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京セラ株式会社

通信機器関連事業本部

経営企画部 若狭 哲史

※Ｅｃｈｏは北米Ｓｐｒint Ｎｅｘｔｅｌ様から4/17に発売された海外モデルです。
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京セラＥｃｈｏとは？

スタンダードなスマホ

ミニＰＣ／ゲーム機

タブレット

スマートフォンの将来の姿
・画面はなるべく大きくしたい
・携帯電話には適したサイズがある
・新しい使い方が拡がる



京セラＥｃｈｏとは？



京セラＥｃｈｏとは？

１ ２

３ ４

画面に角度をつけた状態でも固定可能



京セラのこだわり
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Ｅｃｈｏの２画面でできること
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快適に使えます。

折りたためる大画面

片手でも使えます。
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折りたためる大画面

ポケットに入ります。 角度がつけられます。
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指の大きさはだいたい決まっています

とっても押しやすい♪

１つのキーが小さい・・・

ソフトキーの操作性を確保するためには、ある程度の物理サイズが必要です。
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画面が１つ増えるだけで・・・・

２つの画面をいったりきたり・・・

同時表示で快適！
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何かに似ています

大きく開いて読む、小さく閉じて持ち歩く
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+ 2画面合わせた大面積の利用

+表示画面と操作画面を分けた直感的でわかりやすい
ユーザーインタフェースを実現

+ 2画面に相互に関連する情報を表示して行き戻りの少ない
ユーザーインタフェースを実現

+フォームファクターの変形を利用した操作性（アナロジー）
 ブックスタイル

 タブレットスタイル

 ミニPCスタイル、ゲーム機スタイル

 普通のスマートフォンスタイル

Ｅｃｈｏの２画面でできること

これまでのスマートフォンと一線を画すユーザーエクスペリエンス
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２画面アプリのご紹介
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Gallery

Sprint 

Navigation

サイマルタスク対応

※２画面に別アプリ表示

Browser、Contacts, Email, 
Gallery, Messaging, Phone, 
VueQue

ドキュメント

ビューワ
Document Viewer

ソーシャル

ネットワーク
Jibe

動画/情報サービス
Sprint TV & Movies(Mobi)、
NASCAR

カーナビ Sprint Navigation(Telenav)

ゲーム Sims3

キー入力 SWYPE, Android Keyboard

まだまだ、可能性は拡がります。

プリインの２画面アプリ
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現在ダウンロード可能な２画面アプリを一部ご紹介
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現在ダウンロード可能な２画面アプリを一部ご紹介

１画面での表示
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Echoでのアプリ動作と
２画面のしくみは？

さわりを少々
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１画面向けアプリをＥｃｈｏで表示すると・・・

Ａｎｄｒｏｉｄｍａｎｉｆｅｓｔ.ｘｍｌ に次の1行を追加した、お手軽な２画面アプリ。

<uses-library android:name="com.kyocera.dualscreen" android:required="false" ></uses-library>

※追加する場所は、 </application>タグの前が推奨です
※ユーザーがＴａｂｌｅｔＭｏｄｅＥｘｔｅｎｔｉｏｎを使用しても同じ表示が可能です

A

限定互換モード

A
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ＥｃｈｏＳＤＫを使って開発したアプリでは・・・

大画面サポート

A

B

+ ２画面に別々の内容を表示できます。
+ 端末の開閉に応じた動作を設定可能です。
+ ダイアログは自動的にセンターのベゼルを避けて表示されます。

A

Bダイアログ



大画面サポート 宣言

ＥｃｈｏＳＤＫの作法で

コーディング

○

○

限定互換モード 宣言

既存1画面アプリと共用

※１つのバイナリでＯＫ

○
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既存１画面向けアプリ

プライマリ

スクリーン ○
セカンダリ

スクリーン ×

画面

イメージ

A

B

A
A

Echoの２画面へのアプリ表示

※ＡｎｄｒｏｉｄＭａｎｉｆｅｓｔ.ｘｍｌに宣言が必要です
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２つのスクリーンモードについて

フルモード

２画面いっぱいに表示

９６０×８００のウィンドウを

２画面にまたがって表示

ノーマルモード

１画面にだけ表示

４８０×８００のウィンドウを

１画面に表示

・ノーマルモードとフルモードの２つのスクリーンモードを持ちます
・端末は開閉状態に応じてスクリーンモードを自動的に切り替えます

スライドオープン
（クローズ）

８００

４
８
０

８００

９
６
０
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オープン／クローズのイベントについて

ｃｏｍ．ｋｙｏｃｅｒａ．ｉｎｔｅｎｔ．ａｃｔｉｏｎ．ＳＬＩＤＥ＿ＯＰＥＮ

スライドオープンした ／ クローズした

・ 端末はスライドオープン／クローズのトリガーイベントとして、
ｂｒｏａｄｃａｓｔ-ｉｎｔｅｎｔを発行します

・ このｉｎｔｅｎｔをハンドルして、開閉に応じた動作を設定できます
（例：スライド開閉時にバイブレータを作動する）

スライドオープン
（クローズ）

ｂｒｏａｄｃａｓｔ-ｉｎｔｅｎｔ発行
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スクリーンモード（解像度）に依存しない
 ノーマルモード（４８０×８００）、フルモード（９６０×８００） いずれの

状態でも画面いっぱいに表示され、タッチ操作が問題なく行えること

スクリーンモードの切替（解像度変化）に追随する
 スクリーンモードの切替（スライド開閉）で異常終了しないこと

 スクリーンモード切替後も画面表示が適切であること

センターベゼルを意識したレイアウトとする
 タッチ操作を必要とするボタン等は、それぞれの画面内に配置する

 ベゼルをまたぐ表示については、みやすさ等配慮を行う

 センターで分かれる２ペインの画面設計を活用する

２画面アプリ開発の留意点
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Android SDKでインストール

Echo SDKの入手

Ｇｏｏｇｌｅ Ａｎｄｒｏｉｄ ＳＤＫ用のアドオンとして公開しています

Echoサイトからダウンロード

•ＳＤＫリファレンス ＡＰＩリファレンス、ユーザーガイド、注意事項を含む開発ガイド

•エミュレータ ＰＣ上で２画面アプリケーションの動作を確認可能なツール

•開発用ツール 開発に必要なツール群（ＡＤＢ，ＤＤＭＳ、ＴｒａｃｅＶＩｅｗ等）

•アドオン 実行形式のバイナリーファイル （system.img および userdata.img）

•サンプルアプリ ２画面アプリの開発の参考となるリファレンスアプリケーション

http://echobykyocera.com/developers/
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本部・支部 開催日 参加人数 反応／成果

四国支部 勉強会 2月26日 非常に好評 すぐにEcho SDKをDLされた方も

埼玉支部 ワークショップ 2月26日 20名程度
ヒンジのギミックが素晴らしい！欲しい！

次回定例会への参加要請

埼玉支部 定例会 3月5日 30名程度
タッチ&トライ実施、多数の方が「おぉー！」

国内で発売して欲しい or 輸入してでも欲しい！

東北支部 定例会 3月9日 20名程度
「おぉ～！」静かだった会場が低い声で盛り上がりを見せた

タッチ&トライも好評 ソラコム様との出会い

神戸支部 勉強会 3月26日 20名程度 勉強会なので趣旨は違うが概ね好評 寺園 聖文様との出会い

横浜支部 定例会 3月26日 90名程度 震災後初の開催、メディア各社様もご来場 ヒサトモ様との出会い

福井支部 定例会 4月9日 非常に好評！ 多田様との出会い →時計アプリ

新潟支部 定例会 4月30日
30名程度 大画面キーボード好評 DSのようだ

国内で発売して欲しい or 輸入してでも欲しい！

本会（早稲田大） 5月17日 300名程度
横浜支部長ゆうしぐ様からハッカソンのご提案

Seesmic様との出会い

群馬支部 定例会 5月21日 6名
5月28日ハッカソン開催が決定！ →Puchi他アプリ

2画面APIの仕様共通化を希望する声も

北海道支部 勉強会 7月2日 20名程度 2画面のアイディアソン開催 アイディア色々 マルチタスクへの要望も

ＡＢＣ2011Ｓｕｍｍｅｒ 7月17日 3,000名? 本日です！！！！

横浜支部 ハッカソン 8月6日 ～20名程度 Echoでハッカソンしてみよう♪

日本Ａｎｄｒｏｉｄの会におけるこれまでの活動
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群馬支部 定例会 5月21日 6名
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2画面APIの仕様共通化を希望する声も
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ＡＢＣ2011Ｓｕｍｍｅｒ 7月17日 3,000名? 本日です！！！！

横浜支部 ハッカソン 8月6日 ～20名程度 Echoでハッカソンしてみよう♪
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優勝者には豪華景品が！？



横浜支部ご説明をきっかけに、Ｅｃｈｏ２画面向けアプリを開発いただきました。

ヒサトモ様に聞く、２画面アプリ開発のポイントを一部ご紹介いたします。
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事例紹介 （ヒサトモ株式会社様）

Ｍｏｄｅｌ Ｈｏｕｓｅ ３Ｄ （建築工事における総合生産管理ソリューション）

２画面にまたがる

タッチムーブ処理が容易

↓

９６０×８００の

1画面として開発可能

ここが
ポイント！



新規レイアウトや、従来1画面レイアウトを活用する際のヒントをいただきました。
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事例紹介 （ヒサトモ株式会社様）

単式簿記会計プログラム （中小企業向け財務会計処理アプリ：開発中）

センターベゼルを意識したデザインが必要

2画面を活かした

２ペイン構成が有効 数値データ等は

１画面内に収める

どうしてもベセルに
かかる場合は科目
等の影響の少ない
項目を持ってくる

ここが
ポイント！

ここが
ポイント！
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事例紹介 （ＲａｂｉＳｏｆｔ様）

Time SpeakerIntent to Intent Pro AdEcho Event Changer
スライドオープン
（クローズ）

開閉イベントを

Intent to Intentに渡す

時刻読み上げアプリアプリ連携用アプリ

群馬支部ご説明をきっかけに、ＥｃｈｏＥｖｅｎｔＣｈａｎｇｅｒを開発いただきました。

これにより、ＲａｂｉＳｏｆｔ様のアプリとＥｃｈｏが連携できるようになりました。

例） 時刻読み上げアプリ「Ｔｉｍｅ Ｓｐｅａｋｅｒ」と連携し、開閉に合わせて現在時刻を読み上げる

ＮＥＷ！
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事例紹介 （ＲａｂｉＳｏｆｔ様）

ＰｕｃｈｉＢｕｔｔｏｎ（プチボタン）も、Ｖｅｒ.５よりＥｃｈｏに対応いただきました。

Puchi Button 5 Ad

大画面でプチプチできます
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 ＴｏｐＡｐｐｓ （京セラＥｃｈｏポータルサイト）でのご紹介
http://echobykyocera.com/top-apps/

Ｅｃｈｏ向けアプリ紹介サイトで、あなたのアプリをご紹介します！ （要審査）

 端末の貸出について
Ｅｃｈｏ向けアプリ開発を希望される開発者様に向けて端末の貸し出しも

検討しております。 （台数限定）

 英訳サポートについて
日本語版アプリの英訳を、京セラがサポートいたします。

 他プラットフォームからの移植サポートについて
ｉＰｈｏｎｅ向けのアプリ等から２画面Ａｎｄｒｏｉｄアプリへの移植サポート

（Acrodea様Vivid Runtime2画面拡張）。

Echoアプリを開発される方へ、京セラからのサポート
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TopAppsについて

Ｅｃｈｏホームから直接アクセス！
気に入ったアプリは

すぐにダウンロードできます！

※各アプリマーケットへリンクしています

Ｅｃｈｏ ２画面で使えるアプリを、カテゴリ別に紹介するサイトです。
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