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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　同時に視認可能であって、少なくとも一つがアプリケーションプログラムを起動するた
めのアイコンを表示する複数の表示画面と、
　複数のアプリケーションプログラムを記憶する記憶部と、
　アプリケーションプログラムの実行を開始して当該アプリケーションプログラムを起動
するアプリケーションプログラム実行部と
を備え、
　前記複数のアプリケーションプログラムには、前記複数の表示画面のうち、そのアプリ
ケーションプログラムの実行で使用される表示画面が互いに異なるようになる複数の起動
方法で起動することが可能な第１種類のアプリケーションプログラムが含まれ、
　前記第１種類のアプリケーションプログラムを起動するための第１アイコンは、前記複
数の起動方法にそれぞれ対応した複数の表示態様で表示され、
　前記複数の表示態様のそれぞれについて、当該表示態様で表示される前記１アイコンに
対して、当該第１アイコンに対応するアプリケーションプログラムの起動を指示する操作
が行われると、前記アプリケーションプログラム実行部は、当該表示態様に対応する起動
方法で当該アプリケーションプログラムを起動し、
　前記第１アイコンの表示態様は、前記複数の表示態様の間で時系列的に変化する、電子
機器。
【請求項２】
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　同時に視認可能であって、少なくとも一つがアプリケーションプログラムを起動するた
めのアイコンを表示する複数の表示画面と、
　複数のアプリケーションプログラムを記憶する記憶部と、
　アプリケーションプログラムの実行を開始して当該アプリケーションプログラムを起動
するアプリケーションプログラム実行部と
を備え、
　前記複数のアプリケーションプログラムには、前記複数の表示画面のうち、そのアプリ
ケーションプログラムの実行で使用される表示画面が互いに異なるようになる複数の起動
方法で起動することが可能な第１種類のアプリケーションプログラムが含まれ、
　前記第１種類のアプリケーションプログラムを起動するための第１アイコンは、前記複
数の起動方法にそれぞれ対応した複数の表示態様で表示され、
　前記複数の表示態様のそれぞれについて、当該表示態様で表示される前記１アイコンに
対して、当該第１アイコンに対応するアプリケーションプログラムの起動を指示する操作
が行われると、前記アプリケーションプログラム実行部は、当該表示態様に対応する起動
方法で当該アプリケーションプログラムを起動し、
　前記複数の表示態様の前記第１アイコンが同時に表示される、電子機器。
【請求項３】
　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、
　前記複数の表示態様の前記第１アイコンにおいては、当該第１アイコンの外形が異なっ
ているか、当該第１アイコンの色が異なっているか、当該第１アイコンの姿勢が回転して
いるかの少なくとも一つである、電子機器。
【請求項４】
　同時に視認可能であって、少なくとも一つがアプリケーションプログラムを起動するた
めのアイコンを表示する複数の表示画面と、
　複数のアプリケーションプログラムを記憶する記憶部と、
　アプリケーションプログラムの実行を開始して当該アプリケーションプログラムを起動
するアプリケーションプログラム実行部と
を備え、
　前記複数のアプリケーションプログラムには、前記複数の表示画面のうち、そのアプリ
ケーションプログラムの実行で使用される表示画面が互いに異なるようになる複数の起動
方法で起動することが可能な第１種類のアプリケーションプログラムが含まれ、
　前記第１種類のアプリケーションプログラムを起動するための第１アイコンとともに、
当該第１アイコンに対応するアプリケーションプログラムの種類を特定するための特定情
報が表示され、
　前記特定情報の表示態様は、前記複数の起動方法にそれぞれ対応した複数の表示態様の
間で時系列的に変化し、
　前記第１アイコンに対して、当該第１アイコンに対応するアプリケーションプログラム
の起動を指示する操作が行われると、前記アプリケーションプログラム実行部は、そのと
きの前記特定情報の表示態様に対応する起動方法で当該アプリケーションプログラムを起
動する、電子機器。
【請求項５】
　同時に視認可能であって、少なくとも一つがアプリケーションプログラムを起動するた
めのアイコンを表示する複数の表示画面と、
　複数のアプリケーションプログラムを記憶する記憶部と、
　アプリケーションプログラムの実行を開始して当該アプリケーションプログラムを起動
するアプリケーションプログラム実行部と
を備え、
　前記複数のアプリケーションプログラムには、前記複数の表示画面のうち、そのアプリ
ケーションプログラムの実行で使用される表示画面が互いに異なるようになる複数の起動
方法で起動することが可能な第１種類のアプリケーションプログラムが含まれ、
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　前記第１種類のアプリケーションプログラムを起動するための第１アイコンは、前記複
数の起動方法にそれぞれ対応した複数の表示態様で表示され、
　前記複数の表示態様のそれぞれについて、当該表示態様で表示される前記１アイコンに
対して、当該第１アイコンに対応するアプリケーションプログラムの起動を指示する操作
が行われると、前記アプリケーションプログラム実行部は、当該表示態様に対応する起動
方法で当該アプリケーションプログラムを起動し、
　前記複数の表示画面は、第１及び第２表示画面を含み、
　前記電子機器は、前記第１及び第２表示画面が同時に視認される第１状態と、前記第１
及び第２表示画面のうち前記第１表示画面だけが視認される第２状態とを有し、
　前記第１種類のアプリケーションプログラムについての前記複数の起動方法は、前記第
１及び第２表示画面のうちの一方の表示画面だけがそのアプリケーションプログラムの実
行で使用されるようになる第１起動方法と、前記第１及び第２表示画面の両方がそのアプ
リケーションプログラムの実行で使用されるようになる第２起動方法とを含み、
　前記電子機器が前記第１状態から前記第２状態に変化すると、前記第１種類のアプリケ
ーションプログラムが、前記第１及び第２起動方法のうち前記第１起動方法だけあるいは
前記第２起動方法だけで起動することが可能な第２種類のアプリケーションプログラムに
変化する、電子機器。
【請求項６】
　請求項５に記載の電子機器であって、
　アイコンとともに、当該アイコンに対応するアプリケーションプログラムの種類を特定
するための特定情報が表示され、
　前記電子機器が前記第１状態から前記第２状態に変化すると、前記第１種類のアプリケ
ーションプログラムが前記第２種類のアプリケーションプログラムに変化するとともに、
前記第１種類から前記第２種類に変化するアプリケーションプログラムについて前記特定
情報が、前記第１種類ではなく前記第２種類を示すようになる、電子機器。
【請求項７】
　同時に視認可能であって、少なくとも一つがアプリケーションプログラムを起動するた
めのアイコンを表示する複数の表示画面と、
　複数のアプリケーションプログラムを記憶する記憶部と、
　アプリケーションプログラムの実行を開始して当該アプリケーションプログラムを起動
するアプリケーションプログラム実行部と
を備え、
　前記複数のアプリケーションプログラムには、前記複数の表示画面のうち、そのアプリ
ケーションプログラムの実行で使用される表示画面が互いに異なるようになる複数の起動
方法で起動することが可能な第１種類のアプリケーションプログラムが含まれ、
　前記第１種類のアプリケーションプログラムを起動するための第１アイコンは、前記複
数の起動方法にそれぞれ対応した複数の表示態様で表示され、
　前記複数の表示態様のそれぞれについて、当該表示態様で表示される前記１アイコンに
対して、当該第１アイコンに対応するアプリケーションプログラムの起動を指示する操作
が行われると、前記アプリケーションプログラム実行部は、当該表示態様に対応する起動
方法で当該アプリケーションプログラムを起動し、
　前記複数の表示画面は、第１及び第２表示画面を含み、
　前記電子機器は、前記第１及び第２表示画面が同時に視認される第１状態と、前記第１
及び第２表示画面のうち前記第１表示画面だけが視認される第２状態とを有し、
　前記複数のアプリケーションプログラムには、前記第１及び第２表示画面の両方がその
アプリケーションプログラムの実行で使用されるようになる起動方法だけで起動される第
２種類のアプリケーションプログラムが含まれ、
　前記電子機器が前記第２状態の場合に、前記第２種類のアプリケーションプログラムを
起動するためのアイコンに対して、当該アイコンに対応するアプリケーションプログラム
の起動を指示する操作が行われ、その後、前記電子機器が前記第２状態から前記第１状態
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に変化すると、前記アプリケーションプログラム実行部が当該アプリケーションプログラ
ムを起動する、電子機器。
【請求項８】
　請求項７に記載の電子機器であって、
　前記電子機器が前記第２状態の場合に、前記第２種類のアプリケーションプログラムを
起動するためのアイコンに対して、当該アイコンに対応するアプリケーションプログラム
の起動を指示する操作が行われると、前記第１表示画面は、前記電子機器を前記第２状態
から前記第１状態に変化させることを通知する通知情報を表示し、その後、前記電子機器
が前記第２状態から前記第１状態に変化すると、前記アプリケーションプログラム実行部
が当該アプリケーションプログラムを起動する、電子機器。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、同時に視認可能な複数の表示画面を備える電子機器に関する。
【背景技術】
【０００２】
　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。例えば特許文献１には、同時
に視認可能な複数の表示画面を備える電子機器に関する技術が開示されている。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００３】
【特許文献１】特開２００５－２１８７７８号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　さて、電子機器においては、複数のアプリケーションプログラムが記憶されることがあ
る。特許文献１に記載されているような、同時に視認可能な複数の表示画面を備える電子
機器においては、アプリケーションプログラムによっては、その実行で使用される表示画
面を起動時にユーザが選択できることが望ましい。
【０００５】
　例えば、電子機器においてウェブサイトを表示する場合、ユーザがウェブサイトを１つ
の表示画面だけに表示したい場合と、ユーザがウェブサイトを２つの表示画面にわたって
表示したい場合とが考えられる。ウェブサイトを閲覧するためのブラウザが起動された直
後においては、例えば常に１つの表示画面だけにウェブサイトが表示されるとすると、２
つの表示画面の両方にわたってウェブサイトが表示されることを望むユーザは、ブラウザ
を起動した後に、２つの表示画面の両方にわたってウェブサイトが表示されるように電子
機器の設定を変更する必要がある。したがって、ブラウザの実行において、１つの表示画
面だけが使用されるのか、２つの表示画面が使用されるのかを、ブラウザの起動時にユー
ザが選択することができればユーザにとっては非常に便利である。
【０００６】
　そこで、本発明は上述の点に鑑みて成されたものであり、アプリケーションプログラム
の実行で使用される表示画面を、当該アプリケーションプログラムの起動時に選択するこ
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】
【０００７】
　上記課題を解決するため、本発明に係る電子機器は、同時に視認可能であって、少なく
とも一つがアプリケーションプログラムを起動するためのアイコンを表示する複数の表示
画面と、複数のアプリケーションプログラムを記憶する記憶部と、アプリケーションプロ
グラムの実行を開始して当該アプリケーションプログラムを起動するアプリケーションプ
ログラム実行部とを備え、前記複数のアプリケーションプログラムには、前記複数の表示
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画面のうち、そのアプリケーションプログラムの実行で使用される表示画面が互いに異な
るようになる複数の起動方法で起動することが可能な第１種類のアプリケーションプログ
ラムが含まれ、前記第１種類のアプリケーションプログラムを起動するための第１アイコ
ンは、前記複数の起動方法にそれぞれ対応した複数の表示態様で表示され、前記複数の表
示態様のそれぞれについて、当該表示態様で表示される前記１アイコンに対して、当該第
１アイコンに対応するアプリケーションプログラムの起動を指示する操作が行われると、
前記アプリケーションプログラム実行部は、当該表示態様に対応する起動方法で当該アプ
リケーションプログラムを起動する。
【０００８】
　また、本発明に係る電子機器の一態様では、前記第１アイコンの表示態様は、前記複数
の表示態様の間で時系列的に変化する。
【０００９】
　また、本発明に係る電子機器の一態様では、前記複数の表示態様の前記第１アイコンが
同時に表示される。
【００１０】
　また、本発明に係る電子機器の一態様では、前記複数の表示態様の前記第１アイコンに
おいては、当該第１アイコンの外形が異なっているか、当該第１アイコンの色が異なって
いるか、当該第１アイコンの姿勢が回転しているかの少なくとも一つである。
【００１１】
　また、本発明に係る電子機器は、同時に視認可能であって、少なくとも一つがアプリケ
ーションプログラムを起動するためのアイコンを表示する複数の表示画面と、複数のアプ
リケーションプログラムを記憶する記憶部と、アプリケーションプログラムの実行を開始
して当該アプリケーションプログラムを起動するアプリケーションプログラム実行部とを
備え、前記複数のアプリケーションプログラムには、前記複数の表示画面のうち、そのア
プリケーションプログラムの実行で使用される表示画面が互いに異なるようになる複数の
起動方法で起動することが可能な第１種類のアプリケーションプログラムが含まれ、前記
第１種類のアプリケーションプログラムを起動するための第１アイコンとともに、当該第
１アイコンに対応するアプリケーションプログラムの種類を特定するための特定情報が表
示され、前記特定情報の表示態様は、前記複数の起動方法にそれぞれ対応した複数の表示
態様の間で時系列的に変化し、前記第１アイコンに対して、当該第１アイコンに対応する
アプリケーションプログラムの起動を指示する操作が行われると、前記アプリケーション
プログラム実行部は、そのときの前記特定情報の表示態様に対応する起動方法で当該アプ
リケーションプログラムを起動する。
【００１２】
　また、本発明に係る電子機器は、同時に視認可能であって、少なくとも一つがアプリケ
ーションプログラムを起動するためのアイコンを表示する複数の表示画面と、複数のアプ
リケーションプログラムを記憶する記憶部と、アプリケーションプログラムの実行を開始
して当該アプリケーションプログラムを起動するアプリケーションプログラム実行部とを
備え、前記複数のアプリケーションプログラムには、前記複数の表示画面のうち、そのア
プリケーションプログラムの実行で使用される表示画面が互いに異なるようになる複数の
起動方法で起動することが可能な第１種類のアプリケーションプログラムが含まれ、前記
第１種類のアプリケーションプログラムを起動するための第１アイコンに対して行われる
、当該第１アイコンに対応するアプリケーションプログラムの起動を指示する操作として
、前記複数の起動方法にそれぞれ対応した複数の起動指示操作が定められており、前記複
数の起動指示操作のそれぞれについて、当該起動指示操作が前記第１アイコンに対して行
われると、前記アプリケーションプログラム実行部は、当該起動指示操作に対応する起動
方法で、当該第１アイコンに対応するアプリケーションプログラムを起動する。
【００１３】
　また、本発明に係る電子機器の一態様では、前記複数の表示画面は第１及び第２表示画
面を含み、それぞれがタッチパネル機能を有し、前記第１及び第２表示画面をそれぞれ有
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する第１及び第２表示部が設けられ、前記複数の起動指示操作には、前記第１アイコンを
、前記第１及び第２表示画面のどちらか一方に向かって指で払う操作が含まれ、前記第１
アイコンに対して前記払う操作が行われると、前記アプリケーションプログラム実行部は
、当該第１アイコンに対応するアプリケーションプログラムを起動し、当該アプリケーシ
ョンプログラムの実行では、前記第１及び第２表示画面のうち、当該払う操作において当
該第１アイコンが払われた方向に位置する表示画面だけが使用される。
【００１４】
　また、本発明に係る電子機器の一態様では、前記複数の表示画面は、第１及び第２表示
画面を含み、前記電子機器は、前記第１及び第２表示画面が同時に視認される第１状態と
、前記第１及び第２表示画面のうち前記第１表示画面だけが視認される第２状態とを有し
、前記第１種類のアプリケーションプログラムについての前記複数の起動方法は、前記第
１及び第２表示画面のうちの一方の表示画面だけがそのアプリケーションプログラムの実
行で使用されるようになる第１起動方法と、前記第１及び第２表示画面の両方がそのアプ
リケーションプログラムの実行で使用されるようになる第２起動方法とを含み、前記電子
機器が前記第１状態から前記第２状態に変化すると、前記第１種類のアプリケーションプ
ログラムが、前記第１及び第２起動方法のうち前記第１起動方法だけあるいは前記第２起
動方法だけで起動することが可能な第２種類のアプリケーションプログラムに変化する。
【００１５】
　また、本発明に係る電子機器の一態様では、アイコンとともに、当該アイコンに対応す
るアプリケーションプログラムの種類を特定するための特定情報が表示され、前記電子機
器が前記第１状態から前記第２状態に変化すると、前記第１種類のアプリケーションプロ
グラムが前記第２種類のアプリケーションプログラムに変化するとともに、前記第１種類
から前記第２種類に変化するアプリケーションプログラムについて前記特定情報が、前記
第１種類ではなく前記第２種類を示すようになる。
【００１６】
　また、本発明に係る電子機器の一態様では、前記複数の表示画面は、第１及び第２表示
画面を含み、前記電子機器は、前記第１及び第２表示画面が同時に視認される第１状態と
、前記第１及び第２表示画面のうち前記第１表示画面だけが視認される第２状態とを有し
、前記複数のアプリケーションプログラムには、前記第１及び第２表示画面の両方がその
アプリケーションプログラムの実行で使用されるようになる起動方法だけで起動される第
２種類のアプリケーションプログラムが含まれ、前記電子機器が前記第２状態の場合に、
前記第２種類のアプリケーションプログラムを起動するためのアイコンに対して、当該ア
イコンに対応するアプリケーションプログラムの起動を指示する操作が行われ、その後、
前記電子機器が前記第２状態から前記第１状態に変化すると、前記アプリケーションプロ
グラム実行部が当該アプリケーションプログラムを起動する。
【００１７】
　また、本発明に係る電子機器の一態様では、前記電子機器が前記第２状態の場合に、前
記第２種類のアプリケーションプログラムを起動するためのアイコンに対して、当該アイ
コンに対応するアプリケーションプログラムの起動を指示する操作が行われると、前記第
１表示画面は、前記電子機器を前記第２状態から前記第１状態に変化させることを通知す
る通知情報を表示し、その後、前記電子機器が前記第２状態から前記第１状態に変化する
と、前記アプリケーションプログラム実行部が当該アプリケーションプログラムを起動す
る。
【発明の効果】
【００１８】
　本発明によれば、アプリケーションプログラムの実行で使用される表示画面を、当該ア
プリケーションプログラムの起動時に選択することができる。
【図面の簡単な説明】
【００１９】
【図１】実施の形態１に係る閉状態の電子機器の外観を示す斜視図である。
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【図２】実施の形態１に係る閉状態の電子機器の外観を示す斜視図である。
【図３】実施の形態１に係る開状態の電子機器の外観を示す斜視図である。
【図４】実施の形態１に係る開状態の電子機器の外観を示す斜視図である。
【図５】実施の形態１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６】実施の形態１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１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１に係る電子機器が表示するアイコンを示す図である。
【図９】実施の形態１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１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１に係る電子機器に対する起動指示操作を示す図である。
【図１２】実施の形態１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１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１に係る電子機器に対する起動指示操作を示す図である。
【図１５】実施の形態１に係る電子機器の表示例を示す図である。
【図１６】実施の形態１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１の変形例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１の変形例に係る電子機器の表示例を示す図である。
【図１９】実施の形態１の変形例に係る電子機器が表示するアイコンを示す図である。
【図２０】実施の形態１の変形例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１の変形例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１の変形例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１の変形例に係る電子機器が表示するアイコンを示す図である。
【図２４】実施の形態１の変形例に係る電子機器が表示するアイコンを示す図である。
【図２５】実施の形態１の変形例に係る電子機器が表示するアイコンを示す図である。
【図２６】実施の形態１の変形例に係る電子機器が表示するアイコンを示す図である。
【図２７】実施の形態１の変形例に係る電子機器が表示するアイコンを示す図である。
【図２８】実施の形態１の変形例に係る電子機器が表示するアイコンを示す図である。
【図２９】実施の形態１の変形例に係る電子機器に対する起動指示操作を示す図である。
【図３０】実施の形態１の変形例に係る電子機器に対する起動指示操作を示す図である。
【図３１】実施の形態１の変形例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１の変形例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１の変形例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２に係る電子機器の表示例を示す図である。
【図３５】実施の形態２に係る電子機器の表示例を示す図である。
【図３６】実施の形態２に係る電子機器に対する起動指示操作を示す図である。
【図３７】実施の形態２に係る電子機器に対する起動指示操作を示す図である。
【図３８】実施の形態２の変形例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２の変形例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２の変形例に係る電子機器の表示例を示す図である。
【図４１】実施の形態３の変形例に係る電子機器に対する起動指示操作を示す図である。
【図４２】実施の形態３の変形例に係る電子機器に対する起動指示操作を示す図である。
【図４３】実施の形態３の変形例に係る電子機器に対する起動指示操作を示す図である。
【図４４】実施の形態３の変形例に係る電子機器に対する起動指示操作を示す図である。
【図４５】実施の形態３の変形例に係る電子機器の表示例を示す図である。
【図４６】実施の形態２の変形例に係る電子機器の表示例を示す図である。
【図４７】実施の形態２の変形例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１～３に共通の変形例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１の変形例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１の変形例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１～３に共通の変形例に係る電子機器の構成を示す図である。



(8) JP 5683997 B2 2015.3.11

10

20

30

40

50

【発明を実施するための形態】
【００２０】
　実施の形態１．
　図１～４は、実施の形態１に係る電子機器１００の外観を示す斜視図である。電子機器
１００は、例えば、開閉可能な携帯電話機であって、第１筐体１と第２筐体２とを備えて
いる。図１は、閉じた状態（閉状態）の電子機器１００を第１筐体１側から見た場合の図
である。図２は、閉じた状態の電子機器１００を第２筐体２側から見た場合の図である。
図３，４は、開いた状態（開状態）の電子機器１００を示している。
【００２１】
　ここで、電子機器１００が閉じた状態とは、図１，２に示されるように、第１筐体１に
収められた第１表示部３ａの第１表示画面４ａが視認される状態で、第１筐体１と第２筐
体２とが互いに重なるように配置された状態である。この場合、第１表示画面４ａと、第
２筐体２に収められた第２表示部３ｂの第２表示画面４ｂとは、間をあけて重なり合った
状態となるので、両者の成す角度は０度と言うことができる。
【００２２】
　一方で、電子機器１００が開いた状態とは、図３，４に示されるように、第１表示部３
ａの第１表示画面４ａと、第２表示部３ｂの第２表示画面４ｂとが、同時に視認されるよ
うに、第１筐体１と第２筐体２とが重ならないように配置された状態である。図３に示さ
れる電子機器１００は、第１表示画面４ａ及び第２表示画面４ｂが１８０度を成すように
、言い換えれば、同一平面上に位置するように開いている。図４に示される電子機器１０
０は、第１表示画面４ａ及び第２表示画面４ｂが０度よりも大きく１８０度よりも小さい
角度を成すように開いている。以後、図３に示されるように、第１表示画面４ａ及び第２
表示画面４ｂが同一平面上に位置する状態を「フラット状態」と呼ぶ。また、図４に示さ
れるように、第１表示画面４ａ及び第２表示画面４ｂが０度よりも大きく１８０度よりも
小さい角度を成すように開いている状態を「チルト状態」と呼ぶ。
【００２３】
　第１表示部３ａは、タッチパネル機能を有しており、ユーザの第１表示画面４ａに対す
る操作を受け付ける操作部して機能する。同様に、第２表示部３ｂは、タッチパネル機能
を有しており、ユーザの第２表示画面４ｂに対する操作を受け付ける操作部として機能す
る。以後、第１表示部３ａ及び第２表示部３ｂを特に区別する必要がない場合には、それ
ぞれを「表示部３」と呼び、それぞれの表示画面を「表示画面４」と呼ぶ。
【００２４】
　第１筐体１と第２筐体２とは、ヒンジ部９及びアーム部１０によって連結されている。
ヒンジ部９は、第２筐体２に設けられている。アーム部１０は、第２筐体２に対して角度
変更可能となるようにヒンジ部９に接続されている。また、アーム部１０は、第１筐体１
に対して角度変更可能となるように当該第１筐体１に接続されている。電子機器１００で
は、ヒンジ部９及びアーム部１０の働きによって、図１，２の閉状態から、図４のチルト
状態に遷移することができ、図４のチルト状態から図３のフラット状態に遷移することが
できる。また、電子機器１００では、ヒンジ部９及びアーム部１０の働きによって、図３
のフラット状態から図４のチルト状態へ、図４のチルト状態から図１，２の閉状態へ遷移
することが可能である。なお、第１筐体１と第２筐体２との連結手段は、ヒンジ部９及び
アーム部１０から成る連結手段に限らず、他の構成の連結手段を使用して第１筐体１及び
第２筐体２を連結しても良い。
【００２５】
　第１筐体１には、第１表示部３ａ以外にも、音出力部７、音声入力部８及びユーザ操作
を受け付ける第１操作部１６が設けられている。音出力部７はスピーカを有しており、音
声入力部８はマイクを有している。
【００２６】
　第１操作部１６は、ホームボタン１６ａ、オプションボタン１６ｂ及びバック表示ボタ
ン１６ｃを備えている。これらのボタンは、例えばハードウェアキーであって、第１筐体
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１における、第１表示画面４ａ側の主面に設けられている。ホームボタン１６ａは、電子
機器１００に、後述するホーム画面を表示させるための操作ボタンである。オプションボ
タン１６ｂは、アプリケーションプログラムが実行されている際に、オプション機能を実
行するためのメニュー画面を電子機器１００に表示させるための操作ボタンである。バッ
ク表示ボタン１６ｃは、電子機器１００ａの表示を一つ前の表示に戻すための操作ボタン
である。ホームボタン１６ａ、オプションボタン１６ｂ及びバック表示ボタン１６ｃのそ
れぞれは、ユーザの押下操作を受け付ける。
【００２７】
　なお、ホームボタン１６ａ、オプションボタン１６ｂ及びバック表示ボタン１６ｃのそ
れぞれは、ハードウェアキーではなく、タッチパネル機能を有する第１表示部３ａが第１
表示画面４ａに表示する操作ボタンであっても良い。
【００２８】
　第２筐体２には、第２表示部３ｂ以外にも、ユーザの操作を受け付ける第２操作部６と
、画像を撮像する撮像部５のレンズが設けられている。第２操作部６は、複数の操作ボタ
ン６ａ～６ｄを備えている。複数の操作ボタン６ａ～６ｄのそれぞれは、ハードウェアキ
ーであって、第２筐体２の側面に設けられている。複数の操作ボタン６ａ～６ｄのそれぞ
れは、ユーザの押下操作を受け付ける。
【００２９】
　＜電気的構成＞
　図５は電子機器１００の電気的構成を示すブロック図である。図５に示されるように、
電子機器１００は、上述の第１表示部３ａ、第２表示部３ｂ、第１操作部１６、第２操作
部６、音出力部７、音声入力部８及び撮像部５以外にも、無線通信部１１と、制御部１２
と、記憶部１３と、電池１４とを備えている。
【００３０】
　制御部１２は、ＣＰＵ（Central Processing Unit）及びＤＳＰ（Digital Signal Proc
essor）などで構成されており、電子機器１００の他の構成要素を制御することによって
、電子機器１００の動作を統括的に管理する。また、制御部１２は、第１表示部３ａ、第
２表示部３ｂ、第１操作部１６及び第２操作部６が受け付けたユーザ操作に応じて、各種
動作を行う。
【００３１】
　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、ＯＳプログラム（図示せず）及び複数のアプリケーシ
ョンプログラム１３０等が記憶されている。制御部１２の各種機能は、制御部１２のＣＰ
Ｕ及びＤＳＰが記憶部１３内の各種プログラムを実行することによって実現される。
【００３２】
　撮像部５は、レンズ及び撮像素子等で構成されており、制御部１２による制御によって
、静止画像や動画像を撮像する。撮像部５で撮像された画像は記憶部１３に記憶される。
制御部１２は、記憶部１３内の画像を第１表示部３ａ及び第２表示部３ｂの少なくとも一
方に表示させる。
【００３３】
　無線通信部１１は、電子機器１００とは別の携帯電話機や、インターネットに接続され
たウェブサーバ等の通信装置からの信号を、図示しない基地局を通じてアンテナ１１ａで
受信する。無線通信部１１は、受信信号に対して増幅処理やダウンコンバートを行って制
御部１２に出力する。制御部１２は、入力された受信信号に対して復調処理等を行って、
当該受信信号に含まれる、音声データ、画像データ等の各種データを取得する。また無線
通信部１１は、制御部１２で生成された、音声データ等を含む送信信号に対してアップコ
ンバートや増幅処理を行って、処理後の送信信号をアンテナ１１ａを通じて、電子機器１
００とは別の携帯電話機や、インターネットに接続された通信装置に向けて無線送信する
。
【００３４】
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　音出力部７は、制御部１２からの音声データや音楽データ等の音データを音に変換して
外部に出力する。音声入力部８は、外部から入力される音声を音声データに変換して制御
部１２に出力する。
【００３５】
　第１表示部３ａと第２表示部３ｂとは同様の構成を有している。各表示部３は、例えば
、カラー表示を行うバックライト方式の液晶表示部であって、液晶表示パネルと、それに
光を照射するバックライトとを備えている。各表示部３は、制御部１２による制御によっ
て、その表示画面４に文字、記号、図形などの各種情報を表示する。なお、表示部３は、
液晶表示部以外の表示部であっても良い。例えば、表示部３は、有機ＥＬディスプレイで
あっても良いし、複数のＬＥＤがマトリックス状に配列された表示部であっても良い。
【００３６】
　電池１４は、電子機器１００の電源を生成する。電池１４で生成された電源は、電子機
器１００が備える無線通信部１１及び制御部１２などに含まれる各電子部品に対して供給
される。
【００３７】
　記憶部１３には様々なアプリケーションプログラム（以後、単に「アプリケーション」
と呼ぶ）１３０が記憶されている。例えば、音声通信を行うための通話アプリケーション
、ウェブサイトを表示するためのブラウザ、電子メールの作成・閲覧・送受信を行うため
のメールアプリケーション、撮像部５で画像を撮像するためのカメラアプリケーション、
記憶部１３に記憶されている静止画像や動画像を表示するためのビューアアプリケーショ
ンが記憶部１３に記憶されている。また、記憶部１３に記憶されている音楽データを再生
するための音楽再生アプリケーション、アプリケーションを有料あるいは無料で提供する
ウェブサーバからアプリケーションをダウンロードするためのマーケットアプリケーショ
ン、電卓機能を実行するための電卓アプリケーション、地図データを提供するウェブサー
バから地図データをダウンロードして表示するためのマップアプリケーション、目覚まし
機能を実行するための目覚ましアプリケーションが記憶部１３に記憶されている。また、
記憶部１３には、電子機器１００においてパズルゲーム等のゲームを行うためのゲームア
プリケーションも記憶されている。
【００３８】
　制御部１２が、記憶部１３内のアプリケーションを読み出して実行を開始すると、当該
アプリケーションが電子機器１００内で起動する。つまり、制御部１２は、アプリケーシ
ョンの実行を開始して当該アプリケーションを起動するアプリケーションプログラム実行
部として機能する。アプリケーションを実行している制御部１２が、無線通信部１１、表
示部３、撮像部５等の、電子機器１００内の他の要素を制御することによって、当該アプ
リケーションに対応する機能（音声通信を行う機能、ウェブサイトを表示する機能、画像
を撮像する機能等）が電子機器１００で実行される。
【００３９】
　＜アイコン表示＞
　本実施の形態に係る電子機器１００では、表示部３が、制御部１２による制御によって
、記憶部１３が記憶するアプリケーション１３０を起動するためのアイコンを表示するこ
とが可能となっている。以後、単に「アイコン」と言えば、アプリケーション１３０を起
動するためのアイコンを意味する。
【００４０】
　図６は、開状態（フラット状態あるいはチルト状態）の電子機器１００が表示するホー
ム画面（初期画面）２００の一例を示す図である。図６においては、図１～４と比較して
、電子機器１００の構造が簡略化されて示されている。以後の図面においても、電子機器
１００の構造については簡略化して示すものとする。また図６に示されるように、第１表
示画面４ａ及び第２表示画面４ｂがユーザにとって左右方向に並べられた開状態の電子機
器１００を、「横開き状態の電子機器１００」と呼ぶことがある。一方で、第１表示画面
４ａ及び第２表示画面４ｂがユーザにとって上下方向に並べられた開状態の電子機器１０
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０を、「縦開き状態の電子機器１００」と呼ぶことがある。なお、「右側」、「左側」、
「上側」及び「下側」と言えば、特に断らない限り、ユーザが電子機器１００を見た際の
ユーザにとっての右側、左側、上側及び下側をそれぞれ意味するものとする。
【００４１】
　開状態の電子機器１００において、第１操作部１６のホームボタン１６ａが操作される
と、第１表示画面４ａ及び第２表示画面４ｂにわたってホーム画面２００が表示される。
ホーム画面２００には、記憶部１３が記憶する複数のアプリケーション１３０のうちの一
部のアプリケーション１３０をそれぞれ起動するための複数のアイコン３００が示されて
いる。図６の例では、ホーム画面２００のうち、第１表示部３ａが表示する部分に４つの
アイコン３００が示されている。ホーム画面２００に示されるアイコン３００について、
ユーザは、第１表示画面４ａあるいは第２表示画面４ｂを操作することによって変更する
ことができる。ユーザは、例えば、自身が使用する頻度が高いアプリケーション１３０に
対応するアイコン３００をホーム画面２００に含める。
【００４２】
　またホーム画面２００には、記憶部１３が記憶するすべてのアプリケーション１３０を
示すアプリケーション一覧画面を表示するための表示ボタン３１０が示されている。表示
ボタン３１０は、ホーム画面２００のうち、第１表示部３ａが表示する部分と、第２表示
部３ｂが表示する部分との両方に示されている。表示ボタン３１０が操作されると、当該
表示ボタン３１０を表示する表示部３には、アプリケーション一覧画面が表示される。
【００４３】
　図７は電子機器１００にアプリケーション一覧画面２１０が表示されている様子を示す
図である。図７の例では、図６に示される電子機器１００において、第２表示部３ｂが表
示する表示ボタン３１０が操作されて、第２表示部３ｂにアプリケーション一覧画面２１
０が表示されている。
【００４４】
　図７に示されるように、アプリケーション一覧画面２１０には、記憶部１３が記憶する
すべてのアプリケーション１３０にそれぞれ対応する複数のアイコン３００が示されてい
る。図７の例では、アプリケーション一覧画面２１０に、１８個のアイコン３００が示さ
れている。図７及び上述の図６では、複数のアイコン３００のそれぞれを簡素化して略四
角形で示しているが、実際には各アイコン３００は様々な図形で表示される。例えば、通
話アプリケーションに対応するアイコン３００の図形としては受話器を示す図形が採用さ
れ、電子メールアプリケーションに対応するアイコン３００の図形としては手紙の封筒を
示す図形が採用される。以後の図面においても、原則、各アイコン３００を簡素化して略
四角形で示すものとする。
【００４５】
　第２表示部３ｂには、アプリケーション一覧画面２１０とともに、アプリケーション一
覧画面２１０の表示を消すための非表示ボタン３２０が示されている。表示部３が表示す
る表示ボタン３１０が操作されると、当該表示部３には、アプリケーション一覧画面２１
０と非表示ボタン３２０とが表示される。表示部３が表示する非表示ボタン３２０が操作
されると、当該表示部３からアプリケーション一覧画面２１０が消去されて、図６の状態
に戻り、当該表示部３にはホーム画面２００の一部が表示される。
【００４６】
　なお、第１表示部３ａ及び第２表示部３ｂが表示する表示ボタン３１０（図６参照）の
うちの一方が操作されると、第１表示画面４ａ及び第２表示画面４ｂにわたってアプリケ
ーション一覧画面２１０を表示しても良い。この場合には、第１表示部３ａ及び第２表示
部３ｂが表示する非表示ボタン３２０のうちの一方が操作されると、第１表示画面４ａ及
び第２表示画面４ｂからアプリケーション一覧画面２１０が消去されて、ホーム画面２０
０が第１表示画面４ａ及び第２表示画面４ｂにわたって表示される。
【００４７】
　また、第１表示画面４ａ及び第２表示画面４ｂにわたってアプリケーション一覧画面２
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１０が表示される際には、表示ボタン３１０及び非表示ボタン３２０のそれぞれを、第１
表示画面４ａ及び第２表示画面４ｂのどちらか一方に表示しても良い。
【００４８】
　ホーム画面２００やアプリケーション一覧画面２１０に示されるアイコン３００に対し
て、ユーザが、当該アイコン３００に対応するアプリケーション１３０の起動を指示する
操作（以後、「起動指示操作」と呼ぶ）を行うと、制御部１２は、当該アプリケーション
１３０を記憶部１３から読み出して実行を開始する。これにより、ユーザによって選択さ
れたアプリケーション１３０が電子機器１００で起動する。アイコン３００に対する起動
指示操作としては、例えば、表示画面を指で触って当該指をすぐに離す操作であるタップ
が考えられる。
【００４９】
　なお、閉状態の電子機器１００においては、ユーザによって視認される第１表示画面４
ａだけに、アイコン３００及び表示ボタン３１０を含むホーム画面２００が表示されるよ
うになる。
【００５０】
　＜各アプリケーションの実行で使用される表示画面について＞
　記憶部１３が記憶する複数のアプリケーション１３０には、タイプＡ、タイプＢ及びタ
イプＣのアプリケーション１３０が含まれている。タイプＡのアプリケーション１３０は
、そのアプリケーション１３０の実行で使用される表示画面４が１つだけとなるような起
動方法（以後、「１画面起動方法」と呼ぶ）だけで起動するアプリケーション１３０であ
る。タイプＢのアプリケーション１３０は、同時に視認される複数の表示画面４のうち、
そのアプリケーション１３０の実行で使用される表示画面４が互いに異なるようになる複
数の起動方法で起動することが可能なアプリケーション１３０である。本例では、タイプ
Ｂのアプリケーション１３０は、１画面起動方法と、そのアプリケーション１３０の実行
で使用される表示画面４が２つとなるような起動方法（以後、「２画面起動方法」と呼ぶ
）とで起動することができる。そして、タイプＣのアプリケーション１３０は、２画面起
動方法だけで起動するアプリケーション１３０である。
【００５１】
　タイプＡのアプリケーション１３０としては、その実行中に表示される情報量がそれほ
ど多くなく、１つの表示画面４だけの使用で操作性に問題のないアプリケーション１３０
が考えられる。本実施の形態では、例えば、通話アプリケーション、マーケットアプリケ
ーション、電卓アプリケーション、目覚ましアプリケーション、特定のゲームアプリケー
ション（例えばパズルゲームのアプリケーション）を、タイプＡのアプリケーション１３
０とする。
【００５２】
　また、タイプＢのアプリケーション１３０としては、表示する情報量及び操作性の点に
おいて１つの表示画面４だけの使用でもそれほど問題とならないが、２つの表示画面４を
使用する方が、表示する情報量及び操作性の点から望ましいようなアプリケーション１３
０が考えられる。本実施の形態では、ブラウザ、メールアプリケーション、カメラアプリ
ケーション、ビュアアプリケーション、音楽再生アプリケーション、マップアプリケーシ
ョンを、タイプＢのアプリケーション１３０とする。
【００５３】
　そして、タイプＣのアプリケーション１３０としては、２つの表示画面４の使用を前提
としているようなアプリケーションが考えられる。本実施の形態では、特定のゲームアプ
リケーション、例えば対戦型ゲームのアプリケーションを、タイプＣのアプリケーション
１３０とする。
【００５４】
　なお、アプリケーション１３０のタイプ（種類）については、予め決まっていても良い
し、ユーザが表示画面４等を操作することによって設定できるようにしても良い。また、
ユーザが、予め決まっているアプリケーション１３０のタイプを、表示画面４等を操作す
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ることによって変更できるようにしても良い。
【００５５】
　このように、タイプＢのアプリケーション１３０については、複数の表示画面４のうち
、そのアプリケーション１３０の実行で使用される表示画面４が互いに異なるようになる
複数の起動方法で起動することが可能であるため、ユーザは、タイプＢのアプリケーショ
ン１３０について、起動方法を適宜選択することによって、そのアプリケーション１３０
の実行で使用される表示画面４を決定することができる。つまり、ユーザは、タイプＢの
アプリケーション１３０の起動時に、そのアプリケーション１３０の実行で使用される表
示画面４を選択することができる。よって、タイプＢのアプリケーション１３０が起動し
た際に、そのアプリケーション１３０の実行でユーザが望まない表示画面４が使用される
ことを防止することができる。
【００５６】
　＜タイプＢのアプリケーションの起動方法を指定する方法＞
　次に、タイプＢのアプリケーション１３０の起動方法を指定する方法について説明する
。本実施の形態では、タイプＢのアプリケーション１３０に対応するアイコン３００が、
アプリケーション一覧画面２１０において、複数の起動方法にそれぞれ対応した複数の表
示態様で表示される。具体的には、タイプＢのアプリケーション１３０に対応するアイコ
ン３００の表示態様が、時系列的に変化することによって、当該アイコン３００が、複数
の起動方法にそれぞれ対応した複数の表示態様で表示される。本例では、タイプＢのアプ
リケーション１３０は、１画面起動方法と２画面起動方法とで起動することが可能である
ことから、当該アプリケーション１３０に対応するアイコン３００は、１画面起動方法に
対応する１画面起動用表示態様と、２画面起動方法に対応する２画面起動用表示態様とを
交互にとるようになる。以後、タイプＢのアプリケーション１３０に対応するアイコン３
００を「タイプＢ起動用アイコン３００Ｂ」と呼ぶことがある。
【００５７】
　図８は、タイプＢのアプリケーション１３０である電子メールアプリケーションを起動
するためのタイプＢ起動用アイコン３００Ｂの表示態様が、１画面起動用表示態様と２画
面起動用表示態様との間で交互に変化する様子の一例を示す図である。図８には、１画面
起動用表示態様のタイプＢ起動用アイコン３００Ｂが紙面左側に、２画面起動用表示態様
のタイプＢ起動用アイコン３００Ｂが紙面右側にそれぞれ示されている。
【００５８】
　図８に示されるように、２画面起動用表示態様のタイプＢ起動用アイコン３００Ｂは、
１画面起動用表示態様のタイプＢ起動用アイコン３００Ｂよりも大きくなっている。した
がって、タイプＢ起動用アイコン３００Ｂの表示態様が、１画面起動用表示態様と２画面
起動用表示態様との間で交互に変化することによって、当該タイプＢ起動用アイコン３０
０Ｂの大きさが、大きくなったり、小さくなったりする。
【００５９】
　図９は、アプリケーション一覧画面２１０において各タイプＢ起動用アイコン３００Ｂ
が１画面起動用表示態様で表示されている様子の一例を示す図である。図１０は、アプリ
ケーション一覧画面２１０において各タイプＢ起動用アイコン３００Ｂが２画面起動用表
示態様で表示されている様子の一例を示す図である。図９，１０では、タイプＢ起動用ア
イコン３００Ｂを、他のアイコン３００と区別するために、便宜上、タイプＢ起動用アイ
コン３００Ｂを示す略四角形に斜線を示している。なお、後述する図においても、タイプ
Ｂ起動用アイコン３００Ｂを、他のアイコン３００と区別するために、タイプＢ起動用ア
イコン３００Ｂを示す略四角形に斜線を示すことがある。
【００６０】
　アプリケーション一覧画面２１０においては、各タイプＢ起動用アイコン３００Ｂが、
アニメーション表示されて、図９、１０に示されるように、サイズが大きいもの（図１０
のタイプＢ起動用アイコン３００Ｂ）と、サイズが小さいもの（図９のタイプＢ起動用ア
イコン３００Ｂ）とが一定時間ごとに交互に表示されるようになる。本実施の形態では、
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上述の表示ボタン３１０が表示されて表示部３にアプリケーション一覧画面２１０が表示
されると、アプリケーション一覧画面２１０において、各タイプＢ起動用アイコン３００
Ｂの表示態様が、自動的に１画面起動用表示態様（サイズ小）と２画面起動用表示態様（
サイズ大）との間で交互に変化するようになる。なお、同じタイプＢ起動用アイコン３０
０Ｂにおいては、１画面起動用表示態様のタイプＢ起動用アイコン３００Ｂと、２画面起
動用表示態様のタイプＢ起動用アイコン３００Ｂとは相似形となっている。
【００６１】
　１画面起動方法に対応する１画面起動用表示態様で表示されるタイプＢ起動用アイコン
３００Ｂに対して、図１１に示されるように、ユーザが指４００でタップ（起動指示操作
）を行うと、制御部１２は、当該タイプＢ起動用アイコン３００Ｂに対応するタイプＢの
アプリケーション１３０を１画面起動方法で起動する。そうすると、当該タイプＢのアプ
リケーション１３０の実行では１つの表示画面４だけが使用されるようになる。本実施の
形態では、タップされたタイプＢ起動用アイコン３００Ｂを表示する表示部３の表示画面
４だけが使用されるようになる。
【００６２】
　図１２は、ブラウザが１画面起動方法で起動し、当該ブラウザが電子機器１００で実行
されている際の表示例を示す図である。図１３は、電子メールアプリケーションが１画面
起動方法で起動し、当該電子メールアプリケーションが電子機器１００で実行されている
際の表示例を示す図である。
【００６３】
　図１２に示されるように、ブラウザが１画面起動方法で起動すると、ウェブサイトが１
つの表示画面４（図１１の例では第２表示画面４ｂ）だけで表示されるようになる。ユー
ザは、使用されている表示画面４を操作することによって、当該表示画面４に表示するウ
ェブサイトを変更したりすることができる。
【００６４】
　また図１３に示されるように、電子メールアプリケーションが１画面起動方法で起動す
ると、送信メール作成画面が１つの表示画面４だけに表示されるようになる。ユーザは、
使用されている表示画面４を操作することによって、作成した送信メールを送信したり、
電子メールを受信したりすることができる。
【００６５】
　一方で、図１４に示されるように、２画面起動方法に対応する２画面起動用表示態様で
表示されるタイプＢ起動用アイコン３００Ｂに対して、ユーザが指４００でタップを行う
と、制御部１２は、当該タイプＢ起動用アイコン３００Ｂに対応するタイプＢのアプリケ
ーション１３０を２画面起動方法で起動する。そうすると、当該タイプＢのアプリケーシ
ョン１３０の実行では２つの表示画面４が使用されるようになる。
【００６６】
　図１５は、ブラウザが２画面起動方法で起動し、当該ブラウザが電子機器１００で実行
されている際の表示例を示す図である。図１６は、電子メールアプリケーションが２画面
起動方法で起動し、当該電子メールアプリケーションが電子機器１００で実行されている
際の表示例を示す図である。
【００６７】
　図１５に示されるように、ブラウザが２画面起動方法で起動すると、ウェブサイトが第
１表示画面４ａ及び第２表示画面４ｂにわたって表示されるようになる。ユーザは、使用
されている２つの表示画面４のそれぞれを操作することによって、表示するウェブサイト
を変更したりすることができる。
【００６８】
　また図１６に示されるように、電子メールアプリケーションが２画面起動方法で起動す
ると、送信メール作成画面が第１表示画面４ａ及び第２表示画面４ｂにわたって表示され
るようになる。ユーザは、使用されている２つの表示画面４のそれぞれを操作することに
よって、作成した送信メールを送信したり、電子メールを受信したりすることができる。
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【００６９】
　なお、タイプＡのアプリケーション１３０に対応するアイコン３００に対して起動指示
操作が行われると、当該タイプＡのアプリケーション１３０の実行では、当該起動指示操
作が行われた表示画面４だけが使用される。例えば、タイプＡのアプリケーション１３０
である目覚ましアプリケーションに対応するアイコン３００が第２表示画面４ｂに表示さ
れているとする。そして、当該アイコン３００に対して起動指示操作が行われると、目覚
ましアプリケーションが１画面起動方法で起動する。目覚ましアプリケーションの実行中
においては、目覚ましに関する設定（目覚まし時間等の設定）を行うための設定画面が第
２表示画面４ｂだけに表示される。
【００７０】
　また、タイプＣのアプリケーション１３０に対応するアイコン３００に対して起動指示
操作が行われると、当該タイプＣのアプリケーション１３０の実行では、第１表示画面４
ａ及び第２表示画面４ｂの両方が使用される。例えば、タイプＣのアプリケーション１３
０である、あるゲームのアプリケーションに対応するアイコン３００に対して起動指示操
作が行われると、当該ゲームのアプリケーションが２画面起動方法で起動する。そして、
当該ゲームのアプリケーションの実行中においては、当該ゲームに関連する画面が第１表
示画面４ａ及び第２表示画面４ｂにわたって表示される。
【００７１】
　また、上述の図６，７，９等においては、横開き状態の電子機器１００が示されている
が、縦開き状態の電子機器１００であっても、同様にして、タイプＢのアプリケーション
１３０を複数の起動方法で起動することができる。
【００７２】
　以上のように、本実施の形態では、タイプＢのアプリケーション１３０を起動するため
のタイプＢ起動用アイコン３００Ｂは、複数の表示画面４のうち、当該アプリケーション
１３０の実行で使用される表示画面４が互いに異なるようになる複数の起動方法にそれぞ
れ対応した複数の表示態様で表示される。そして、当該複数の表示態様のそれぞれについ
て、当該表示態様で表示されるタイプＢ起動用アイコン３００Ｂに対して起動指示操作が
行われると、当該表示態様に対応する起動方法で当該タイプＢ起動用アイコン３００Ｂに
対応するアプリケーション１３０が起動するようになっている。したがって、ユーザは、
所望の起動方法に対応した表示態様で表示されているタイプＢ起動用アイコン３００Ｂに
対して起動指示操作を行うことによって、当該タイプＢ起動用アイコン３００Ｂに対応す
るアプリケーション１３０を所望の起動方法で起動することができる。よって、ユーザは
、タイプＢ起動用アイコン３００Ｂに対して操作を行って、それに対応するアプリケーシ
ョン１３０を起動する際に、当該アプリケーション１３０の実行で使用される表示画面４
を選択することができる。その結果、タイプＢのアプリケーション１３０が起動した際に
、ユーザが望まない表示画面４が使用されることを防止することができる。
【００７３】
　＜実施の形態１の変形例＞
　以下に実施の形態１についての各種変形例について説明する。
【００７４】
　＜第１変形例＞
　タイプＡあるいはタイプＢのアプリケーション１３０については、当該アプリケーショ
ン１３０が実行されている最中に、ユーザは、そのアプリケーション１３０で使用される
表示画面４の変更を望む場合がある。したがって、タイプＡあるいはタイプＢのアプリケ
ーション１３０の起動後に、ユーザが、例えば第１操作部１６を操作することによって、
当該アプリケーション１３０の実行で使用される表示画面４を変更できるようにしても良
い。
【００７５】
　例えば、図１２に示されるようにブラウザの実行で１つの表示画面４だけが使用されて
いる際に、ユーザが第１操作部１６のオプションボタン１６ｂを操作すると、ブラウザの
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実行で使用される表示画面４を、第１表示画面４ａ及び第２表示画面４ｂの両方に変更す
るための変更ボタンが第１表示画面４ａあるいは第２表示画面４ｂに表示されるようにす
る。そして、ユーザが当該変更ボタンを操作すると、ブラウザの実行で使用される表示画
面４が、図１５に示されるように、第１表示画面４ａ及び第２表示画面４ｂの両方となる
。
【００７６】
　また、図１５に示されるようにブラウザの実行で第１表示画面４ａ及び第２表示画面４
ｂの両方が使用されている際に、ユーザが第１操作部１６のオプションボタン１６ｂを操
作すると、ブラウザの実行で使用される表示画面４を、第１表示画面４ａだけに変更する
ための第１変更ボタンと、第２表示画面４ｂだけに変更するための第２変更ボタンとが、
第１表示画面４ａあるいは第２表示画面４ｂに表示されるようにする。そして、ユーザが
第１変更ボタンを操作すると、ブラウザの実行で使用される表示画面４が第１表示画面４
ａだけとなる。また、ユーザが第２変更ボタンを操作すると、ブラウザの実行で使用され
る表示画面４が、図１２に示されるように第２表示画面４ｂだけとなる。
【００７７】
　＜第２変形例＞
　上記の例では、アプリケーション一覧画面２１０に示されるタイプＢ起動用アイコン３
００Ｂの表示態様を起動方法に応じて変化させていたが、ホーム画面２００にタイプＢ起
動用アイコン３００Ｂが示されている場合には、当該タイプＢ起動用アイコン３００Ｂの
表示態様を起動方法に応じて変化させても良い。図１７は、ホーム画面２００に示される
タイプＢ起動用アイコン３００Ｂが１画面起動用表示態様で表示されている様子を示す図
である。図１８は、ホーム画面２００に示されるタイプＢ起動用アイコン３００Ｂが２画
面起動用表示態様で表示されている様子を示す図である。
【００７８】
　このような場合には、ホーム画面２００に示されているタイプＢ起動用アイコン３００
Ｂに対して起動指示操作が行われると、そのときの当該タイプＢ起動用アイコン３００Ｂ
の表示態様に応じた起動方法で、当該タイプＢ起動用アイコン３００Ｂに対応するアプリ
ケーション１３０が起動する。これより、ユーザは、ホーム画面２００に示されるタイプ
Ｂ起動用アイコン３００Ｂを操作して、それに対応するアプリケーション１３０を起動す
る際に、当該アプリケーション１３０の起動方法を選択することができる。
【００７９】
　＜第３変形例＞
　上記の例では、ユーザは、タイプＢのアプリケーション１３０を、そのアプリケーショ
ン１３０の実行では１つの表示画面４だけが使用されるようになる起動方法で起動する際
、第１表示画面４ａ及び第２表示画面４ｂのうち使用される表示画面４を選択することが
できなかったが、選択できるようにしても良い。以下にこの変形例について詳細に説明す
る。
【００８０】
　本変形例では、タイプＢのアプリケーション１３０は、そのアプリケーション１３０の
実行で使用される表示画面４が第１表示画面４ａだけとなる起動方法（以後、「第１の１
画面起動方法」と呼ぶ）と、そのアプリケーション１３０の実行で使用される表示画面４
が第２表示画面４ｂだけとなる起動方法（以後、「第２の１画面起動方法」と呼ぶ）と、
そのアプリケーション１３０の実行で使用される表示画面４が２つとなるような起動方法
（２画面起動方法）とで起動することができる。そして、タイプＢ起動用アイコン３００
Ｂの表示態様は、第１の１画面起動方法に対応する第１の１画面起動用表示態様と、第２
の１画面起動方法に対応する第２の１画面起動用表示態様と、２画面起動方法に対応する
２画面起動用表示態様との間で順番に繰り返して変化するようになっている。例えば、第
１の１画面起動用表示態様のタイプＢ起動用アイコン３００Ｂは、サイズが小さいアイコ
ンであって、第２の１画面起動用表示態様のタイプＢ起動用アイコン３００Ｂは、サイズ
が中程度のアイコンであって、２画面起動用表示態様のタイプＢ起動用アイコン３００Ｂ
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は、サイズが大きいアイコンである。
【００８１】
　図１９は、タイプＢのアプリケーション１３０である電子メールアプリケーションを起
動するためのタイプＢ起動用アイコン３００Ｂの表示態様が、第１の１画面起動用表示態
様、第２の１画面起動用表示態様及び２画面起動用表示態様の間で順番に繰り返して変化
する様子の一例を示す図である。図１９には、第１の１画面起動用表示態様のタイプＢ起
動用アイコン３００Ｂが紙面左側に、第２の１画面起動用表示態様でタイプＢ起動用アイ
コン３００Ｂが紙面中央に、２画面起動用表示態様のタイプＢ起動用アイコン３００Ｂが
紙面右側にそれぞれ示されている。図１９に示されるように、タイプＢ起動用アイコン３
００Ｂの表示態様は、第１の１画面起動用表示態様、第２の１画面起動用表示態様、２画
面起動用表示態様の順で変化し、２画面起動用表示態様の次には第１の１画面起動用表示
態様に戻るようになっている。
【００８２】
　アプリケーション一覧画面２１０において、第１の１画面起動用表示態様で表示される
タイプＢ起動用アイコン３００Ｂに対して、ユーザが指４００でタップ（起動指示操作）
を行うと、当該タイプＢ起動用アイコン３００Ｂに対応するタイプＢのアプリケーション
１３０が第１の１画面起動方法で起動する。そうすると、当該タイプＢのアプリケーショ
ン１３０の実行では第１表示画面４ａだけが使用されるようになる。
【００８３】
　図２０は、第２表示画面４ｂにアプリケーション一覧画面２１０が表示されている際に
、ブラウザが第１の１画面起動方法で起動し、当該ブラウザが電子機器１００で実行され
ている際の表示例を示す図である。図２０に示されるように、ブラウザが第１の１画面起
動方法で起動すると、ウェブサイトが第１表示画面４ａだけで表示されるようになる。な
お、ブラウザの実行で使用されていない第２表示画面４ｂには、図２０に示されるように
、アプリケーション一覧画面２１０が表示されても良いし、ホーム画面２００の一部が表
示されても良い。
【００８４】
　また、アプリケーション一覧画面２１０において、第２の１画面起動用表示態様で表示
されるタイプＢ起動用アイコン３００Ｂに対して、ユーザが指４００でタップを行うと、
当該タイプＢ起動用アイコン３００Ｂに対応するタイプＢのアプリケーション１３０が第
２の１画面起動方法で起動する。そうすると、当該タイプＢのアプリケーション１３０の
実行では、上述の図１２，１３に示されるように、第２表示画面４ｂだけが使用されるよ
うになる。この場合にも、使用されていない第１表示画面４ａには、アプリケーション一
覧画面２１０が表示されても良いし、ホーム画面２００の一部が表示されても良い。
【００８５】
　そして、アプリケーション一覧画面２１０において、２画面起動用表示態様で表示され
るタイプＢ起動用アイコン３００Ｂに対して、ユーザが指４００でタップを行うと、当該
タイプＢ起動用アイコン３００Ｂに対応するタイプＢのアプリケーション１３０が２画面
起動方法で起動する。そうすると、当該タイプＢのアプリケーション１３０の実行では、
上述の図１５，１６に示されるように、第１表示画面４ａ及び第２表示画面４ｂの両方が
使用されるようになる。
【００８６】
　このように、本例においては、タイプＢのアプリケーション１３０を、第１表示画面４
ａだけが使用される第１の１画面起動方法と、第２表示画面４ｂだけが使用される第２の
１画面起動方法とで起動することが可能であるため、ユーザは、第１表示画面４ａ及び第
２表示画面４ｂのうち所望の１つの表示画面４だけを使用して、タイプＢのアプリケーシ
ョン１３０を実行することができる。
【００８７】
　＜第４変形例＞
　１画面起動方法だけ起動されるタイプＡのアプリケーション１３０についても、上記の
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第３変形例でのタイプＢのアプリケーション１３０と同様に、第１表示画面４ａだけが使
用される第１の１画面起動方法と、第２表示画面４ｂだけが使用される第２の１画面起動
方法とで起動できるようにしても良い。つまり、タイプＡのアプリケーション１３０につ
いても、複数の表示画面４のうち、そのアプリケーション１３０の実行で使用される表示
画面４が互いに異なるようになる複数の起動方法で起動できるようにしても良い。
【００８８】
　この場合には、タイプＡのアプリケーション１３０を起動するためのアイコン３００の
表示態様が、第１の１画面起動方法に対応した表示態様と、第２の１画面起動方法に対応
した表示態様との間で交互に変化するようにする。そして、第１の１画面起動方法に対応
した表示態様で表示される、タイプＡのアプリケーション１３０に対応するアイコン３０
０（例えばサイズの小さいアイコン３００）に対して起動指示操作が行われると、当該タ
イプＡのアプリケーション１３０が第１の１画面起動方法で起動する。また、第２の１画
面起動方法に対応した表示態様で表示される、タイプＡのアプリケーション１３０に対応
するアイコン３００（例えばサイズの大きいアイコン３００）に対して起動指示操作が行
われると、当該タイプＡのアプリケーション１３０が第２の１画面起動方法で起動する。
【００８９】
　図２１は、タイプＡのアプリケーションである目覚ましアプリケーションが第１の１画
面起動方法で起動された場合において、当該目覚ましアプリケーションの実行中に表示さ
れる画面の一例を示す図である。図２２は、目覚ましアプリケーションが第２の１画面起
動方法で起動された場合において、当該目覚ましアプリケーションの実行中に表示される
画面の一例を示す図である。
【００９０】
　目覚ましアプリケーションが第１の１画面起動方法で起動されると、図２１に示される
ように、目覚ましに関する設定を行うための目覚まし設定画面２５０が第１表示画面４ａ
に表示される。一方で、目覚ましアプリケーションが第２の１画面起動方法で起動される
と、図２２に示されるように、目覚まし設定画面２５０が第２表示画面４ｂに表示される
。なお、目覚ましアプリケーションの実行で使用されていない表示画面４には、アプリケ
ーション一覧画面２１０が表示されても良いし、ホーム画面２００の一部が表示されても
良い。
【００９１】
　＜第５変形例＞
　上記の例では、タイプＢ起動用アイコン３００Ｂの表示態様を起動方法に対応させて変
化させる際には、タイプＢ起動用アイコン３００Ｂのサイズを変化させていたが、他の方
法でタイプＢ起動用アイコン３００Ｂの表示態様を変化させても良い。
【００９２】
　例えば、起動方法に対応させてタイプＢ起動用アイコン３００Ｂの色を変化させても良
い。図２３は、上述の実施の形態１において、電子メールアプリケーションを起動するた
めのタイプＢ起動用アイコン３００Ｂの色が変化する様子を示す図である。図２４は、上
述の実施の形態１の第３変形例において、電子メールアプリケーションを起動するための
タイプＢ起動用アイコン３００Ｂの色が変化する様子を示す図である。図２３と後述の図
２５，２７では、１画面起動方法に対応した１画面起動用表示態様のタイプＢ起動用アイ
コン３００Ｂが紙面左側に、２画面起動方法に対応した２画面起動用表示態様のタイプＢ
起動用アイコン３００Ｂが紙面右側にそれぞれ示されている。図２４と後述の図２６，２
８には、２画面起動方法に対応した２画面起動用表示態様のタイプＢ起動用アイコン３０
０Ｂが紙面左側に、第１の１画面起動方法に対応した第１の１画面起動用表示態様のタイ
プＢ起動用アイコン３００Ｂが紙面中央に、第２の１画面起動方法に対応した第２の１画
面起動用表示態様のタイプＢ起動用アイコン３００Ｂが紙面右側にそれぞれ示されている
。
【００９３】
　図２３に示されるように、１画面起動用表示態様及び２画面起動用表示態様のタイプＢ
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起動用アイコン３００Ｂの色を異ならせることによって、２画面起動用表示態様のタイプ
Ｂ起動用アイコン３００Ｂについては全体が光って見えるようにし、１画面起動用表示態
様のタイプＢ起動用アイコン３００Ｂについては光っていないように見えるようにしても
良い。
【００９４】
　また図２４に示されるように、第１の１画面起動用表示態様、第２の１画面起動用表示
態様及び２画面起動用表示態様のタイプＢ起動用アイコン３００Ｂの色を異ならせること
によって、２画面起動用表示態様のタイプＢ起動用アイコン３００Ｂ（紙面左側）につい
ては全体が光って見えるようにし、第１の１画面起動用表示態様のタイプＢ起動用アイコ
ン３００Ｂ（紙面中央）については右側半分が光って見えるようにし、第２の１画面起動
用表示態様のタイプＢ起動用アイコン３００Ｂ（紙面右側）については左側半分が光って
見えるようにしても良い。この場合には、タイプＢ起動用アイコン３００Ｂの第１及び第
２の１画面起動用表示態様のそれぞれについて、当該表示態様で光って見える部分の位置
と、当該表示態様に対応する起動方法で起動されたアプリケーション１３０の実行で使用
される表示画面４の位置とが対応するようになる。例えば、第１の１画面起動用表示態様
のタイプＢ起動用アイコン３００Ｂについては「右側」が光っており、当該第１の１画面
起動用表示態様に対応する第１の１画面起動方法で起動されたアプリケーション１３０の
実行では「右側」の第１表示画面４ａが使用される。したがって、ユーザは、アプリケー
ション１３０を起動する際に、当該アプリケーション１３０の実行で使用される表示画面
４を直感的に選択し易くなる。
【００９５】
　また、起動方法に対応させてタイプＢ起動用アイコン３００Ｂの外形を非相似形で変形
させても良い。図２５は、上述の実施の形態１において、電子メールアプリケーションを
起動するためのタイプＢ起動用アイコン３００Ｂの外形が非相似形で変化する様子を示す
図である。図２６は、上述の第３変形例において、電子メールアプリケーションを起動す
るためのタイプＢ起動用アイコン３００Ｂの外形が非相似形で変化する様子を示す図であ
る。
【００９６】
　図２５に示されるように、２画面起動用表示態様のタイプＢ起動用アイコン３００Ｂの
外形は、１画面起動用表示態様のタイプＢ起動用アイコン３００Ｂの外形を縦方向に長く
した形状となっている。また図２６に示されるように、第１の１画面起動用表示態様のタ
イプＢ起動用アイコン３００Ｂ（紙面中央）の外形は、２画面起動用表示態様のタイプＢ
起動用アイコン３００Ｂ（紙面左側）の外形を縦方向に長くした形状となっており、第２
の１画面起動用表示態様のタイプＢ起動用アイコン３００Ｂ（紙面右側）の外形は、２画
面起動用表示態様のタイプＢ起動用アイコン３００Ｂの外形を横方向に長くした形状とな
っている。
【００９７】
　また、起動方法に対応させてタイプＢ起動用アイコン３００Ｂを回転させても良い。図
２７は、上述の実施の形態１において、電子メールアプリケーションを起動するためのタ
イプＢ起動用アイコン３００Ｂが回転する様子を示す図である。図２８は、上述の第３変
形例において、電子メールアプリケーションを起動するためのタイプＢ起動用アイコン３
００Ｂが回転する様子を示す図である。
【００９８】
　図２７に示されるように、２画面起動用表示態様のタイプＢ起動用アイコン３００Ｂは
、１画面起動用表示態様のタイプＢ起動用アイコン３００Ｂを１８０°回転させたものと
なっている。また図２８に示されるように、第１の１画面起動用表示態様のタイプＢ起動
用アイコン３００Ｂ（紙面中央）は、２画面起動用表示態様のタイプＢ起動用アイコン３
００Ｂ（紙面左側）をユーザから見て右回り（時計回り）に９０°回転させたものとなっ
ている。そして、第２の１画面起動用表示態様のタイプＢ起動用アイコン３００Ｂ（紙面
右側）は、２画面起動用表示態様のタイプＢ起動用アイコン３００Ｂをユーザから見て左
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回り（反時計回り）に９０°回転させたものとなっている。この場合には、タイプＢ起動
用アイコン３００Ｂの第１及び第２の１画面起動用表示態様のそれぞれについて、当該表
示態様でのタイプＢ起動用アイコン３００Ｂの回転方向と、当該表示態様に対応する起動
方法で起動されたアプリケーション１３０の実行で使用される表示画面４の位置とが対応
するようになる。例えば、第１の１画面起動用表示態様のタイプＢ起動用アイコン３００
Ｂについては「右回り」に回転しており、当該第１の１画面起動用表示態様に対応する第
１の１画面起動方法で起動されたアプリケーション１３０の実行では「右側」の第１表示
画面４ａが使用される。したがって、ユーザは、アプリケーション１３０を起動する際に
、当該アプリケーション１３０の実行で使用される表示画面４を直感的に選択し易くなる
。
【００９９】
　＜第６変形例＞
　上記の例では、電子機器１００にアプリケーション一覧画面２１０が表示されると、タ
イプＢ起動用アイコン３００Ｂの表示態様が自動的に変化していたが、ユーザがタイプＢ
起動用アイコン３００Ｂを選択すると初めて当該タイプＢ起動用アイコン３００Ｂの表示
態様が変化するようにしても良い。以下に本変形例について詳細に説明する。
【０１００】
　電子機器１００にアプリケーション一覧画面２１０が表示されるようになると、タイプ
Ｂ起動用アイコン３００Ｂは、まず、１画面起動用表示態様と同じ表示態様で表示される
。そして、ユーザがタイプＢ起動用アイコン３００Ｂに対して選択操作を行うと、当該タ
イプＢ起動用アイコン３００Ｂの表示態様が、１画面起動用表示態様と２画面起動用表示
態様との間で交互に変化するようになる。タイプＢ起動用アイコン３００Ｂに対する選択
操作としては、例えば、タイプＢ起動用アイコン３００Ｂに対して指で触れる操作が考え
られる。つまり、ユーザが、タイプＢ起動用アイコン３００Ｂを指で触れると、当該タイ
プＢ起動用アイコン３００Ｂのアニメーション表示が開始して、その表示態様が変化する
ようになる。
【０１０１】
　ユーザが、タイプＢ起動用アイコン３００Ｂに対して選択操作をした後、当該タイプＢ
起動用アイコン３００Ｂに対して起動指示操作を行うと、当該タイプＢ起動用アイコン３
００Ｂに対応するアプリケーション１３０が、当該起動指示操作が行われた際の当該タイ
プＢ起動用アイコン３００Ｂの表示態様に応じた起動方法で起動する。タイプＢ起動用ア
イコン３００Ｂに対する起動指示操作としては、例えば、当該タイプＢ起動用アイコン３
００Ｂを選択する際に当該タイプＢ起動用アイコン３００Ｂに触れた指を、当該タイプＢ
起動用アイコン３００Ｂから離す操作が考えられる。つまり、ユーザが、タイプＢ起動用
アイコン３００Ｂに指で触れている間は、当該タイプＢ起動用アイコン３００Ｂの表示態
様が変化し、ユーザが当該タイプＢ起動用アイコン３００Ｂから指を離すと、そのときの
当該タイプＢ起動用アイコン３００Ｂの表示態様に応じた起動方法で、当該タイプＢ起動
用アイコン３００Ｂに対応するアプリケーション１３０が起動するようになる。
【０１０２】
　図２９に示されるように、ユーザが、１画面起動用表示態様で表示されているタイプＢ
起動用アイコン３００Ｂに触れている指４００を、当該タイプＢ起動用アイコン３００Ｂ
から離すと、当該タイプＢ起動用アイコン３００Ｂに対応するアプリケーション１３０は
１画面起動方法で起動する。一方で、図３０に示されるように、ユーザが、２画面起動用
表示態様で表示されているタイプＢ起動用アイコン３００Ｂに触れている指４００を、当
該タイプＢ起動用アイコン３００Ｂから離すと、当該タイプＢ起動用アイコン３００Ｂに
対応するアプリケーション１３０は２画面起動方法で起動する。
【０１０３】
　なお、上述の第３変形例においても、ユーザがタイプＢ起動用アイコン３００Ｂを選択
すると初めて当該タイプＢ起動用アイコン３００Ｂの表示態様が変化するようにしても良
い。また、上述の第４変形例においても、ユーザがタイプＡのアプリケーション１３０を
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起動するためのアイコン３００を選択すると初めて当該アイコン３００の表示態様が変化
するようにしても良い。
【０１０４】
　＜第７変形例＞
　タイプＢのアプリケーション１３０については、複数の起動方法で起動することができ
ることから、各起動方法で起動するための方法を示すヘルプ画面を表示しても良い。図３
１は、本変形例に係るアプリケーション一覧画面２１０を示す図である。図３１に示され
るように、本変形例に係るアプリケーション一覧画面２１０には、ヘルプ画面を表示する
ための表示ボタン４１０が示されている。
【０１０５】
　ユーザが表示ボタン４１０を操作すると、図３２に示されるように、アプリケーション
一覧画面２１０に重ねてヘルプ画面４２０が表示される。ヘルプ画面４２０には、タイプ
Ｂのアプリケーション１３０について、１画面起動方法で起動するための方法と、２画面
起動方法で起動するための方法とが示されている。またヘルプ画面４２０には、それを閉
じるためのボタン４２０ａが示されている。ボタン４２０ａが操作されると、ヘルプ画面
４２０は表示されなくなる。
【０１０６】
　このようなヘルプ画面４２０を表示することによって、ユーザは、タイプＢのアプリケ
ーション１３０についての複数の起動方法のそれぞれについて、その起動方法で起動する
ための方法を表示画面４で確認することができる。
【０１０７】
　なお、上記の第４変形例のように、タイプＡのアプリケーション１３０を複数の起動方
法で起動することができるようにする場合には、当該複数の起動方法のそれぞれについて
、その起動方法で起動するための方法をヘルプ画面４２０に表示しても良い。
【０１０８】
　＜第８変形例＞
　上記の例では、タイプＢ起動用アイコン３００Ｂについての表示態様は時系列的に変化
していたが、複数の表示態様のタイプＢ起動用アイコン３００Ｂが同時に表示されても良
い。図３３は、第１表示画面４ａ及び第２表示画面４ｂにわたって表示されるアプリケー
ション一覧画面２１０において、複数の表示態様のタイプＢ起動用アイコン３００Ｂが同
時に示されている様子を示す図である。
【０１０９】
　図３３の例では、タイプＢ起動用アイコン３００Ｂが、第２表示画面４ｂに１画面起動
用表示態様で表示され、第１表示画面４ａに２画面起動用表示態様で表示されている。各
タイプＢ起動用アイコン３００Ｂについては、第２表示画面４ｂにおける、１画面起動用
表示態様の当該タイプＢ起動用アイコン３００Ｂの表示位置と、第１表示画面４ａにおけ
る、２画面起動用表示態様の当該タイプＢ起動用アイコン３００Ｂの表示位置とは互いに
一致している。
【０１１０】
　ユーザが、第２表示画面４ｂに表示されている、１画面起動用表示態様のタイプＢ起動
用アイコン３００Ｂに対して起動指示操作を行うと、当該タイプＢ起動用アイコン３００
Ｂに対応するアプリケーション１３０が１画面起動方法で起動する。一方で、ユーザが、
第１表示画面４ａに表示されている、２画面起動用表示態様のタイプＢ起動用アイコン３
００Ｂに対して起動指示操作を行うと、当該タイプＢ起動用アイコン３００Ｂに対応する
アプリケーション１３０が２画面起動方法で起動する。
【０１１１】
　なお、タイプＢ起動用アイコン３００Ｂについては、第１表示画面４ａに１画面起動用
表示態様で表示され、第２表示画面４ｂに２画面起動用表示態様で表示されても良い。
【０１１２】
　また図３３の例では、第１表示画面４ａ及び第２表示画面４ｂの両方を使用して、複数
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の表示態様のタイプＢ起動用アイコン３００Ｂを同時に表示したが、第１表示画面４ａ及
び第２表示画面４ｂのうちのどちらか一方だけにアプリケーション一覧画面２１０を表示
して、当該一方だけに、複数の表示態様のタイプＢ起動用アイコン３００Ｂを同時に表示
しても良い。
【０１１３】
　実施の形態２．
　図３４は、実施の形態２に係る電子機器１００でのアプリケーション一覧画面２１０の
表示例を示す図である。本実施の形態に係るアプリケーション一覧画面２１０では、アイ
コン３００とともに、当該アイコン３００に対応するアプリケーション１３０のタイプ（
種類）を特定するための特定情報５００が表示される。以下に、本実施の形態に係る電子
機器１００について、実施の形態１に係る電子機器１００との相違点を中心に説明する。
【０１１４】
　図３４に示されるように、アプリケーション一覧画面２１０においては、各アイコン３
００の近くに、当該アイコン３００に対応するアプリケーション１３０のタイプを特定す
る特定情報５００が示されている。本実施の形態では、アプリケーション１３０のタイプ
を示すアルファベット（ローマ字）を、当該アプリケーション１３０のタイプを特定する
ための特定情報５００としている。なお、特定情報５００は、アルファベット以外の文字
で表しても良いし、記号あるいは図形で表しても良い。
【０１１５】
　本実施の形態では、タイプＢ起動用アイコン３００Ｂとともに表示される特定情報５０
０（以後、「タイプＢ特定情報５００Ｂ」と呼ぶことがある）の表示態様が、当該タイプ
Ｂ起動用アイコン３００Ｂに対応するアプリケーション１３０ついての複数の起動方法（
１画面起動方法及び２画面起動方法）にそれぞれ対応した複数の表示態様の間で時系列的
に変化するようになっている。そして、タイプＢ起動用アイコン３００Ｂに対して起動指
示操作が行われると、当該タイプＢ起動用アイコン３００Ｂに対応するタイプＢ特定情報
５００Ｂのそのときの表示態様に応じた起動方法で、当該タイプＢ起動用アイコン３００
Ｂに対応するアプリケーション１３０が起動するようになっている。本実施の形態では、
２画面起動方法に対応する表示態様のタイプＢ特定情報５００Ｂは、１画面起動方法に対
応する表示態様の特定情報５００よりも大きく表示されるようになっている。図３４では
、１画面起動方法に対応する表示態様で表示されているタイプＢ特定情報５００Ｂが示さ
れている。図３５は、タイプＢ特定情報５００Ｂが、２画面起動方法に対応する表示態様
で表示されている様子を示している。
【０１１６】
　本実施の形態に係る電子機器１００では、アプリケーション一覧画面２１０が表示され
ると、各タイプＢ特定情報５００Ｂが、自動的にアニメーション表示されて、サイズが小
さいもの（１画面起動方法に対応）と、サイズが大ききもの（２画面起動方法に対応）と
が一定時間ごとに交互に表示されるようになる。
【０１１７】
　図３６に示されるように、タイプＢ特定情報５００Ｂが、１画面起動方法に対応する表
示態様で表示されている場合において、当該タイプＢ特定情報５００Ｂに対応するタイプ
Ｂ起動用アイコン３００Ｂに対してユーザの指４００がタップ（起動指示操作）されると
、当該タイプＢ起動用アイコン３００Ｂに対応するアプリケーション１３０は１画面起動
方法で起動する。一方で、図３７に示されるように、タイプＢ特定情報５００Ｂが、２画
面起動方法に対応する表示態様で表示されている場合において、当該タイプＢ特定情報５
００Ｂに対応するタイプＢ起動用アイコン３００Ｂに対してユーザの指４００がタップさ
れると、当該タイプＢ起動用アイコン３００Ｂに対応するアプリケーション１３０は２画
面起動方法で起動する。
【０１１８】
　以上のように、本実施の形態では、タイプＢ特定情報５００Ｂの表示態様は、それに対
応するタイプＢ起動用アイコン３００Ｂに係るアプリケーション１３０についての複数の
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起動方法にそれぞれ対応した複数の表示態様で表示される。そして、タイプＢ起動用アイ
コン３００Ｂに対して起動指示操作が行われると、当該タイプＢ起動用アイコン３００Ｂ
に対応するタイプＢ特定情報５００Ｂのそのときの表示態様に対応する起動方法で当該タ
イプＢ起動用アイコン３００Ｂに対応するアプリケーション１３０が起動するようになっ
ている。したがって、ユーザは、所望の起動方法に対応した表示態様で表示されているタ
イプＢ特定情報５００Ｂに対応するタイプＢ起動用アイコン３００Ｂに対して起動指示操
作を行うことによって、当該タイプＢ起動用アイコン３００Ｂに対応するアプリケーショ
ン１３０を所望の起動方法で起動することができる。よって、ユーザは、タイプＢ起動用
アイコン３００Ｂに対して操作を行うことによって、それに対応するアプリケーション１
３０を起動する際に、当該アプリケーション１３０の実行で使用される表示画面４を選択
することができる。その結果、タイプＢのアプリケーション１３０が起動した際に、ユー
ザが望まない表示画面４が使用されることを防止することができる。
【０１１９】
　＜実施の形態２の変形例＞
　以下に実施の形態２についての各種変形例について説明する。
【０１２０】
　＜第１変形例＞
　上述の実施の形態１の第１変形例と同様に、タイプＡあるいはタイプＢのアプリケーシ
ョン１３０については、当該アプリケーション１３０の起動後に、ユーザが、例えば第１
操作部１６を操作することによって、当該アプリケーション１３０の実行で使用される表
示画面４を変更できるようにしても良い。
【０１２１】
　＜第２変形例＞
　上述の実施の形態１の第２変形例と同様に、ホーム画面２００に示されるタイプＢ起動
用アイコン３００Ｂに対して起動指示操作が行われる際に、当該タイプＢ起動用アイコン
３００Ｂに対応するアプリケーション１３０の起動方法が選択されるようにしても良い。
この場合には、図３８に示されるように、ホーム画面２００において、アイコン３００と
ともに、当該アイコン３００に対応するアプリケーション１３０のタイプを特定するため
の特定情報５００を表示する。そして、タイプＢ起動用アイコン３００Ｂについては、そ
れに対応するタイプＢ特定情報５００Ｂの表示態様を、当該タイプＢ起動用アイコン３０
０Ｂに対応するアプリケーション１３０ついての複数の起動方法にそれぞれ対応した複数
の表示態様の間で時系列的に変化させる。ホーム画面２００に示されているタイプＢ起動
用アイコン３００Ｂに対して起動指示操作が行われると、当該タイプＢ起動用アイコン３
００Ｂに対応するタイプＢ特定情報５００Ｂのそのときの表示態様に応じた起動方法で、
当該タイプＢ起動用アイコン３００Ｂに対応するアプリケーション１３０が起動する。図
３８では、１画面起動方法に対応する表示態様で表示されているタイプＢ特定情報５００
Ｂが示されている。図３９は、ホーム画面２００に示されるタイプＢ特定情報５００Ｂが
、２画面起動方法に対応する表示態様で表示されている様子を示している。
【０１２２】
　＜第３変形例＞
　上記の実施の形態１の第３変形例と同様に、ユーザが、タイプＢのアプリケーション１
３０を、そのアプリケーション１３０の実行では１つの表示画面４だけが使用されるよう
になる起動方法で起動する際、第１表示画面４ａ及び第２表示画面４ｂのうち使用される
表示画面４を選択できるようにしても良い。この場合には、タイプＢ特定情報５００Ｂの
表示態様が、上述の第１の１画面起動方法に対応した表示態様と、第２の１画面起動方法
に対応した表示態様と、２画面起動方法に対応した表示態様との間で順番に繰り返して変
化するようにする。そして、アプリケーション一覧画面２１０において、タイプＢ特定情
報５００Ｂが、第１の１画面起動方法に対応する表示態様で表示されている際に、当該タ
イプＢ特定情報５００Ｂに対応するタイプＢ起動用アイコン３００Ｂに対して、ユーザが
指４００でタップを行うと、当該タイプＢ起動用アイコン３００Ｂに対応するタイプＢの
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アプリケーション１３０が第１の１画面起動方法で起動する。また、アプリケーション一
覧画面２１０において、タイプＢ特定情報５００Ｂが、第２の１画面起動方法に対応する
表示態様で表示されている際に、当該タイプＢ特定情報５００Ｂに対応するタイプＢ起動
用アイコン３００Ｂに対してユーザが指でタップを行うと、当該タイプＢ起動用アイコン
３００Ｂに対応するタイプＢのアプリケーション１３０が第２の１画面起動方法で起動す
る。そして、アプリケーション一覧画面２１０において、タイプＢ特定情報５００Ｂが、
２画面起動方法に対応する表示態様で表示されている際に、当該タイプＢ特定情報５００
Ｂに対応するタイプＢ起動用アイコン３００Ｂに対して、ユーザが指４００でタップを行
うと、当該タイプＢ起動用アイコン３００Ｂに対応するタイプＢのアプリケーション１３
０が２画面起動方法で起動する。
【０１２３】
　例えば、第１の１画面起動方法に対応する表示態様で表示されるタイプＢ特定情報５０
０では、サイズが小さくなっており、第２の１画面起動方法に対応する表示態様で表示さ
れるタイプＢ特定情報５００では、サイズが中程度となっており、２画面起動方法に対応
する表示態様で表示されるタイプＢ特定情報５００Ｂでは、サイズが大きくなっている。
【０１２４】
　＜第４変形例＞
　１画面起動方法だけで起動されるタイプＡのアプリケーション１３０についても、第１
表示画面４ａだけが使用される第１の１画面起動方法と、第２表示画面４ｂだけが使用さ
れる第２の１画面起動方法とで起動できるようにしても良い。この場合には、タイプＡの
アプリケーション１３０を起動するためのアイコン３００とともに表示される、当該アプ
リケーション１３０のタイプを特定するための特定情報５００の表示態様が、第１の１画
面起動方法に対応した表示態様と、第２の１画面起動方法に対応した表示態様との間で交
互に変化するようにする。そして、タイプＡのアプリケーション１３０に対応するアイコ
ン３００とともに表示される特定情報５００が、第１の１画面起動方法に対応した表示態
様で表示されている際に、当該アイコン３００に対して起動指示操作が行われると、当該
タイプＡのアプリケーション１３０が第１の１画面起動方法で起動する。タイプＡのアプ
リケーション１３０に対応するアイコン３００とともに表示される特定情報５００が、第
２の１画面起動方法に対応した表示態様で表示されている際に、当該アイコン３００に対
して起動指示操作が行われると、当該タイプＡのアプリケーション１３０が第２の１画面
起動方法で起動する。
【０１２５】
　＜第５変形例＞
　上記の例では、タイプＢ特定情報５００Ｂの表示態様を起動方法に対応させて変化させ
る際には、タイプＢ特定情報５００Ｂのサイズを変化させていたが、他の方法でタイプＢ
特定情報５００Ｂの表示態様を変化させても良い。
【０１２６】
　例えば、上述の実施の形態１の第４変形例でのタイプＢ起動用アイコン３００Ｂの表示
態様の変化と同様に、起動方法に対応させてタイプＢ特定情報５００Ｂの色を変化させて
も良いし、起動方法に対応させてタイプＢ特定情報５００Ｂの外形を非相似形で変形させ
ても良い。また、起動方法に対応させてタイプＢ特定情報５００Ｂを回転させても良い。
【０１２７】
　＜第６変形例＞
　上記の例では、電子機器１００にアプリケーション一覧画面２１０が表示されると、タ
イプＢ特定情報５００Ｂの表示態様が自動的に変化していたが、ユーザがタイプＢ起動用
アイコン３００Ｂを選択すると初めて当該タイプＢ起動用アイコン３００Ｂに対応するタ
イプＢ特定情報５００Ｂの表示態様が変化するようにしても良い。
【０１２８】
　例えば、電子機器１００にアプリケーション一覧画面２１０が表示されるようになると
、タイプＢ特定情報５００Ｂは、まず、１画面起動方法に対応した表示態様と同じ表示態
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様で表示される。そして、ユーザがタイプＢ起動用アイコン３００Ｂに対して選択操作を
行うと、当該タイプＢ起動用アイコン３００Ｂに対応するタイプＢ特定情報５００Ｂの表
示態様が、１画面起動方法に対応した表示態様と２画面起動方法に対応した表示態様との
間で交互に変化するようになる。タイプＢ起動用アイコン３００Ｂに対する選択操作とし
ては、例えば、タイプＢ起動用アイコン３００Ｂに対して指で触れる操作が考えられる。
つまり、ユーザが、タイプＢ起動用アイコン３００Ｂを指で触れると、当該タイプＢ起動
用アイコン３００Ｂに対応するタイプＢ特定情報５００Ｂのアニメーション表示が開始し
て、その表示態様が変化するようになる。
【０１２９】
　ユーザが、タイプＢ起動用アイコン３００Ｂに対して選択操作をした後、当該タイプＢ
起動用アイコン３００Ｂに対して起動指示操作を行うと、当該タイプＢ起動用アイコン３
００Ｂに対応するアプリケーション１３０が、当該起動指示操作が行われた際の当該タイ
プＢ起動用アイコン３００Ｂに対応するタイプＢ特定情報５００Ｂの表示態様に応じた起
動方法で起動する。タイプＢ起動用アイコン３００Ｂに対する起動指示操作としては、例
えば、当該タイプＢ起動用アイコン３００Ｂを選択する際に当該タイプＢ起動用アイコン
３００Ｂに触れた指を、当該タイプＢ起動用アイコン３００Ｂから離す操作が考えられる
。つまり、ユーザが、タイプＢ起動用アイコン３００Ｂに指で触れている間は、当該タイ
プＢ起動用アイコン３００Ｂに対応するタイプＢ特定情報５００Ｂの表示態様が変化し、
ユーザが当該タイプＢ起動用アイコン３００Ｂから指を離すと、そのときの当該タイプＢ
特定情報５００Ｂの表示態様に応じた起動方法で、当該タイプＢ起動用アイコン３００Ｂ
に対応するアプリケーション１３０が起動するようになる。
【０１３０】
　なお、上述の実施の形態２の第３変形例においても、ユーザがタイプＢ起動用アイコン
３００Ｂを選択すると初めて当該タイプＢ起動用アイコン３００Ｂに対応するタイプＢ特
定情報５００Ｂの表示態様が変化するようにしても良い。
【０１３１】
　＜第７変形例＞
　上述の実施の形態１の第７変形例と同様に、タイプＢのアプリケーション１３０につい
て、各起動方法で起動するための方法を示すヘルプ画面を表示しても良い。この場合には
、上述の図３１に示されるように、アプリケーション一覧画面２１０に、ヘルプ画面を表
示するための表示ボタン４１０を表示する。そして、ユーザが表示ボタン４１０を操作す
ると、図４０に示されるように、アプリケーション一覧画面２１０に重ねてヘルプ画面４
３０を表示する。
【０１３２】
　ヘルプ画面４３０には、タイプＢのアプリケーション１３０について、１画面起動方法
で起動するための方法と、２画面起動方法で起動するための方法とが示されている。また
ヘルプ画面４３０には、それを閉じるためのボタン４３０ａが示されている。ボタン４３
０ａが操作されると、ヘルプ画面４２０は表示されなくなる。
【０１３３】
　なお、上記の実施の形態２の第４変形例のように、タイプＡのアプリケーション１３０
を複数の起動方法で起動することができるようにする場合には、当該複数の起動方法のそ
れぞれについて、その起動方法で起動するための方法をヘルプ画面４３０に表示しても良
い。
【０１３４】
　実施の形態３．
　上述の実施の形態１では、タイプＢ起動用アイコン３００Ｂに対する同じ起動指示操作
でタイプＢのアプリケーション１３０を複数の起動方法で起動することを可能とするため
に、タイプＢ起動用アイコン３００Ｂの表示態様を起動方法に応じて変化させていた。本
実施の形態では、タイプＢ起動用アイコン３００Ｂの表示態様は変化させずに、タイプＢ
起動用アイコン３００Ｂに対して異なった起動指示操作を行うことによって、タイプＢの
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アプリケーション１３０を複数の起動方法で起動することを可能としている。以下に、本
実施の形態に係る電子機器１００について、上述の実施の形態１に係る電子機器１００と
の相違点を中心に説明する。
【０１３５】
　本実施の形態では、タイプＢ起動用アイコン３００Ｂに対する起動指示操作として、１
画面起動方法に対応した１画面起動指示操作と、２画面起動方法に対応した２画面起動指
示操作とが定められている。アプリケーション一覧画面２１０に示されるタイプＢ起動用
アイコン３００Ｂに対して１画面起動指示操作が行われると、当該タイプＢ起動用アイコ
ン３００Ｂに対応するアプリケーション１３０が１画面起動方法で起動する。アプリケー
ション１３０が１画面起動方法で起動すると、当該アプリケーション１３０の実行では、
実施の形態１と同様に、第１表示画面４ａ及び第２表示画面４ｂのうち、当該アプリケー
ション１３０の起動の際に１画面起動指示操作が行われた表示画面４が使用される。
【０１３６】
　一方で、アプリケーション一覧画面２１０に示されるタイプＢ起動用アイコン３００Ｂ
に対して２画面起動指示操作が行われると、当該タイプＢ起動用アイコン３００Ｂに対応
するアプリケーション１３０が２画面起動方法で起動する。
【０１３７】
　１画面起動指示操作と２画面起動指示操作との組み合わせについては、様々な組み合わ
せが考えられる。例えば、タイプＢ起動用アイコン３００Ｂに対してタップを１回行う操
作（シングルタップ）を１画面起動指示操作とし、タイプＢ起動用アイコン３００Ｂに対
してタップを連続して２回行う操作（ダブルタップ）を２画面起動指示操作とする。
【０１３８】
　また、タイプＢ起動用アイコン３００Ｂに対するタップを１画面起動指示操作とし、タ
イプＢ起動用アイコン３００Ｂに対して指で接触した状態で、当該タイプＢ起動用アイコ
ン３００Ｂが表示されている表示画面４とは別の表示画面４に対して別の指で接触する操
作を２画面起動指示操作とする。
【０１３９】
　このように、本実施の形態では、タイプＢ起動用アイコン３００Ｂに対する起動指示操
作が行われると、その起動指示操作に応じた起動方法で、当該タイプＢ起動用アイコン３
００Ｂに対応するアプリケーション１３０が起動する。したがって、ユーザは、タイプＢ
起動用アイコン３００Ｂに対する起動指示操作を選択することによって、タイプＢ起動用
アイコン３００Ｂに対応するアプリケーション１３０の実行で使用される表示画面４を選
択することができる。その結果、タイプＢのアプリケーション１３０が起動した際に、ユ
ーザが望まない表示画面４が使用されることを防止することができる。
【０１４０】
　＜実施の形態３の変形例＞
　以下に実施の形態３についての各種変形例について説明する。
【０１４１】
　＜第１変形例＞
　上述の実施の形態１，２の第１変形例と同様に、タイプＡあるいはタイプＢのアプリケ
ーション１３０については、当該アプリケーション１３０の起動後に、ユーザが、例えば
第１操作部１６を操作することによって、当該アプリケーション１３０の実行で使用され
る表示画面４を変更できるようにしても良い。
【０１４２】
　＜第２変形例＞
　上記の例では、アプリケーション一覧画面２１０に示されるタイプＢ起動用アイコン３
００Ｂに対する起動指示操作として、複数の起動方法にそれぞれ対応した複数の起動指示
操作が定められていたが、ホーム画面２００に示されるタイプＢ起動用アイコン３００Ｂ
に対する起動指示操作として、複数の起動方法にそれぞれ対応した複数の起動指示操作を
定めても良い。この場合には、ホーム画面２００に示されるタイプＢ起動用アイコン３０
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０Ｂに対して１画面起動指示操作が行われると、当該タイプＢ起動用アイコン３００Ｂに
対応するアプリケーション１３０が１画面起動方法で起動する。また、ホーム画面２００
に示されるタイプＢ起動用アイコン３００Ｂに対して２画面起動指示操作が行われると、
当該タイプＢ起動用アイコン３００Ｂに対応するアプリケーション１３０が２画面起動方
法で起動する。
【０１４３】
　＜第３変形例＞
　上記の例では、ユーザは、タイプＢのアプリケーション１３０を１画面起動方法で起動
する際には、当該アプリケーション１３０の実行で使用される表示画面４を選択すること
ができなかったが、選択することができるようにしても良い。この場合には、タイプＢ起
動用アイコン３００Ｂに対する起動指示操作として、上述の第１の１画面起動方法に対応
した第１の１画面起動指示操作と、第２の１画面起動方法に対応した第２の１画面起動指
示操作と、２画面起動方法に対応した２画面起動指示操作とを定める。そして、アプリケ
ーション一覧画面２１０において、タイプＢ起動用アイコン３００Ｂに対して第１の１画
面起動指示操作が行われると、当該タイプＢ起動用アイコン３００Ｂに対応するアプリケ
ーション１３０が第１の１画面起動方法で起動する。アプリケーション１３０が第１の１
画面起動方法で起動すると、当該アプリケーション１３０の実行では第１表示画面４ａだ
けが使用される。
【０１４４】
　また、タイプＢ起動用アイコン３００Ｂに対して、第２の１画面起動指示操作が行われ
ると、当該タイプＢ起動用アイコン３００Ｂに対応するアプリケーション１３０が第２の
１画面起動方法で起動する。アプリケーション１３０が第２の１画面起動方法で起動する
と、当該アプリケーション１３０の実行では第２表示画面４ｂだけが使用される。
【０１４５】
　そして、タイプＢ起動用アイコン３００Ｂに対して２画面起動指示操作が行われると、
当該タイプＢ起動用アイコン３００Ｂに対応するアプリケーション１３０が２画面起動方
法で起動する。アプリケーション１３０が２画面起動方法で起動すると、当該アプリケー
ション１３０の実行では第１表示画面４ａ及び第２表示画面４ｂの両方が使用される。
【０１４６】
　第１の１画面起動指示操作、第２の１画面起動指示操作及び２画面起動指示操作の組み
合わせとしては、様々な組み合わせが考えられる。
【０１４７】
　例えば、タイプＢ起動用アイコン３００Ｂに対するダブルタップを、２画面起動指示操
作とする。また、第１表示画面４ａに表示されているタイプＢ起動用アイコン３００Ｂに
ついては、当該タイプＢ起動用アイコン３００Ｂに対するタップを第１の１画面起動指示
操作とし、当該タイプＢ起動用アイコン３００Ｂを第２表示画面４ｂに向かって指で払う
操作を第２の第１画面起動指示操作とする。また、第２表示画面４ｂに表示されているタ
イプＢ起動用アイコン３００Ｂについては、当該タイプＢ起動用アイコン３００Ｂに対す
るタップを第２の１画面起動指示操作とし、当該タイプＢ起動用アイコン３００Ｂを第１
表示画面４ａに向かって指で払う操作を第１の第１画面起動指示操作とする。画面を指を
払う操作は「フリック」と呼ばれている。
【０１４８】
　図４１～４４はタイプＢ起動用アイコン３００Ｂに対してフリックが行われている様子
を示す図である。図４１に示されるように、第１表示画面４ａを右側とする横開き状態の
電子機器１００の第１表示画面４ａに表示されているタイプＢ起動用アイコン３００Ｂに
ついては、それを左方向（第２表示画面４ｂに向かう方向）に指４００で払う操作（左方
向のフリック）が第２の１画面起動指示操作となる。また図４２に示されるように、第１
表示画面４ａを右側とする横開き状態の電子機器１００の第２表示画面４ｂに表示されて
いるタイプＢ起動用アイコン３００Ｂについては、それを右方向（第１表示画面４ａに向
かう方向）に指４００で払う操作（右方向のフリック）が第１の１画面起動指示操作とな
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る。また、図４３に示されるように、第１表示画面４ａを上側とする縦開き状態の電子機
器１００の第１表示画面４ａに表示されているタイプＢ起動用アイコン３００Ｂについて
は、それを下方向（第２表示画面４ｂに向かう方向）に指４００で払う操作（下方向のフ
リック）が第２の１画面起動指示操作となる。そして、図４４に示されるように、第１表
示画面４ａを上側とする縦開き状態の電子機器１００の第２表示画面４ｂに表示されてい
るタイプＢ起動用アイコン３００Ｂについては、それを上方向（第１表示画面４ａに向か
う方向）に指４００で払う操作（上方向のフリック）が第１の１画面起動指示操作となる
。
【０１４９】
　このように、本例においては、タイプＢのアプリケーション１３０を、第１表示画面４
ａだけが使用される第１の１画面起動方法と、第２表示画面４ｂだけが使用される第２の
１画面起動方法とで起動することが可能であるため、ユーザは、第１表示画面４ａ及び第
２表示画面４ｂのうち所望の１つの表示画面４だけを使用して、タイプＢのアプリケーシ
ョン１３０を実行することができる。
【０１５０】
　また、本例においては、タイプＢ起動用アイコン３００Ｂに対応するアプリケーション
１３０の起動を指示する操作として、当該タイプＢ起動用アイコン３００Ｂを指で払う操
作（フリック）が行われた場合には、当該アプリケーション１３０の実行では、払われた
方向（フリックの方向）に位置する表示画面４だけが使用されるようになる。したがって
、ユーザは、当該アプリケーション１３０の起動時に、その実行で使用される表示画面４
を直感的に選択し易くなる。
【０１５１】
　＜第４変形例＞
　上記の実施の形態１，２の第４変形例と同様に、１画面起動方法だけで起動されるタイ
プＡのアプリケーション１３０についても、第１表示画面４ａだけが使用される第１の１
画面起動方法と、第２表示画面４ｂだけが使用される第２の１画面起動方法とで起動でき
るようにしても良い。この場合には、タイプＡのアプリケーション１３０を起動するため
のアイコン３００（以後、「タイプＡ起動用アイコン３００」と呼ぶことがある）に対す
る起動指示操作として、第１の１画面起動方法に対応した第１の１画面起動指示操作と、
第２の１画面起動方法に対応した第２の１画面起動指示操作とを定める。そして、タイプ
Ａのアプリケーション１３０に対応するアイコン３００に対して第１の１画面起動指示操
作が行われると、当該タイプＡのアプリケーション１３０が第１の１画面起動方法で起動
する。また、タイプＡのアプリケーション１３０に対応するアイコン３００に対して第２
の１画面起動指示操作が行われると、当該タイプＡのアプリケーション１３０が第２の１
画面起動方法で起動する。
【０１５２】
　タイプＡ起動用アイコン３００に対する第１の１画面起動操作及び第２の１画面起動操
作の組み合わせとしては様々な組み合わせが考えられる。
【０１５３】
　例えば、第１表示画面４ａに表示されているタイプＡ起動用アイコン３００については
、当該タイプＡ起動用アイコン３００に対するタップを第１の１画面起動指示操作とし、
当該タイプＡ起動用アイコン３００を第２表示画面４ｂに向かって指で払う操作を第２の
第１画面起動指示操作とする。また、第２表示画面４ｂに表示されているタイプＡ起動用
アイコン３００については、当該タイプＡ起動用アイコン３００に対するタップを第２の
１画面起動指示操作とし、当該タイプＡ起動用アイコン３００を第１表示画面４ａに向か
って指で払う操作を第１の第１画面起動指示操作とする。
【０１５４】
　このように、タイプＡのアプリケーション１３０についても、それを起動する際に、そ
の実行で使用される表示画面４を選択できるようにすることによって、タイプＡのアプリ
ケーション１３０が起動した際に、ユーザが望まない表示画面４が使用されることを防止
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することができる。
【０１５５】
　また、タイプＡ起動用アイコン３００に対応するアプリケーション１３０の起動を指示
する操作として、当該タイプＡ起動用アイコン３００を指で払う操作（フリック）が行わ
れた場合には、当該アプリケーション１３０の実行では、払われた方向（フリックの方向
）に位置する表示画面４だけが使用されるため、ユーザは、当該アプリケーション１３０
の起動時に、その実行で使用される表示画面４を直感的に選択し易くなる。
【０１５６】
　＜第５変形例＞
　上述の実施の形態１の第７変形例と同様に、タイプＢのアプリケーション１３０につい
て、各起動方法で起動するための方法を示すヘルプ画面を表示しても良い。この場合には
、上述の図３１に示されるように、アプリケーション一覧画面２１０に、ヘルプ画面を表
示するための表示ボタン４１０を表示する。そして、ユーザが表示ボタン４１０を操作す
ると、図４５に示されるように、アプリケーション一覧画面２１０に重ねてヘルプ画面４
４０を表示する。
【０１５７】
　ヘルプ画面４４０には、タイプＢのアプリケーション１３０について、１画面起動方法
で起動するための方法と、２画面起動方法で起動するための方法とが示されている。また
ヘルプ画面４４０には、それを閉じるためのボタン４４０ａが示されている。ボタン４４
０ａが操作されると、ヘルプ画面４４０は表示されなくなる。
【０１５８】
　なお、上記の実施の形態３の第４変形例のように、タイプＡのアプリケーション１３０
を複数の起動方法で起動することができるようにする場合には、当該複数の起動方法のそ
れぞれについて、その起動方法で起動するための方法をヘルプ画面４４０に表示しても良
い。
【０１５９】
　＜実施の形態１～３に共通の変形例＞
　以下に、上述の実施の形態１～３及びそれらの変形例に共通の変形例について説明する
。
【０１６０】
　＜第１共通変形例＞
　電子機器１００が開状態から閉状態に変化した場合には、制御部１２は、１画面起動方
法及び２画面起動方法の両方で起動することが可能なタイプＢのアプリケーション１３０
を、１画面起動方法だけで起動することが可能なタイプＡのアプリケーション１３０に変
更しても良い。電子機器１００が閉状態の場合において、タイプＡのアプリケーション１
３０が起動すると、当該アプリケーション１３０の実行では、視認される第１表示画面４
ａだけが使用される。
【０１６１】
　上述の実施の形態２において、電子機器１００が開状態から閉状態に変化した際に、タ
イプＢのアプリケーション１３０をタイプＡのアプリケーション１３０に変更する場合に
は、当該アプリケーション１３０に対応するアイコン３００とともに表示される特定情報
５００を、タイプＢを示すものからタイプＡを示すものに変化させる。図４６は、上述の
図３４に示される電子機器１００が開状態から閉状態に変化した後の当該電子機器１００
の表示例を示す図である。
【０１６２】
　図３４，４６に示されるように、電子機器１００が開状態から閉状態に変化すると、第
２表示画面４ｂに表示されていたアプリケーション一覧画面２１０が、視認される第１表
示画面４ａに表示されるようになる。そして、タイプＢのアプリケーション１３０が、タ
イプＡのアプリケーション１３０に変化し、そのタイプの変化に応じて、当該アプリケー
ション１３０に対応するアイコン３００の傍に示される特定情報５００が変化するように
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なる。
【０１６３】
　なお、電子機器１００が開状態から閉状態に変化した際に、タイプＢからタイプＡに変
更されたアプリケーション１３０については、当該電子機器１００が開状態に戻った際に
はタイプＢに戻ることになる。
【０１６４】
　＜第２共通変形例＞
　電子機器１００が開状態から閉状態に変化した場合には、制御部１２は、１画面起動方
法及び２画面起動方法の両方で起動することが可能なタイプＢのアプリケーション１３０
を、２画面起動方法だけで起動することが可能なタイプＣのアプリケーション１３０に変
更しても良い。
【０１６５】
　上述の実施の形態２において、電子機器１００が開状態から閉状態に変化した際に、タ
イプＢのアプリケーション１３０をタイプＣのアプリケーション１３０に変更する場合に
は、当該アプリケーション１３０に対応するアイコン３００とともに表示される特定情報
５００を、タイプＢを示すものからタイプＣを示すものに変化させる。図４７は、上述の
図３４に示される電子機器１００が開状態から閉状態に変化した後の当該電子機器１００
の表示例を示す図である。
【０１６６】
　図３４，４７に示されるように、電子機器１００が開状態から閉状態に変化すると、第
２表示画面４ｂに表示されていたアプリケーション一覧画面２１０が、視認される第１表
示画面４ａに表示されるようになる。そして、タイプＢのアプリケーション１３０が、タ
イプＣのアプリケーション１３０に変化し、そのタイプの変化に応じて、当該アプリケー
ション１３０に対応するアイコン３００の傍に示される特定情報５００が変化するように
なる。
【０１６７】
　なお、電子機器１００が開状態から閉状態に変化した際に、タイプＢからタイプＣに変
更されたアプリケーション１３０については、当該電子機器１００が開状態に戻った際に
はタイプＣに戻ることになる。
【０１６８】
　＜第３共通変形例＞
　電子機器１００が閉状態の場合においては、第１表示画面４ａ及び第２表示画面４ｂの
うちの第１表示画面４ａだけが視認されることから、タイプＣのアプリケーション１３０
を２画面起動方法で起動したとしても、このままの状態では、第２表示画面４ｂに表示さ
れる内容をユーザは視認できない。
【０１６９】
　そこで、本変形例では、電子機器１００が閉状態の場合において、第１表示画面４ａに
表示される、タイプＣのアプリケーション１３０に対応するアイコン（以後、「タイプＣ
起動用アイコン３００」と呼ぶことがある）に対して起動指示操作が行われると、当該タ
イプＣのアプリケーション１３０を直ちに起動するのではなく、電子機器１００が閉状態
から開状態に変化した後に当該タイプＣのアプリケーション１３０を起動するようにする
。
【０１７０】
　本変形例においては、タイプＣ起動用アイコン３００に対して起動指示操作が行われる
と、図４８に示されるように、電子機器１００を閉状態から開状態に変化させることを通
知する通知情報６００を第１表示画面４ａに表示することが望ましい。
【０１７１】
　＜第４共通変形例＞
　電子機器１００においては、第１表示画面４ａ及び第２表示画面４ｂのうちの一方の表
示画面４の表示をオフにできるようにしても良い。表示部３が例えばバックライト方式の
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液晶表示部である場合には、当該表示部３の表示画面４を照らすバックライトの発光を制
御部１２が停止することによって、当該表示画面４の表示をオフにすることができる。
【０１７２】
　開状態の電子機器１００においては、ユーザが、第１表示画面４ａ及び第２表示画面４
ｂのどちらか一方を操作することによって、第１表示画面４ａ及び第２表示画面４ｂのう
ち、表示をオフにする表示画面４を任意に選択できるようにしても良い。また、電子機器
１００が開状態から閉状態に変化すると、視認されない第２表示画面４ｂの表示を自動的
にオフにしても良い。
【０１７３】
　第１表示画面４ａ及び第２表示画面４ｂのうちの一方の表示画面４の表示がオフにされ
ている場合には、このままでは、アプリケーション１３０の実行で第１表示画面４ａ及び
第２表示画面４ｂの両方を使用することができない。このような場合には、タイプＢやタ
イプＣのアプリケーション１３０が２画面起動方法で起動されようとすると、起動するこ
とができない旨を、表示がオフにされていない表示画面４に表示する。あるいは、両方の
表示画面４の表示をオンにすることを通知する通知情報を、表示がオフされていない表示
画面４に表示し、両方の表示画面４の表示がオンにされると、当該アプリケーション１３
０を２画面起動方法で起動する。
【０１７４】
　また、第１表示画面４ａ及び第２表示画面４ｂのうちの一方の表示画面４の表示がオフ
の場合には、上述の第２共通変形例のように、タイプＢのアプリケーション１３０をタイ
プＡのアプリケーション１３０に変更しても良い。上述の実施の形態２において、タイプ
Ｂのアプリケーション１３０をタイプＡのアプリケーション１３０に変更する場合には、
当該アプリケーション１３０に対応するアイコン３００とともに表示される特定情報５０
０を、タイプＢを示すものからタイプＡを示すものに変化させる。
【０１７５】
　＜第５共通変形例＞
　ユーザが、タイプＢのアプリケーション１３０を、ある起動方法で起動しようとした際
には、当該アプリケーション１３０を当該起動方法で起動しても良いかをユーザに問い合
わせる問い合わせ画面を表示しても良い。図４９は、ユーザが、タイプＢのアプリケーシ
ョン１３０を１画面起動方法で起動しようとした際に表示される問い合わせ画面７００の
一例を示す図である。図４９では、上述の実施の形態１に係る電子機器１００において問
い合わせ画面７００が示されているが、上述の実施の形態２，３に係る電子機器１００に
おいて問い合わせ画面７００を表示しても良い。
【０１７６】
　ユーザが、タイプＢ起動用アイコン３００Ｂに対して、当該タイプＢ起動用アイコン３
００Ｂに対応するアプリケーション１３０が１画面起動方法で起動するように起動指示操
作を行うと、１画面起動方法で起動しても良いかをユーザに問い合わせるための問い合わ
せ画面７００が表示される。この問い合わせ画面７００には、１画面起動方法で起動して
も良いことを電子機器１００に通知するためのＹｅｓ通知ボタン７００ａと、１画面起動
方法で起動してはいけないことを電子機器１００に通知するためのＮｏ通知ボタン７００
ｂとが示されている。また、問い合わせ画面７００には、この画面を今後は表示しないこ
とを許可するためのチェックボタン７００ｃが示されている。
【０１７７】
　Ｙｅｓ通知ボタン７００ａが操作されると、起動指示操作が行われたタイプＢ起動用ア
イコン３００Ｂに対応するアプリケーション１３０は１画面起動方法で起動する。一方で
、Ｎｏ通知ボタン７００ｂが操作されると、起動指示操作が行われたタイプＢ起動用アイ
コン３００Ｂに対応するアプリケーション１３０は起動せずに、問い合わせ画面７００が
表示されなくなる。チェックボタン７００ｃが操作されて、当該チェックボタン７００ｃ
にチェックが入った状態で、Ｙｅｓ通知ボタン７００ａあるいはＮｏ通知ボタン７００ｂ
が操作されると、以後、タイプＢ起動用アイコン３００Ｂに対して、当該タイプＢ起動用
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アイコン３００Ｂに対応するアプリケーション１３０が１画面起動方法で起動するように
起動指示操作が行われても、問い合わせ画面７００は表示されない。
【０１７８】
　図５０は、ユーザが、タイプＢのアプリケーション１３０を２画面起動方法で起動しよ
うとした際に表示される問い合わせ画面７１０の一例を示す図である。図５０では、上述
の実施の形態１に係る電子機器１００において問い合わせ画面７１０が示されているが、
上述の実施の形態２，３に係る電子機器１００において問い合わせ画面７００を表示して
も良い。
【０１７９】
　ユーザが、タイプＢ起動用アイコン３００Ｂに対して、当該タイプＢ起動用アイコン３
００Ｂに対応するアプリケーション１３０が２画面起動方法で起動するように起動指示操
作を行うと、２画面起動方法で起動しても良いかをユーザに問い合わせるための問い合わ
せ画面７１０が表示される。この問い合わせ画面７１０には、２画面起動方法で起動して
も良いことを電子機器１００に通知するためのＹｅｓ通知ボタン７１０ａと、２画面起動
方法で起動してはいけないことを電子機器１００に通知するためのＮｏ通知ボタン７１０
ａとが示されている。また、問い合わせ画面７１０には、この画面を今後は表示しないこ
とを許可するためのチェックボタン７１０ｃが示されている。
【０１８０】
　Ｙｅｓ通知ボタン７１０ａが操作されると、起動指示操作が行われたタイプＢ起動用ア
イコン３００Ｂに対応するアプリケーション１３０は２画面起動方法で起動する。一方で
、Ｎｏ通知ボタン７１０ｂが操作されると、起動指示操作が行われたタイプＢ起動用アイ
コン３００Ｂに対応するアプリケーション１３０は起動せずに、問い合わせ画面７１０が
表示されなくなる。チェックボタン７１０ｃが操作されて、当該チェックボタン７１０ｃ
にチェックが入った状態で、Ｙｅｓ通知ボタン７１０ａあるいはＮｏ通知ボタン７１０ｂ
が操作されると、以後、タイプＢ起動用アイコン３００Ｂに対して、当該タイプＢ起動用
アイコン３００Ｂに対応するアプリケーション１３０が２画面起動方法で起動するように
起動指示操作が行われたとしても問い合わせ画面７１０は表示されない。
【０１８１】
　なお、上記の実施の形態１～３の第４変形例のように、タイプＡのアプリケーション１
３０を複数の起動方法で起動することができるようにする場合には、タイプＡのアプリケ
ーション１３０を、ある起動方法で起動しようとした際に、当該アプリケーション１３０
を当該起動方法で起動しても良いかをユーザに問い合わせる問い合わせ画面を表示しても
良い。
【０１８２】
　＜第６共通変形例＞
　上記の例では、電子機器１００は、２つの表示画面を備える携帯電話機であったが、３
つ以上の表示画面を備えて、当該３つ以上の表示画面が同時に視認可能となるような態様
で使用される電子機器であっても良い。図５１は、第３表示部３ｃがさらに設けられた電
子機器１００を示す図である。
【０１８３】
　第３表示部３ｃは、第２筐体２に接続された第３筐体８００に設けられている。図５１
の表示例では、第１表示画面４ａ、第２表示画面４ｂ及び第３表示部３ｃの第３表示画面
４ｃにわたってホーム画面２００が表示されている。表示ボタン３１０は、ホーム画面２
００のうち、第３表示部３ｃが表示する部分にも示されている。第１表示部３ａ、第２表
示部３ｂ及び第３表示部３ｃが表示する表示ボタン３１０のいずれか一つが操作されると
、表示ボタン３１０が操作された表示部にはアプリケーション一覧画面２１０が表示され
る。
【０１８４】
　このように、電子機器１００が同時に視認される３つの表示画面を備える場合には、ア
プリケーション１３０のタイプ（種類）としては、例えば以下のタイプが考えられる。
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【０１８５】
　１つ目は、１画面起動方法だけで起動されるタイプである。２つ目は、２画面起動方法
だけで起動されるタイプである。３つ目は、そのアプリケーション１３０の実行で使用さ
れる表示画面が３つとなるような起動方法（以後、「３画面起動方法」と呼ぶ）だけで起
動されるタイプである。４つ目は、１画面起動方法と２画面起動方法とで起動することが
できるタイプである。５つ目は、１画面起動方法、２画面起動方法及び３画面起動方法で
起動することができるタイプである。
【０１８６】
　４つ目のタイプのアプリケーション１３０については、上述のタイプＢのアプリケーシ
ョン１３０と同様に、当該アプリケーション１３０の起動時にその起動方法を選択できる
ようにする。
【０１８７】
　また、５つ目のタイプのアプリケーション１３０についても、当該アプリケーション１
３０の起動時にその起動方法を選択できるようにする。例えば、実施の形態１と同様に、
当該アプリケーション１３０を起動するためのアイコン３００の表示態様を起動方法に対
応させて変化させる。そして、当該アイコン３００に対して起動指示操作が行われると、
当該アイコン３００のそのときの表示態様に対応する起動方法で当該アイコン３００に対
応するアプリケーション１３０を起動する。
【０１８８】
　また、実施の形態２と同様に、５つの目のタイプのアプリケーション１３０に対応する
アイコン３００とともに表示される特定情報５００の表示態様を起動方法に対応させて変
化させる。そして、当該アイコン３００に対して起動指示操作が行われると、当該アイコ
ン３００の傍の特定情報５００のそのときの表示態様に対応する起動方法で当該アイコン
３００に対応するアプリケーション１３０を起動する。
【０１８９】
　また、実施の形態３と同様に、５つの目のタイプのアプリケーション１３０に対応する
アイコン３００に対する起動指示操作として、当該アプリケーション１３０についての複
数の起動方法にそれぞれ対応する複数の起動指示操作を定める。そして、当該アイコン３
００に対して起動指示操作が行われると、当該起動指示操作に対応する起動方法で、当該
アイコン３００に対応するアプリケーション１３０を起動する。
【０１９０】
　このように、３つ以上の表示画面が同時に視認可能となるような態様で使用される電子
機器に対しても本願発明を適用することができる。
【０１９１】
　＜その他の共通変形例＞
　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あげて説明したが、本願発
明は携帯電話機以外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、ゲーム
機、パーソナルコンピュータ、電子ブック、ポータブルナビゲーションシステム、携帯型
の音楽プレーヤなどに適用することができる。
【０１９２】
　また、本願発明は、上述の電子機器１００とは異なり、複数の表示画面が常に同時に視
認される電子機器（開状態しか存在しないような電子機器）に対しても適用することがで
きる。また、本願発明は、開状態では複数の表示画面が同時に視認されるものの、閉状態
では複数の表示画面のすべてが視認されないような電子機器に対しても適用することがで
きる。例えば、２つの筐体を互いに重なるように折り畳むことができる２つ折り型の携帯
電話機やノート型のパーソナルコンピュータにおいて、当該２つの筐体の内側面のそれぞ
れに表示画面が形成されたものに対しても、本願発明を適用することができる。
【符号の説明】
【０１９３】
　３　表示画面
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　３ａ　第１表示画面
　３ｂ　第２表示画面
　３ｃ　第３表示画面
　１３　記憶部
　１００　電子機器
　１３０　アプリケーションプログラム
　３００　アイコン
　３００Ｂ　タイプＢ起動用アイコン
　５００　特定情報
　５００Ｂ　タイプＢ特定情報
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