２号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
　なお、上記先行技術文献の開示を、本書に引用をもって繰り込むものとする。以下の分
析は、本発明の観点からなされたものである。
【０００６】
　上述のとおり、複数のアプリケーションを起動する電子機器では、先に起動していたア
プリケーションを表示画面上では非表示とした上で、新たなアプリケーションを表示画面
上に表示して起動する。その際、表示画面上でアプリケーションが非表示となると、ユー
ザはアプリケーションを終了した、と誤解する恐れがある。その結果、電子機器は、不必
要なアプリケーションを、複数起動する事態となる。
【０００７】
　このように、複数のアプリケーションが、並列して起動した状態になると、リソース不
足で電子機器のパフォーマンスが低下する。さらに、そのようなアプリケーションの影響
で、消費電力が増大することも考えられる。
【０００８】
　ここで、特許文献１に記載された技術では、表示画面上に非表示で実行しているアプリ
ケーションを制御するために、ユーザが意図的にジェスチャをする必要がある。さらに、
この場合、ユーザは、バックグラウンドで実行しているアプリケーションを把握しておく
必要がある。
【０００９】
　例えば、ミュージックプレーヤの場合、表示画面上に非表示での起動であっても、出力
音声によって、ユーザが、ミュージックプレーヤが実行中であることを認識することは容
易である。しかし、音声を出力しないアプリケーション（Ｗｅｂブラウザ等）が、表示画
面上に非表示で実行している場合、ユーザが、Ｗｅｂブラウザ等のアプリケーションが実
行していることを認識するのは困難である。
【００１０】
　そのため、ユーザにアプリケーションが実行していることを意識させず、不必要なアプ
リケーションを効率よく終了する電子機器、その制御方法及びプログラムが、望まれる。
【課題を解決するための手段】
【００１１】
　本発明の第１の視点によれば、ユーザの操作を受け付ける操作部と、前記操作部が受け
付けた所定の操作に基づいて、第１の処理を実行する処理実行部と、バックグラウンドで
実行中の第２の処理がある場合、前記所定の操作に基づいて、前記第２の処理を終了する
処理終了部と、を備える電子機器が、提供される。
【００１２】
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　本発明の第２の視点によれば、ユーザの操作を受け付ける操作部を備える電子機器の制
御方法であって、前記操作部が受け付けた所定の操作に基づいて、第１の処理を実行する
工程と、バックグラウンドで実行中の第２の処理がある場合、前記所定の操作に基づいて
、前記第２の処理を終了する工程と、を含む電子機器の制御方法が提供される。
【００１３】
　本発明の第３の視点によれば、ユーザの操作を受け付ける操作部を備える電子機器を制
御するコンピュータに実行させるプログラムであって、前記操作部が受け付けた所定の操
作に基づいて、第１の処理を実行する処理と、バックグラウンドで実行中の第２の処理が
ある場合、前記所定の操作に基づいて、前記第２の処理を終了する処理と、を実行するプ
ログラムが、提供される。なお、このプログラムは、コンピュータが読み取り可能な記憶
媒体に記録することができる。記憶媒体は、半導体メモリ、ハードディスク、磁気記録媒
体、光記録媒体等の非トランジェント（ｎｏｎ－ｔｒａｎｓｉｅｎｔ）なものとすること
ができる。本発明は、コンピュータプログラム製品として具現することも可能である。
【発明の効果】
【００１４】
　本発明の各視点によれば、ユーザにアプリケーションが実行していることを意識させず
、不必要なアプリケーションを効率よく終了する電子機器、その制御方法及びプログラム
が提供される。
【図面の簡単な説明】
【００１５】
【図１】一実施形態を説明するための図である。
【図２】第１の実施形態に係る電子機器１の全体構成の一例を示す平面図である
【図３】第１の実施形態に係る電子機器１の内部構成の一例を示す図である。
【図４】表示画面の一例を示す図である。
【図５】電子機器１の動作の一例を示すフローチャートである。
【図６】第２の実施形態に係る電子機器１ａの内部構成の一例を示す図である。
【図７】表示画面の一例を示す図である。
【発明を実施するための形態】
【００１６】
　初めに、図１を用いて一実施形態の概要について説明する。なお、この概要に付記した
図面参照符号は、理解を助けるための一例として各要素に便宜上付記したものであり、こ
の概要の記載はなんらの限定を意図するものではない。
【００１７】
　上述のとおり、複数のアプリケーションが起動されたままになると、リソース不足によ
り、電子機器のパフォーマンスが低下する。しかし、ユーザがアプリケーションの起動を
、常時監視することは困難である。そのため、ユーザにアプリケーションが実行している
ことを意識させず、不必要なアプリケーションを効率よく終了する電子機器が、望まれる
。
【００１８】
　そこで、一例として図１に示す電子機器１００を提供する。電子機器１００は、ユーザ
の操作を受け付ける操作部１０１と、操作部１０１が受け付けた所定の操作に基づいて、
第１の処理を実行する処理実行部１０２と、バックグラウンドで実行中の第２の処理があ
る場合、所定の操作に基づいて、第２の処理を終了する処理終了部１０３と、を備える。
【００１９】
　電子機器１００は、バックグラウンドで実行中の処理（上述の第２の処理に相当）を、
他の処理（上述の第１の処理に相当）に対する操作に基づいて、終了する。ここで、処理
の終了とは、処理の実行に必要なメモリ領域を解放することを意味する。
【００２０】
　「バックグラウンド」とは、ユーザに操作させない状態を意味する。一方、以下の説明
では、ユーザに操作させる状態を、「フォアグラウンド」と呼ぶ。
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【００２１】
　例えば、第１の処理として、メニュー画面に遷移させる処理や、セキュリティロック画
面に遷移させる処理等を考える。その際、メニュー画面等に遷移させる前に、フォアグラ
ウンドでアプリケーションが使用していたメモリ領域は解放されることが好ましい。しか
し、アプリケーションによっては、バックグラウンドで、アプリケーションを実行したま
ま、新規のアプリケーションを起動する場合がある。
【００２２】
　そこで、電子機器１００は、所定の操作に基づいて、バックグラウンドで実行している
アプリケーションを終了する。例えば、所定の操作としては、メニュー画面に遷移させる
操作、セキュリティロック画面に遷移させる操作、等が考えられる。従って、電子機器１
００は、ユーザにアプリケーションが実行していることを意識させず、不必要なアプリケ
ーションを効率よく終了できる。
【００２３】
　本発明において下記の形態が可能である。
【００２４】
　［形態１］上記第１の視点に係る電子機器のとおりである。
【００２５】
　［形態２］前記第２の処理は、ユーザが起動したアプリケーションに関する処理を含む
ことが好ましい。
【００２６】
　［形態３］前記電子機器は、複数の前記所定の操作の候補から、選択された１又は２以
上の操作を前記所定の操作として決定する操作決定部を備えることが好ましい。
【００２７】
　［形態４］前記電子機器は、アプリケーションが生成する画像であるアプリケーション
画像を表示する表示部を備え、前記所定の操作の候補は、前記アプリケーション画像を非
表示とする操作を含むことが好ましい。
【００２８】
　［形態５］前記第２の処理は、前記表示部において、前記アプリケーション画像を非表
示とした状態で、実行される処理であることが好ましい。
【００２９】
　［形態６］前記電子機器は、加速度センサを備え、前記所定の操作の候補は、前記加速
度センサの出力に基づき検出される操作を含むことが好ましい。
【００３０】
　［形態７］前記電子機器は、マイクを備え、前記所定の操作の候補は、所定の周波数以
上の空気振動を前記マイクに入力する操作を含むことが好ましい。
【００３１】
　［形態８］上記第２の視点に係る電子機器の制御方法のとおりである。
【００３２】
　［形態９］前記電子機器の制御方法は、複数の前記所定の操作の候補から、選択された
１又は２以上の操作を前記所定の操作として決定する操作決定工程を含むことが好ましい
。
【００３３】
　［形態１０］前記操作決定工程は、アプリケーションが生成する画像を非表示とする操
作を、前記所定の操作として決定する工程を含むことが好ましい。
【００３４】
　［形態１１］前記操作決定工程は、加速度センサの出力に基づき検出される操作を、前
記所定の操作として決定する工程を含むことが好ましい。
【００３５】
　［形態１２］前記操作決定工程は、所定の周波数以上の空気振動をマイクに入力する操
作を、前記所定の操作として決定する工程を含むことが好ましい。



(6) JP 2014-21701 A 2014.2.3

10

20

30

40

50

【００３６】
　［形態１３］上記第３の視点に係るプログラムのとおりである。
【００３７】
　［形態１４］前記プログラムは、複数の前記所定の操作の候補から、選択された１又は
２以上の操作を前記所定の操作として決定する操作決定処理を含むことが好ましい。
【００３８】
　［形態１５］前記操作決定処理は、アプリケーションが生成する画像を非表示とする操
作を、前記所定の操作として決定する処理を含むことが好ましい。
【００３９】
　［形態１６］前記操作決定処理は、加速度センサの出力に基づき検出される操作を、前
記所定の操作として決定する処理を含むことが好ましい。
【００４０】
　［形態１７］前記操作決定処理は、所定の周波数以上の空気振動を前記マイクに入力す
る操作を、前記所定の操作として決定する処理を含むことが好ましい。
【００４１】
　以下に、具体的な実施の形態について、図面を参照してさらに詳しく説明する。
【００４２】
［第１の実施形態］
　本発明の第１の実施形態について、図面を用いてさらに詳しく説明する。
【００４３】
　図２は、本実施形態に係る電子機器１の全体構成の一例を示す平面図である。
【００４４】
　電子機器１は、液晶パネル２０（表示部）と、タッチパネル３０と、電源キー４１と、
ホームキー４２と、を含んでいる。液晶パネル２０はタッチパネル３０と一体化している
とする。なお、図２においては、スマートフォンなどのタッチパネルを備える電子機器を
表している。しかし、これは、本願発明の対象として、タッチパネルを備える電子機器に
限定する趣旨ではない。例えば、ゲーム機、タブレットＰＣ（Ｐｅｒｓｏｎａｌ　Ｃｏｍ
ｐｕｔｅｒ）、ノートＰＣなども本実施形態の電子機器１に該当する。
【００４５】
　電源キー４１は、電子機器１の電源を切るための操作キーである。さらに、電源キー４
１は、液晶パネル２０を消灯するための操作キーである場合もある。また、ホームキー４
２は、メニュー画面の表示等を行う操作キーである。
【００４６】
　また、液晶パネル２０は、有機ＥＬ（Ｅｌｅｃｔｒｏ　Ｌｕｍｉｎｅｓｃｅｎｃｅ）パ
ネル等の他の表示デバイスであってもよいものとする。
【００４７】
　また、タッチパネル３０は、平板上のセンサによりユーザの接触操作、又は近接操作を
検出するタッチパネルである。ここで、タッチパネルの方式には、静電容量方式を初めと
して各種存在するがその方式は問わない。
【００４８】
　図３は、電子機器１の内部構成の一例を示す図である。電子機器１は、制御部１０と、
液晶パネル２０と、操作部２０１と、メモリ５０と、バス６０と、を含んで構成される。
操作部２０１は、タッチパネル３０と、操作キー４０を含んで構成される。操作キー４０
には、上述の電源キー４１及びホームキー４２を含む。また、制御部１０は、バス６０を
介して電子機器１の装置内の各部と接続されている。図３には、簡単のため、本実施形態
に係る電子機器１に関係するモジュールのみを記載する。ここで、タッチパネル３０、操
作キー４０（電源キー４１及びホームキー４２）は上記のとおりであるので、さらなる説
明を省略する。
【００４９】
　液晶パネル２０は、アプリケーションが生成する画像（以下、アプリケーション画像と
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呼ぶ）を表示する。ここで、制御部１０は、アプリケーション画像に対する操作を、タッ
チパネル３０が検出したか否かを判断する。従って、アプリケーション画像が液晶パネル
２０に表示されている状態は、上述のフォアグラウンドでアプリケーションを実行してい
る状態に相当する。一方、液晶パネル２０にアプリケーション画像が非表示である状態は
、上述のバックグラウンドでアプリケーションを実行している状態に相当する。
【００５０】
　制御部１０は、処理実行部２０２と、処理終了部２０３と、操作決定部１１と、を含む
。また、制御部１０は、電子機器の内部状態を他の状態に遷移させる処理を実行する。さ
らに、制御部１０は、タッチパネル３０、及び操作キー４０の出力を受付け、行われた操
作を判断する。
【００５１】
　制御部１０は、アプリケーションを終了した場合には、メモリ５０に格納されている当
該アプリケーションに関するデータを消去する。つまり、ユーザのアプリケーションに対
する操作終了後には、制御部１０は、アプリケーションを終了することが好ましい。電子
機器１が、無駄なメモリ消費を抑えることができるからである。さらに、次回のアプリケ
ーションの起動処理が速くなり、電子機器１のパフォーマンスが向上する。
【００５２】
　しかし、制御部１０は、タッチパネル３０、操作キー４０等が受け付けるユーザの操作
に基づいて、フォアグラウンドからバックグラウンドに、アプリケーションの起動を遷移
させる場合がある。その場合、バックグラウンドで実行しているアプリケーションに関し
て、制御部１０は、液晶パネル２０にアプリケーション画像を表示しない。
【００５３】
　例えば、ユーザがアプリケーションに対する操作終了後に、ホームキーを押下する場合
を考える。その際、制御部１０は、液晶パネル２０にホーム画面を表示し、アプリケーシ
ョン画像を非表示とする。ここで、制御部１０は、フォアグラウンドからバックグラウン
ドに、ユーザが操作していたアプリケーションの起動を遷移させるとする。
【００５４】
　その場合、ユーザが終了させたと考えているアプリケーションが、実は、バックグラウ
ンドで継続して起動されている事態が生じる。さらに、液晶パネル２０に表示されないた
め、バックグラウンドで実行しているアプリケーションを、ユーザが把握することは困難
となる。その結果、制御部１０は、メモリ５０に無駄なデータを蓄積する恐れがある。
【００５５】
　そこで、制御部１０は、終了操作のいずれかの操作が検出されたと判断した場合、バッ
クグラウンドで実行しているアプリケーションを終了する。
【００５６】
　ここで、終了操作は、アプリケーション画像を非表示とする操作であることが好ましい
。なぜなら、アプリケーション画像が非表示となると、ユーザがアプリケーションを操作
することが困難となるからである。さらに、アプリケーション画像を非表示とした際に、
ユーザはアプリケーションを終了したと考える場合が多いからである。そこで、アプリケ
ーション画像を非表示とする際に、制御部１０は、バックグラウンドで実行しているアプ
リケーションを終了することが好ましい。なお、ここで終了するアプリケーションには、
アプリケーション画像を非表示とし、バックグラウンドでの起動に遷移したアプリケーシ
ョンを含む。
【００５７】
　なお、制御部１０は、終了操作に基づいて、ユーザが起動した全てのアプリケーション
を終了することが好ましい。なお、電子機器１を動作させるために不可欠なアプリケーシ
ョンについては、終了操作に基づいて、制御部１０は、アプリケーションを終了しない。
【００５８】
　次に終了操作の決定方法について説明する。
【００５９】
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　操作決定部１１は、終了操作の候補から、選択された１又は２以上の操作を終了操作と
して決定する。なお、ユーザが終了操作を選択するために、電子機器１は、終了操作の候
補を液晶パネル２０に表示することが好ましい。
【００６０】
　図４は、終了操作の候補の表示画面の一例を示す図である。図４では、終了操作の候補
として、２つの操作が提示されている。ここで、ユーザは、液晶パネル２０に表示された
終了操作の候補から、終了操作を選択する。なお、図４の場合には、選択された終了操作
のチェックボックスに、チェックマークが表示している。
【００６１】
　ここで、図４の（ａ）の操作は、ホームキー４２を押下する操作である。ホームキー４
２は、メニュー画面表示へ切り替える際に、使用される場合がある。ここで、図４の（ａ
）の操作を終了操作として選択すると、制御部１０は、アプリケーションのアプリケーシ
ョン画像を非表示とする。さらに、制御部１０は、バックグラウンドで実行しているアプ
リケーションを終了する。
【００６２】
　一方、図４の（ｂ）の操作は、電源キー４１を押下する操作である。電源キー４１は、
セキュリティロックを掛ける際に使用される場合がある。なお、ここでのセキュリティロ
ックとは、タッチパネル３０及び操作キー４０への操作を無効とすることを表す。ここで
、図４の（ｂ）の操作を終了操作として選択すると、制御部１０は、セキュリティロック
を掛ける。さらに、制御部１０は、バックグラウンドで実行しているアプリケーションを
終了する。
【００６３】
　次に、電子機器１の動作について説明する。
【００６４】
　図５は、電子機器１の動作の一例を示すフローチャートである。
【００６５】
　ステップＳ１において、制御部１０は、アプリケーションをバックグラウンドでの起動
に遷移する。
【００６６】
　ステップＳ２において、制御部１０は終了操作を検出したか否かを判断する。終了操作
を検出した場合（ステップＳ２のＹｅｓ分岐）には、バックグラウンドで実行しているア
プリケーションを終了する。終了操作を検出しない場合（ステップＳ２のＮｏ分岐）には
、ステップＳ２に遷移し、処理を継続する。
【００６７】
　ステップＳ３において、バックグラウンドで実行しているアプリケーションを終了する
。
【００６８】
　ステップＳ４において、終了対象のアプリケーションに関連するデータを、メモリ５０
から消去する。つまり、制御部１０は、終了対象のアプリケーションに関連するメモリを
解放する。
【００６９】
　ここで、例えば、電子機器１が、バックグラウンドで実行しているアプリケーションを
列挙するアプリケーション（以下、タスク管理アプリケーションと呼ぶ）を備える場合を
考える。つまり、タスク管理アプリケーションを用いて、ユーザが、バックグラウンドで
実行しているアプリケーションを確認可能な場合を考える。その場合、制御部１０は、終
了操作に基づいて、タスク管理アプリケーションが列挙するアプリケーションを終了する
ことが好ましい。ただし、電子機器１を動作させるために不可欠なアプリケーションにつ
いては、制御部１０は、終了操作に基づいて、終了しないことは勿論である。
【００７０】
　なお、電子機器１の各機能は、プログラムを組み込んだ、ＬＳＩ（Ｌａｒｇｅ　Ｓｃａ
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ｌｅ　Ｉｎｔｅｇｒａｔｉｏｎ）等のハードウェア部品である回路部品を実装することに
より、その動作をハードウェア的に実現することは勿論として、その機能を提供するプロ
グラムを、記憶装置に格納し、そのプログラムを主記憶部にロードしてＣＰＵ（Ｃｅｎｔ
ｒａｌ　Ｐｒｏｃｅｓｓｉｎｇ　Ｕｎｉｔ）で起動することにより、ソフトウェア的に実
現することも可能である。
【００７１】
　以上のように、本実施形態に係る電子機器１は、他の動作を目的とした操作に基づいて
、バッググラウンドで実行しているアプリケーションを終了できる。従って、本実施形態
に係る電子機器１では、ユーザにアプリケーションが実行していることを意識させず、不
必要なアプリケーションを効率よく終了できる。
【００７２】
［第２の実施形態］
　続いて、第２の実施形態について図面を参照して詳細に説明する。
【００７３】
　本実施形態は、操作キー以外の終了操作を用いる形態である。具体的には、本実施形態
では、終了操作の候補として、電子機器を振る操作を含む。
【００７４】
　図６は、本実施形態に係る電子機器１ａの内部構成の一例を示す図である。図６におい
て図３と同一の構成要素には、同一の符号を付し、その説明を省略する。電子機器１と電
子機器１ａの相違点は、加速度センサ７０を備える点である。
【００７５】
　第１の実施形態に係る電子機器１では、操作キー４０への操作を、終了操作とする形態
について説明した。本実施形態に係る電子機器１ａでは、操作キー４０を操作した時以外
の操作を、終了操作とする。そこで、以下では、電子機器１ａを振る操作を、終了操作と
する形態について説明する。ただし、以下の説明は、終了操作を、以下で例示する操作に
限定する趣旨ではない。
【００７６】
　例えば、ユーザが電子機器１ａを軽く上下に振った場合に、制御部１０ａは、アプリケ
ーション画像を非表示とする場合を考える。そのような電子機器１ａにおいては、電子機
器１ａを振る操作を終了操作としてもよい。
【００７７】
　具体的には、加速度センサ７０が、電子機器１ａの加速度を出力する。制御部１０ａは
、加速度センサ７０の出力する加速度を積分し、電子機器１ａの移動量を算出する。そし
て、制御部１０ａは、所定の移動量を算出した場合には、アプリケーション画像を非表示
とする。さらに、その際に、制御部１０ａは、バックグラウンドで実行しているアプリケ
ーションを終了することが好ましい。なお、上述の例示は、本実施形態について、電子機
器１ａを振って、アプリケーション画像を非表示とする形態に限定する趣旨ではない。
【００７８】
　図７は、終了操作を選択する設定画面の一例を示す図である。図４と図７の相違点は、
図７では、「（ｃ）電子機器を振った時」が追加されている点である。
【００７９】
［変形例１］
　本実施形態に係る電子機器１ａの変形例１としては、マイク（図示せず）に息を吹きか
ける操作を終了操作としてもよい。マイクに息を吹きかける操作とは、所定の周波数以上
の空気振動をマイクに入力する操作である。例えば、ユーザがマイクに息を吹きかけた場
合に、制御部１０ａが、実行しているアプリケーションを非表示とする場合を考える。そ
のような電子機器１ａにおいては、マイクに息を吹きかえる操作を終了操作としてもよい
。なお、この場合、制御部１０ａは、液晶パネル２０に、「マイクに息を吹きかけた時」
等を終了操作の候補として表示させることは勿論である。
【００８０】
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［変形例２］
　本実施形態に係る電子機器１ａの変形例２としては、電子機器１ａが音声認識機能を備
える場合には、音声による命令を終了操作としてもよい。例えば、電子機器１ａは、「セ
キュリティロックを掛けてください」等の音声による命令を終了操作してもよい。その場
合、電子機器１ａは、セキュリティロックを掛ける際に、バックグラウンドで実行してい
るアプリケーションを終了する。なお、この場合、制御部１０ａは、液晶パネル２０に、
所定の命令を終了操作の候補として表示させることは勿論である。
【００８１】
　以上のように、本実施形態に係る電子機器１ａでは、操作キーに対する操作以外の操作
によって、バックグラウンドで実行しているアプリケーションを終了する。電子機器１ａ
の種別に応じて、使用頻度の高い操作を終了操作の候補とすることが好ましい。さらに、
電子機器１ａは、ユーザに終了操作を選択させることができる。そのため、ユーザは使用
形態に応じて、終了操作を選択できる。従って、本実施形態に係る電子機器１ａは、より
一層、利便性が向上する。
【００８２】
　なお、引用した上記の特許文献の開示は、本書に引用をもって繰り込むものとする。本
発明の全開示（請求の範囲を含む）の枠内において、さらにその基本的技術思想に基づい
て、実施形態ないし実施例の変更・調整が可能である。また、本発明の請求の範囲の枠内
において種々の開示要素（各請求項の各要素、各実施形態ないし実施例の各要素、各図面
の各要素等を含む）の多様な組み合わせ、ないし、選択が可能である。すなわち、本発明
は、請求の範囲を含む全開示、技術的思想にしたがって当業者であればなし得るであろう
各種変形、修正を含むことは勿論である。
【符号の説明】
【００８３】
１、１ａ、１００　電子機器
１０、１０ａ　制御部
１１　操作決定部
２０　液晶パネル
３０　タッチパネル
４０　操作キー
４１　電源キー
４２　ホームキー
５０　メモリ
６０　バス
７０　加速度センサ
１０１、２０１　操作部
１０２、２０２　処理実行部
１０３、２０３　処理終了部
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