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(57)【要約】
　　【構成】携帯電話機１０は、ビジネスモードとプラ
イベートモードとを任意に設定でき、電話着信などのイ
ベントが発生すると通知処理を実行する。また、ビジネ
スモードが設定されているときに、プライベートモード
専用のアドレスデータに対応する人物から電話着信があ
ると、着信音を出力するなどの通知処理は制限される。
そのため、プロセッサ２４は、通知が制限されているイ
ベントが発生すると、発生した時刻、機能および内容を
未通知情報としてＲＡＭ３４に記録する。そして、ビジ
ネスモードからプライベートモードに変更されると、プ
ロセッサ２４は、ＲＡＭ３４に記録された未通知情報を
ディスプレイ３０に表示する。
　　【効果】使用者は、モードの違いによって通知され
なかった電話着信に気付くことができるため、対応でき
なかった電話着信のフォローを容易に行うことができる
。
【選択図】図１
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　第１モードおよび第２モードを任意に設定できる、携帯端末であって、
　前記第１モードが設定された状態で、前記第２モードのイベントが発生したとき、通知
処理が実行されないように制限する制限部、
　前記制限部によって前記通知処理の実行が制限されているとき、前記第２モードでのイ
ベントを未通知情報として記録する記録部、および
　前記第１モードから前記第２モードに変更されたとき、前記記録部によって記録された
未通知情報を表示する表示部を備える、携帯端末。
【請求項２】
　前記記録部は複数の未通知情報を記録し、
　前記複数の未通知情報のそれぞれは、時刻情報を含み、
　前記複数の未通知情報が時系列順に表示されるように設定する時系列設定部をさらに備
え、
　前記表示部は、前記時系列設定部による設定に基づいて、前記複数の未通知情報を時系
列順に表示する、請求項１記載の携帯端末。
【請求項３】
　前記記録部は、前記イベントの未通知情報をイベントの種類毎に分類して記録する、請
求項１または２記載の携帯端末。
【請求項４】
　前記複数の未通知情報を種類毎の時系列順に表示されるように設定する種類時系列設定
部をさらに備え、
　前記表示部は、前記種類時系列設定部による設定に基づいて、前記複数の未通知情報を
種類毎の時系列順に表示する、請求項３記載の携帯端末。
【請求項５】
　前記イベントは、電話着信を含む、請求項１ないし４のいずれかに記載の携帯端末。
【請求項６】
　前記イベントは、メール着信を含む、請求項１ないし５のいずれかに記載の携帯端末。
【請求項７】
　前記イベントは、現在時刻がアラーム時刻と一致することを含む、請求項１ないし６の
いずれかに記載の携帯端末。
【請求項８】
　前記表示部によって表示された未通知情報が選択されたとき、選択された未通知情報に
対応する機能を実行する実行部をさらに備える、請求項１ないし７のいずれかに記載の携
帯端末。
【請求項９】
　指紋を読み取る指紋読み取り部をさらに備え、
　前記第１モードおよび前記第２モードは、前記指紋読み取り部によって読み取られた指
紋に応じて設定される、請求項１ないし８のいずれかに記載の携帯端末。
【請求項１０】
　第１モードおよび第２モードを任意に設定できる、携帯端末のプロセッサを、
　前記第１モードが設定された状態で、前記第２モードのイベントが発生したとき、通知
処理が実行されないように制限する制限部、
　前記制限部によって前記通知処理の実行が制限されているとき、前記第２モードでのイ
ベントを未通知情報として記録する記録部、および
　前記第１モードから前記第２モードに変更されたとき、前記記録部によって記録された
未通知情報を表示する表示部として機能させる、未通知情報表示制御プログラム。
【請求項１１】
　第１モードおよび第２モードを任意に設定できる、携帯端末の未通知情報表示制御方法
であって、
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　前記第１モードが設定された状態で、前記第２モードのイベントが発生したとき、通知
処理が実行されないように制限し、
　前記通知処理の実行が制限されているとき、前記第２モードでのイベントを未通知情報
として記録し、および
　前記第１モードから前記第２モードに変更されたとき、記録された未通知情報を表示す
る、未通知情報表示制御方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　この発明は、携帯端末、未通知情報表示制御プログラムおよび未通知情報表示制御方法
に関し、特に２つのモードを任意に設定できる、携帯端末、未通知情報表示制御プログラ
ムおよび未通知情報表示制御方法に関する。
【背景技術】
【０００２】
　従来、特に２つのモードを任意に設定できる携帯端末は広く知られており、この種の装
置の一例が特許文献１に開示されている。この背景技術の携帯電話端末は、会社用のモー
ドＡおよびプライベート用のモードＢに対応する複数の認証コードが登録されている。ま
た、携帯電話端末に登録される電話帳やスケジュールは、モードＡとして閲覧可能なデー
タとモードＢとして閲覧可能なデータとから構成されている。そして、ユーザは、ICカー
ドや指紋および暗証番号によって暗証コードを入力すると、入力された暗証コードに対応
するモードに切り替えることができる。
【特許文献１】特開２００９－１７２３９号公報［H04M 1/673, H04M 1/675, H04M 1/725
, H04W 12/00, H04L 9/32］
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００３】
　ところが、特許文献１の携帯電話端末において、モードＢが設定されている状態で、モ
ードＡとして閲覧可能な電話帳のデータに対応する電話機から電話着信がある場合、携帯
電話端末は、その電話着信をユーザに通知しないことが考えられる。この場合、ユーザは
、その電話着信に気付かないことがあるため、その電話着信を行った相手に対するフォロ
ーが全く行われないことがある。
【０００４】
　それゆえに、この発明の主たる目的は、新規な、携帯端末、未通知情報表示制御プログ
ラムおよび未通知情報表示制御方法を提供することである。
【０００５】
　この発明の他の目的は、使用者が経過したイベントのフォローを容易に行うことができ
る、携帯端末、未通知情報表示制御プログラムおよび未通知情報表示制御方法を提供する
ことである。
【課題を解決するための手段】
【０００６】
　この発明は、上記の課題を解決するために、以下の構成を採用した。なお、括弧内の参
照符号および補足説明等は、この発明の理解を助けるために記述する実施形態との対応関
係を示したものであって、この発明を何ら限定するものではない。
【０００７】
　第１の発明は、第１モードおよび第２モードを任意に設定できる、携帯端末であって、
第１モードが設定された状態で、第２モードのイベントが発生したとき、通知処理が実行
されないように制限する制限部、制限部によって通知処理の実行が制限されているとき、
第２モードでのイベントを未通知情報として記録する記録部、および第１モードから第２
モードに変更されたとき、記録部によって記録された未通知情報を表示する表示部を備え
る、携帯端末である。
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【０００８】
　第１の発明では、携帯端末（１０：実施例において対応する部分を例示する参照符号。
以下、同じ。）は、たとえば第１モードであるビジネスモードと第２モードであるプライ
ベートモードとが任意に設定できる。また、携帯端末は、電話やメールなどによるイベン
トや、予め設定されたイベントなどが発生すると、通知処理を実行する。制限部（２４，
Ｓ３，Ｓ３５，Ｓ４３）は、たとえば、ビジネスモードが設定されているときに、プライ
ベートモード用のイベントが発生すると、通知処理が実行されないように制限する。たと
えば、記録部（２４，Ｓ７，Ｓ３９，Ｓ４７）は、制限部によって通知処理の実行が制限
されているとき、プライベートモードのイベントを、未通知情報としてＲＡＭ（３４）な
どに記録する。たとえば、表示部（２４，Ｓ８３）は、ビジネスモードからプライベート
モードに変更されると、ＲＡＭに記録された未通知情報を、ディスプレイ（３０）に表示
する。
【０００９】
　第１の発明によれば、使用者は、モードの違いによって通知されなかったイベントに気
付くことができるため、経過したイベントのフォローを容易に行うことができる。
【００１０】
　第２の発明は、第１の発明に従属し、記録部は複数の未通知情報を記録し、複数の未通
知情報のそれぞれは、時刻情報を含み、複数の未通知情報が時系列順に表示されるように
設定する時系列設定部をさらに備え、表示部は、時系列設定部による設定に基づいて、複
数の未通知情報を時系列順に表示する。
【００１１】
　第２の発明では、記録部は時刻情報を含む複数の未通知情報を記録する。時系列設定部
（２４，Ｓ１１３）は、未通知情報に含まれる時刻情報に基づいて、複数の未通知情報が
時系列順に表示されるように設定する。そして、表示部は、このように設定された複数の
未通知情報を時系列順に表示する。
【００１２】
　第２の発明によれば、使用者は、経過したイベントを時系列順に把握することができる
。
【００１３】
　第３の発明は、第１の発明または第２の発明に従属し、記録部は、イベントの未通知情
報をイベントの種類毎に分類して記録する。
【００１４】
　第３の発明では、たとえば、イベントは、電話やメールなどの通信によるイベントと、
予め使用者によって設定されたイベントとを含む。そして、記録部は、これらのイベント
に対応する、複数の未通知情報を記録する。
【００１５】
　第４の発明は、第３の発明に従属し、複数の未通知情報を種類毎の時系列順に表示され
るように設定する種類時系列設定部をさらに備え、表示部は、種類時系列設定部による設
定に基づいて、複数の未通知情報を種類毎の時系列順に表示する。
【００１６】
　第４の発明では、種類時系列設定部（２４，Ｓ１１７）は、未通知情報を種類毎に分類
したうえで、時系列順に表示されるように設定する。そして、表示部は、この設定に基づ
いて、未通知情報を種類毎の時系列順に表示する。
【００１７】
　第３発明および第４の発明によれば、使用者は経過したイベントをフォローする状況に
合わせて、未通知情報の表示を任意に変化させることができる。
【００１８】
　第５の発明は、第１の発明ないし第４の発明のいずれかに従属し、イベントは、電話着
信を含む。
【００１９】
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　第６の発明は、第１の発明ないし第５の発明のいずれかに従属し、イベントは、メール
着信を含む。
【００２０】
　第７の発明は、第１の発明ないし第６の発明のいずれかに従属し、イベントは、現在時
刻がアラーム時刻と一致することを含む。
【００２１】
　第５の発明、第６の発明および第７の発明によれば、携帯端末において発生する頻度が
高い、電話着信、メール着信およびアラームのイベントに対するフォローを容易に行うこ
とができる。
【００２２】
　第８の発明は、第１の発明ないし第７の発明のいずれかに従属し、表示部によって表示
された未通知情報が選択されたとき、その未通知情報に対応する機能を実行する実行部を
さらに備える。
【００２３】
　第８の発明では、実行部（２４，Ｓ１３３，Ｓ１４１，Ｓ１４７）は、たとえば、メー
ル着信の未通知情報が使用者の操作によって選択されると、メール機能を実行することで
、受信メールをディスプレイに表示する。
【００２４】
　第８の発明によれば、表示された未通知情報を利用することで、経過したイベントのフ
ォローを容易に行うことができる。
【００２５】
　第９の発明は、第１の発明ないし第８の発明のいずれかに従属し、指紋を読み取る指紋
読み取り部をさらに備え、第１モードおよび第２モードは、指紋読み取り部によって読み
取られた指紋に応じて設定される。
【００２６】
　第９の発明でも、指紋読み取り部（３６）は、たとえば、スイープ型の指紋センサであ
る。また、第１モードは人差し指の指紋と対応付けられ、第２モードは中指の指紋と対応
付けられる。そして、指紋読み取り部によって人差し指の指紋が読み取られると第１モー
ドが設定され、中指の指紋が読み取られると第２モードが設定される。
【００２７】
　第９の発明によれば、指紋を利用して容易にモードを変更することができる。
【００２８】
　第１０の発明は、第１モードおよび第２モードを任意に設定できる、携帯端末（１０）
のプロセッサ（２４）を、第１モードが設定された状態で、第２モードのイベントが発生
したとき、通知処理が実行されないように制限する制限部（Ｓ３，Ｓ３５，Ｓ４３）、制
限部によって通知処理の実行が制限されているとき、第２モードでのイベントを未通知情
報として記録する記録部（Ｓ７，Ｓ３９，Ｓ４７）、および第１モードから第２モードに
変更されたとき、記録部によって記録された未通知情報を表示する表示部（Ｓ８３）とし
て機能させる、未通知情報表示制御プログラムである。
【００２９】
　第１０の発明でも、第１の発明と同様、使用者は、モードの違いによって通知されなか
ったイベントに気付くことができるため、経過したイベントのフォローを容易に行うこと
ができる。
【００３０】
　第１１の発明は、第１モードおよび第２モードを任意に設定できる、携帯端末（１０）
の未通知情報表示制御方法であって、第１モードが設定された状態で、第２モードのイベ
ントが発生したとき、通知処理が実行されないように制限し（Ｓ３，Ｓ３５，Ｓ４３）、
通知処理の実行が制限されているとき、第２モードでのイベントを未通知情報として記録
し（Ｓ７，Ｓ３９，Ｓ４７）、および第１モードから第２モードに変更されたとき、記録
された未通知情報を表示する（Ｓ８３）、未通知情報表示制御方法である。
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【００３１】
　第１１の発明でも、第１の発明と同様、使用者は、モードの違いによって通知されなか
ったイベントに気付くことができるため、経過したイベントのフォローを容易に行うこと
ができる。
【発明の効果】
【００３２】
　この発明によれば、使用者は、携帯端末にて使用するモードを変更した場合、モードの
違いによって通知されなかったイベントの発生を知ることができる。そのため、使用者は
、経過したイベントのフォローを容易に行うことができる。
【００３３】
　この発明の上述の目的、その他の目的、特徴および利点は、図面を参照して行う以下の
実施例の詳細な説明から一層明らかとなろう。
【図面の簡単な説明】
【００３４】
【図１】図１はこの発明の一実施例の携帯電話機の電気的な構成を示す図である。
【図２】図２は図１に示すディスプレイに表示される画像の一例を示す図である。
【図３】図３は図１に示すＲＡＭに記憶されるアドレス帳データの構成の一例を示す図で
ある。
【図４】図４は図１に示すＲＡＭに記憶されるアラームデータの構成の一例を示す図であ
る。
【図５】図５は図１に示すＲＡＭに記憶される未通知情報テーブルデータの構成の一例を
示す図である。
【図６】図６は図１に示すディスプレイに表示される未通知情報の一例を示す図である。
【図７】図７は図１に示すディスプレイに表示される未通知情報の詳細の一例を示す図で
ある。
【図８】図８は図１に示すディスプレイに表示される未通知情報の他の一例を示す図であ
る。
【図９】図９は図１に示すＲＡＭのメモリマップの一例を示す図である。
【図１０】図１０は図１に示すプロセッサの電話着信制御処理を示すフロー図である。
【図１１】図１１は図１に示すプロセッサのメール着信制御処理を示すフロー図である。
【図１２】図１２は図１に示すプロセッサのアラーム制御処理を示すフロー図である。
【図１３】図１３は図１に示すプロセッサのモード変更処理を示すフロー図である。
【図１４】図１４は図１に示すプロセッサの未通知情報管理処理を示すフロー図である。
【図１５】図１５は図１に示すプロセッサの切換処理を示すフロー図である。
【図１６】図１６は図１に示すプロセッサの詳細表示処理を示すフロー図である。
【発明を実施するための形態】
【００３５】
　図１を参照して、この実施例の携帯電話機１０は、携帯端末の一種であり、CPUまたは
コンピュータと呼ばれるプロセッサ２４を含む。また、このプロセッサ２４には、無線通
信回路１４、Ａ／Ｄ１６、Ｄ／Ａ２０、キー入力装置２６、表示ドライバ２８、フラッシ
ュメモリ３２、ＲＡＭ３４および指紋センサ３６が接続される。無線通信回路１４にはア
ンテナ１２が接続され、Ａ／Ｄ１６にはマイク１８が接続され、Ｄ／Ａ２０にはアンプ（
図示せず）を介してスピーカ２２が接続される。表示ドライバ２８には、ディスプレイ３
０が接続される。
【００３６】
　プロセッサ２４は、制御用のICであり、携帯電話機１０の全体制御を司る。また、プロ
セッサ２４は時刻情報を出力するＲＴＣ２４ａを含んでおり、必要に応じて時刻情報がデ
ータに対応付けられる。ＲＡＭ３４は、プロセッサ２４の作業領域（描画領域を含む）な
いしバッファ領域として用いられる。フラッシュメモリ３２には、携帯電話機１０の文字
、画像、音声、音および映像のようなコンテンツのデータが記録される。
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【００３７】
　Ａ／Ｄ１６は、当該Ａ／Ｄ１６に接続されたマイク１８を通して入力される音声ないし
音についてのアナログ音声信号を、デジタル音声信号に変換する。Ｄ／Ａ２０は、デジタ
ル音声信号をアナログ音声信号に変換（復号）して、アンプを介してスピーカ２２に与え
る。したがって、アナログ音声信号に対応する音声ないし音がスピーカ２２から出力され
る。
【００３８】
　キー入力装置２６は、カーソルキー、確定キー、通話キーおよび終話キーなどを備える
。そして、使用者が操作したキーの情報（キーデータ）はプロセッサ２４に入力される。
なお、キー入力装置２６に含まれる各キーが操作されると、クリック音が鳴る。そして、
使用者は、クリック音を聞くことで、キー操作に対する操作感を得ることができる。
【００３９】
　表示ドライバ２８は、プロセッサ２４の指示の下、当該表示ドライバ２８に接続された
ディスプレイ３０の表示を制御する。また、表示ドライバ２８は表示する画像データを一
時的に記憶するVRAMを含む。そして、プロセッサ２４は、ディスプレイ３０に表示する画
像データを、このVRAMに記憶させる。
【００４０】
　指紋センサ３６は、指紋読み取り部として機能し、後述する指紋認証機能およびモード
変更機能のために利用されるセンサである。また、指紋センサ３６は指でなぞられるセン
サ面を持つスイープ型であり、指紋を読み取る手法は電界検知式である。この電界検知式
とは、使用者の指の内部（真皮）とセンサの間に電界を発生させ、その電界の強さから指
紋の起伏を読み取る手法である。そして、指紋センサ３６のセンサ面が指でなぞられると
、使用者の指の指紋が読み取られる。なお、指紋センサ３６に採用される手法は、電界検
知式ではなく、静電容量式、光学式、感熱式および感圧式などであってもよい。さらに、
指紋センサ３６は指全体を押し当てる平面型であってもよい。
【００４１】
　無線通信回路１４は、CDMA方式での無線通信を行うための回路である。たとえば、使用
者がキー入力装置２６を用いて電話発信（発呼）を指示すると、無線通信回路１４は、プ
ロセッサ２４の指示の下、電話発信処理を実行し、アンテナ１２を介して電話発信信号を
出力する。電話発信信号は、基地局および通信網（図示せず）を経て相手の電話機に送信
される。そして、相手の電話機において電話着信処理が行われると、通信可能状態が確立
され、プロセッサ２４は通話処理を実行する。
【００４２】
　通常の通話処理について具体的に説明すると、相手の電話機から送られてきた変調音声
信号はアンテナ１２によって受信される。受信された変調音声信号には、無線通信回路１
４によって復調処理および復号処理が施される。そして、これらの処理によって得られた
受話音声信号は、Ｄ／Ａ２０によってアナログ音声信号に変換された後、スピーカ２２か
ら出力される。一方、マイク１８を通して取り込まれた送話音声信号は、Ａ／Ｄ１６によ
ってデジタル音声信号に変換された後、プロセッサ２４に与えられる。デジタル音声信号
に変換された送話信号には、プロセッサ２４の指示の下、無線通信回路１４によって符号
化処理および変調処理が施され、アンテナ１２を介して出力される。したがって、変調音
声信号は、基地局および通信網を介して相手の電話機に送信される。
【００４３】
　また、相手の電話機からの電話発信信号がアンテナ１２によって受信されると、無線通
信回路１４は、電話着信（着呼）をプロセッサ２４に通知する。これに応じて、プロセッ
サ２４は、表示ドライバ２８を制御して、電話着信通知に記述された発信元情報をディス
プレイ３０に表示する。また、これとほぼ同時に、プロセッサ２４は、図示しないスピー
カから電話着信音（着信メロディ、着信音声と言うこともある。）を出力させる。なお、
プロセッサ２４は電話着信を使用者に通知するために、携帯電話機１０を振動させ、図示
しないＬＥＤを発光させることもある。
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【００４４】
　そして、使用者が、通話キーを用いて応答操作を行うと、無線通信回路１４は、プロセ
ッサ２４の指示の下、電話着信処理を実行し、通信可能状態が確立され、プロセッサ２４
は上述した通常の通話処理を実行する。
【００４５】
　また、通話可能状態に移行した後に終話キーによって通話終了操作が行われると、プロ
セッサ２４は、無線通信回路１４を制御して、通話相手に通話終了信号を送信する。通話
終了信号の送信後、プロセッサ２４は通話処理を終了する。また、先に通話相手から通話
終了信号を受信した場合も、プロセッサ２４は通話処理を終了する。さらに、通話相手に
よらず、移動通信網から通話終了信号を受信した場合も、プロセッサ２４は通話処理を終
了する。
【００４６】
　携帯電話機１０は、ネットワークに接続されるサーバとのデータ通信を確立することで
、複数の機能を実行することができる。たとえば、携帯電話機１０は、メールサーバ（図
示せず）とのデータ通信を確立することで、メールの送受信を行うメール機能や、サーバ
が公開するデータを取得するブラウザ機能を実行する事ができる。
【００４７】
　また、携帯電話機１０は、指紋センサ３６を利用する指紋認証機能およびモード変更機
能を実行することができる。指紋認証機能とは、予め登録された指紋と新たに読み取られ
た指紋とが一致しない限り、携帯電話機１０の機能が制限される機能である。そのため、
指紋認証機能は、ロック機能またはセキュリティ機能と呼ばれることもある。また、モー
ド切り替え機能は、仕事中に利用されることが想定されたビジネスモードと、仕事以外の
私的な用件で利用されることが想定されたプライベートモードとを、予め登録された指紋
に基づいて切り替える機能である。
【００４８】
　図２（Ａ）はビジネスモードの待機状態でディスプレイ３０に表示される画像を示す図
であり、図２（Ｂ）はプライベートモードとの待機状態でディスプレイ３０に表示される
待機画面を示す図である。図２（Ａ），（Ｂ）を参照して、待機画面を表示するディスプ
レイ３０の表示領域は、状態表示領域６０および機能表示領域６２から構成される。状態
表示領域６０には、アンテナ１２による電波受信状態を示すアイコン（ピクトと言うこと
もある。）、二次電池の残電池容量を示すアイコン、現在日時が表示される。なお、現在
時刻は、ＲＴＣ２４ａが出力する時刻情報に基づく。
【００４９】
　機能表示領域６２には、待機画面の画像およびモードアイコン６４が表示される。また
、ビジネス(Business)モードが設定された状態では、図２（Ａ）に示すようにモードアイ
コン６４内に「Ｂ」の文字列が表示される。一方、プライベート(Private)モードが設定
された状態では、図２（Ｂ）に示すようにモードアイコン６４内に「Ｐ」の文字列が表示
される。
【００５０】
　そして、左手の人差し指の指紋がビジネスモードと対応付けられている場合、指紋セン
サ３６によって左手の人差し指の指紋が読み取られると、ビジネスモードが設定され、図
２（Ａ）に示す待機画面がディスプレイ３０に表示されるようになる。一方、左手の中指
の指紋がプライベートモードと対応付けられている場合、指紋センサ３６によって左手の
中指の指紋が読み取られると、プライベートモードが設定され、図２（Ｂ）に示す待機画
面がディスプレイ３０に表示されるようになる。したがって、本実施例では、指紋を利用
して容易にモードを変更することができる。
【００５１】
　また、ＲＡＭ３４には複数のアドレスデータから構成されるアドレス帳データが記憶さ
れており、携帯電話機１０は、このアドレス帳データを管理するアドレス帳機を実行する
ことができる。図３を参照して、ＲＡＭ３４に記憶されるアドレス帳データは、「名前」
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、「電話番号」、「メールアドレス」および「モード」などの列から構成されており、各
行がアドレスデータを示す。たとえば、名前が「○○」のアドレスデータは、電話番号が
「0900000XXXX」であり、メールアドレスが「XXXX@aaa.**.jp」であり、モードが「プラ
イベート」である。また、名前が「□□」のアドレスデータは、「電話番号」が「072888
XXYY」であり、メールアドレスが「XXYY@aaa.**.jp」であり、モードが「ビジネス」であ
る。そして、「モード」の列において「プライベート」と記録されているアドレスデータ
は、プライベートモード専用のアドレスデータであることを示す。一方、「モード」の列
において「ビジネス」と記録されているアドレスデータは、ビジネスモード専用のアドレ
スデータであることを示す。
【００５２】
　携帯電話機１０はアラーム機能を実行することができ、登録されたアラームの時刻や内
容は、アラームデータとしてＲＡＭ３４に記憶される。図４を参照して、アラームデータ
は「時刻」、「内容」および「モード」の列から構成され、各行がアラーム情報と呼ばれ
る。たとえば、時刻が「9:45」のアラーム情報は、内容が「面談」であり、モードが「プ
ライベート」である。また、時刻が「9:30」のアラーム情報は、内容が「会議」であり、
モードが「ビジネス」である。そして、アドレスデータと同様に、「モード」の列におい
て「プライベート」と記録されているアラーム情報はプライベートモード専用のアラーム
情報であり、「ビジネス」と記録されているアラーム情報はビジネスモード専用のアラー
ム情報である。
【００５３】
　ここで、本実施例の携帯電話機１０では、ビジネスモードが設定されている場合、プラ
イベートモード専用のアドレスデータに対応する人物からの電話着信や、メール着信があ
ったとしても、使用者に対して通知されることはない。さらに、ビジネスモードでは、プ
ライベートモード専用のアラームに設定された時刻となっても、使用者に通知されること
も無い。同様に、プライベートモードが設定されている場合には、ビジネスモード専用の
アドレスデータに対応する人物からの電話着信、メール着信およびビジネスモード専用の
アラームが、使用者に通知されることは無い。
【００５４】
　しかしながら、電話着信、メール着信およびアラームなどのイベントが発生したことは
、何らかの形で使用者に通知しなければ、使用者は後々のフォローができなくなる。そこ
で、本実施例では、モードの違いによって使用者に通知されなかった電話着信、メール着
信およびアラームなどのイベントの発生を、モードに変更されたときに、経過したイベン
トとして使用者に通知する。
【００５５】
　図５は、モードの違いによって使用者に通知が制限されている、電話着信、メール着信
およびアラームなどのイベントの発生を記録する未通知情報テーブルの構成を示す図であ
る。図５を参照して、未通知情報テーブルは、「時間」、「機能」および「内容」の列か
ら構成されている。また、発生したイベント（電話着信、メール着信およびアラームなど
）は、発生した時刻に対応づけて、機能および内容が記録される。たとえば、９時５０分
に「○○」が送信者のメールを受信することで発生したメール着信が記録された場合、時
刻の列に「9:50」と記録され、機能の列に「メール」と記録され、内容の列に「○○」と
記録される。
【００５６】
　なお、未通知情報テーブルにおける各行に記録される情報をまとめて、未通知情報と言
うことがある。また、本実施例における、未通知情報とは、使用者に経過したイベントが
存在することを伝えるための情報である。
【００５７】
　続いて、図５の未通知情報テーブルがＲＡＭ３４に記憶された状態で、ビジネスモード
がからプライベートモードに切り替えられると、図６に示す未通知ポップアップ６６がデ
ィスプレイ３０に表示される。図６を参照して、プライベートモードが設定された携帯電
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話機１０のディスプレイ３０において、モードアイコン６４にはプライベートモードが設
定されていることを示す「Ｐ」が表示され、未通知情報を表示するための未通知ポップア
ップ６６が表示される。未通知ポップアップ６６には、未通知情報テーブルから読み出さ
れた未通知情報が上から時系列順に表示される。
【００５８】
　たとえば、未通知ポップアップ６６には、９時５０分のメール着信（送信者：○○）が
一番上の行に表示され、９時４８分、９時４５分、９時３０分、９時２８分および９時１
５分の順番に未通知情報が表示される。そして、未通知情報が時系列順に表示されるため
、使用者は、経過したイベントを時系列順に把握することができる。
【００５９】
　また、未通知ポップアップ６６には、各未通知情報を仮選択するためのカーソルＣＵも
表示される。また、キー入力装置２６に含まれるカーソルキーが操作されると、カーソル
ＣＵによって他の未通知情報が仮選択される。さらに、ディスプレイ３０に表示される確
定キー６８に対応するキーが操作されると、カーソルＣＵによる選択が確定され、未通知
情報に対応する機能が実行される。
【００６０】
　図７（Ａ）を参照して、９時５０分の未通知情報の選択を確定する操作がされると、デ
ィスプレイ３０には受信メールが表示される。具体的には、９時５０分の未通知情報がカ
ーソルＣＵで選択された状態で、確定キー６８が操作されると、９時５０分に基づいて、
図５の未通知情報テーブルから「メール」と「○○」とが読み出される。さらに、機能の
列から読み出された「メール」に基づいてメール機能が実行され、受信ボックス（受信メ
ールデータ）から送信者が「○○」であり、受信時刻が９時５０分の受信メールの内容が
ディスプレイ３０に表示される。
【００６１】
　また、ディスプレイ３０に表示される受信メールは、受信日時、送信者および題名が表
示される領域と、本文が表示される領域とに分かれる。さらに、ディスプレイ３０の左下
に表示された返信キー７２が操作されると、表示された受信メールに対する返信メールが
作成される。そして、作成された返信メールは、使用者の操作に応じて本文の作成（入力
）および送信が行われる。
【００６２】
　なお、他の実施例では、メール着信に関する未通知情報がある場合、受信メールを保存
するフォルダの一覧または受信メールが保存されるフォルダの内容が表示されてもよい。
【００６３】
　また、図７（Ｂ）を参照して、９時４５分の未通知情報の選択を確定する操作がされる
と、ディスプレイ３０には、アラーム情報の詳細が表示される。具体的には、カーソルＣ
Ｕによる仮選択を確定する操作がされると、９時４５分に基づいて、「アラーム」および
「面談」が図５の未通知情報テーブルから読み出される。また、ディスプレイ３０には、
未通知情報テーブルから読み出された時刻（9:45）と内容（面談）とが表示されるととも
に、再設定キー７４が表示される。さらに、再設定キー７４が操作されると、機能の列か
ら読み出された「アラーム」に基づいてアラーム機能が実行され、内容を「面談」とする
アラーム再設定画面が表示される。そして、使用者は、アラーム再設定画面が表示された
状態で、アラーム時刻を再設定することができる。
【００６４】
　また、電話着信の未通知情報が選択された場合については図示していないが、この未通
知情報が選択および確定された場合には、電話番号および相手の名前などがディスプレイ
３０に表示される。なお、他の実施例では、電話着信の未通知情報が選択された場合、通
常の電話着信履歴がディスプレイ３０に表示されてもよい。
【００６５】
　このように、表示された未通知情報を利用することで、経過したイベントのフォローを
容易に行うことができるようになる。
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【００６６】
　また、未通知ポップアップ６６がディスプレイ３０に表示される状態では、右下に切換
キー７０が表示される。この切換キー７０は、未通知ポップアップ６６内に表示される未
通知情報の順番を切り替えるために用いられる。たとえば、図６に示すように、未通知情
報が時系列順に表示されている状態で切換キー７０が操作されると、未通知情報は、図８
（Ａ）に示すように、種類時系列順で表示される。
【００６７】
　図８（Ａ）を参照して、未通知ポップアップ６６内には、「メール着信」、「電話着信
」および「アラーム」の項目が表示され、各項目に対応してイベントの発生した時刻が表
示される。たとえば、メール着信の項目であれば「9:50」および「9:30」が表示され、電
話着信の項目であれば「9:48」、「9:28」および「9:15」が表示され、アラームの項目で
あれば「9:45」が表示される。そして、各項目に対応して表示される時刻も、カーソルＣ
Ｕによって選択することができる。なお、カーソルＣＵによる仮選択が確定された場合の
動作は、未通知情報を時系列順に表示した場合と同じであるため、詳細な説明は省略する
。
【００６８】
　また、未通知情報が種類時系列順に表示されている状態で切換キー７０が操作されると
、図８（Ｂ）に示すように種類順で表示される。図８（Ｂ）を参照して、未通知ポップア
ップ６６内には、「メール着信」、「電話着信」および「アラーム」の項目と、各項目に
対応する件数とが表示される。また、未通知情報が種類順で表示されている場合も、各項
目をカーソルＣＵによって仮選択することができる。そして、確定キーが操作されると、
カーソルＣＵによって仮選択された項目に対応してイベントが発生した時刻が表示される
。たとえば、メール着信の項目が選択された状態で確定キーが操作されると、メール着信
の下側には「9:50」および「9:30」が表示される。
【００６９】
　したがって、使用者は経過したイベントをフォローする状況に合わせて、未通知情報の
表示を任意に変化させることができるようになる。
【００７０】
　なお、未通知情報が種類時系列順に表示されている状態で切換キー７０が操作されると
、未通知情報が時系列順で表示される。つまり、使用者が切換キー７０を操作する度に、
未通知情報は、時系列順、種類時系列順、種類順の順番で切り替わる。
【００７１】
　図９は、ＲＡＭ３４のメモリマップ３００を示す図である。ＲＡＭ３４のメモリマップ
３００には、プログラム記憶領域３０２およびデータ記憶領域３０４が含まれる。また、
プログラムおよびデータの一部は、フラッシュメモリ３２から一度に全部または必要に応
じて部分的かつ順次的に読み出され、ＲＡＭ３４に記憶されてからプロセッサ２４によっ
て処理される。
【００７２】
　プログラム記憶領域３０２には、携帯電話機１０を動作させるためのプログラムが記憶
されている。たとえば、携帯電話機１０を動作させるためのプログラムは、電話着信制御
プログラム３１０、メール着信制御プログラム３１２、アラーム制御プログラム３１４、
モード変更プログラム３１６、未通知情報管理プログラム３１８、切換プログラム３２０
および詳細表示プログラム３２２などから構成されている。
【００７３】
　電話着信制御プログラム３１０は、電話着信の状態や、通話可能状態を制御するための
プログラムである。メール着信制御プログラム３１２は、メールサーバから新着メール（
受信メールとも言う）を受信するためのプログラムである。アラーム制御プログラム３１
４は、アラーム機能によってアラーム時刻を通知するためのプログラムである。
【００７４】
　モード変更プログラム３１６は、ビジネスモードおよびプライベートモードの設定を変
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更するためのプログラムである。未通知情報管理プログラム３１８は、モードが変更され
たときに、未通知情報をディスプレイ３０に表示したり、必要に応じて削除したりするた
めのプログラムである。切換プログラム３２０は、未通知情報の表示を切換キー７０の操
作に応じて変化させるためのプログラムである。詳細表示プログラム３２２は、表示され
た未通知情報がカーソルＣＵによって選択され、確定操作がされた場合に実行されるプロ
グラムである。そのため、詳細表示プログラム３２２が実行されると、図７（Ａ）に示す
ように受信メールが表示されたり、図７（Ｂ）に示すようにアラームの詳細が表示された
りする。
【００７５】
　なお、図示は省略するが、携帯電話機１０を動作させるためのプログラムには、アドレ
ス帳データを管理するためのプログラムや、アラーム時刻を設定するためのプログラムな
どが含まれる。
【００７６】
　データ記憶領域３０４には、指紋バッファ３３０が設けられるとともに、認証用指紋デ
ータ３３２、アドレス帳データ３３４、アラームデータ３３６および未通知情報テーブル
データ３３８が記憶される。さらに、データ記憶領域３０４には、モードフラグ３４０、
時系列フラグ３４２および種類フラグ３４４がさらに設けられる。
【００７７】
　指紋バッファ３３０は、指紋センサ３６によって読み取られた指紋のデータが一時的に
記憶されるバッファである。認証用指紋データ３３２は、指紋認証機能およびモード変更
機能を実行する際に利用される指紋画像データから構成される。たとえば、左手の人差し
指の指紋が認証用およびビジネスモードに対応付けられており、左手の中指の指紋がプラ
イベートモードに対応付けられていれば、認証用指紋データ３３２は、左手の人差し指の
指紋および中指の指紋画像データから構成される。
【００７８】
　アドレス帳データ３３４は、図３に示すように複数のアドレスデータから構成されたデ
ータである。アラームデータ３３６は、図４に示すように、設定されたアラーム時刻など
から構成されるデータである。未通知情報テーブルデータ３３８は、図５に示すように、
複数の未通知情報から構成されるデータである。
【００７９】
　モードフラグ３４０は、携帯電話機１０に設定されているモード（ビジネスモードまた
はプライベートモード）を判断するためのフラグである。たとえば、モードフラグ３４０
は、１ビットのレジスタで構成される。モードフラグ３４０がオン（成立）されると、レ
ジスタにはデータ値「１」が設定される。一方、モードフラグ３４０がオフ（不成立）さ
れると、レジスタにはデータ値「０」が設定される。そして、ビジネスモードが設定され
るとモードフラグ３４０はオンにされ、プライベートモードが設定されるとモードフラグ
３４０はオフにされる。
【００８０】
　時系列フラグ３４２は、未通知情報が時系列順（図６参照）で表示されるように設定さ
れているかを判断するためのフラグである。種類フラグ３４４は未通知情報が種類順（図
８（Ｂ）参照）で表示されるように設定されているかを判断するためのフラグである。ま
た、時系列フラグ３４２および種類フラグ３４４が同時にオンに設定されている場合には
、未通知情報が種類時系列順（図８（Ａ）参照）で表示される。
【００８１】
　なお、図示は省略するが、データ記憶領域３０４には、ＲＴＣ２４ａが出力するデータ
を一時的に記憶するバッファや、GUIを表示するための画像データなどが記憶されると共
に、携帯電話機１０の動作に必要なカウンタや、フラグも設けられる。
【００８２】
　プロセッサ２４は、Android（登録商標）およびREXなどのLinux（登録商標）ベースのO
Sや、その他のOSの制御下で、図１０に示す電話着信制御処理、図１１に示すメール着信
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制御処理、図１２に示すアラーム制御処理、図１３に示すモード変更処理、図１４に示す
未通知情報管理処理、図１５に示す切換処理および図１６に示す詳細表示処理などを含む
、複数のタスクを並列的に処理する。
【００８３】
　図１０は電話着信制御処理のフロー図である。たとえば、携帯電話機１０の電源がオン
にされると、プロセッサ２４は、ステップＳ１で電話発信信号を受信したか否かを判断す
る。つまり、プロセッサ２４は、アンテナ１２によって電話発信信号が受信されたか否か
を判断する。ステップＳ１で“ＮＯ”であれば、つまり電話発信信号が受信されなければ
、プロセッサ２４はステップＳ１の処理を繰り返し実行する。一方、ステップＳ１で“Ｙ
ＥＳ”であれば、つまり電話発信信号が受信されると、プロセッサ２４はステップＳ３で
、通知する必要があるか否かを判断する。つまり、プロセッサ２４は、発信相手からの電
話着信を、現在設定されているモードにおいて通知してもよいか否かを判断する。具体的
には、プロセッサ２４は、電話着信通知に記述された発信元情報から電話番号を抽出し、
その電話番号を含むアドレスデータを、アドレス帳データ３３４から検索する。そして、
プロセッサ２４は、抽出された電話番号を含むアドレスデータにおいて、モードの列が現
在設定されているモードと一致するか否かを判断する。なお、抽出された電話番号を含む
アドレスデータが無い場合、プロセッサ２４はステップＳ３で“ＮＯ”と判断する。
【００８４】
　ステップＳ３で“ＹＥＳ”であれば、つまり上記モードの列が現在設定されているモー
ドと一致していれば、プロセッサ２４はステップＳ５で、電話着信通知処理を実行する。
たとえば、プロセッサ２４は、スピーカから電話着信音を出力させる。一方、ステップＳ
３で“ＮＯ”であれば、つまり上記モードの列が現在設定されているモードと一致してい
なければ、プロセッサ２４はステップＳ７で、発信元情報を未通知情報テーブルに記録す
る。たとえば、ビジネスモードが設定されている状態で、「○○」からの電話着信がある
と、図３に示すように「○○」のアドレスデータのモードの列に「プライベート」と記録
されているため、ステップＳ３では“ＮＯ”と判断され、ステップＳ７では、「○○」の
アドレスデータを示す文字列（ここでは、「○○」）が、未通知情報テーブルデータ３３
８に記録される。なお、ステップＳ７では、電話発信信号を受信したときの時刻が未通知
情報テーブルの時刻の列に記録され、「電話」が機能の列に記録される。
【００８５】
　続いて、プロセッサ２４は、ステップＳ９で、留守番応答処理を実行し、ステップＳ１
に戻る。たとえば、ステップＳ９の処理を実行するプロセッサ２４は、発信相手の電話機
に対して、現在応答できないことを知らせる音声メッセージを送信する。
【００８６】
　また、ステップＳ５で電話着信通知処理が実行されると、プロセッサ２４はステップＳ
１１で、応答操作がされたか否かを判断する。たとえば、キー入力装置２６に含まれる通
話キーが操作されたか否かを判断する。ステップＳ１１で“ＮＯ”であれば、つまり応答
操作がされなければ、プロセッサ２４はステップＳ１９に進む。また、ステップＳ１１で
“ＹＥＳ”であれば、たとえば使用者によって通話キーが操作されれば、プロセッサ２４
はステップＳ１３で、電話着信状態処理を終了する。たとえば、プロセッサ２４は、電話
着信状態処理を中断することで、電話着信音の出力を停止する。続いて、プロセッサ２４
は、ステップＳ１５で、通話可能状態を確立する。つまり、プロセッサ２４は、通話処理
を実行することで、発信相手の電話機との通話可能状態を確立する。続いて、プロセッサ
２４は、ステップＳ１７で、通話が終了したか否かを判断する。たとえば、プロセッサ２
４は、キー入力装置２６に含まれる終話キーが操作されたか否かを判断する。ステップＳ
１７で“ＮＯ”であれば、つまり通話が終了しなければ、プロセッサ２４はステップＳ１
７の処理を繰り返し実行する。一方、ステップＳ１７で“ＹＥＳ”であれば、たとえば使
用者によって終話キーが操作されば、プロセッサ２４は、通話処理を終了してステップＳ
１に戻る。
【００８７】
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　また、電話着信通知処理が実行された状態で応答操作がされなければ、プロセッサ２４
はステップＳ１９で、電話発信信号が途絶したか否かを判断する。たとえば、発信相手が
電話発信処理を終了することで、電話発信信号が受信できなくなったか否かを、プロセッ
サ２４は判断する。ステップＳ１９で“ＮＯ”であれば、つまり電話発信信号を受信し続
けていれば、ステップＳ１１に戻る。また、ステップＳ１９で“ＹＥＳ”であれば、つま
り電話発信信号を受信できなくなれば、プロセッサ２４は、ステップＳ１３と同様、ステ
ップＳ２１で電話着信状態処理を終了して、ステップＳ１に戻る。
【００８８】
　図１１はメール着信制御処理のフロー図である。たとえば、携帯電話機１０の電源がオ
ンにされると、プロセッサ２４は、ステップＳ３１で、サーバから通知がされたか否かを
判断する。つまり、プロセッサ２４は、メールサーバから新着メールが存在することを通
知されたか否かを判断する。ステップＳ３１で“ＮＯ”であれば、つまり新着メールがあ
ることが通知されなければ、プロセッサ２４はステップＳ３１の処理を繰り返し実行する
。また、ステップＳ３１で“ＹＥＳ”であれば、つまり新着メールがあることが通知され
れば、プロセッサ２４はステップＳ３３で、新着メールを受信する。つまり、プロセッサ
２４は、メールサーバとの通信を確立することで、新着メールを受信する。
【００８９】
　続いて、プロセッサ２４は、ステップＳ３５で、通知する必要があるか否かを判断する
。つまり、プロセッサ２４は、新着メールを受信したことを、現在設定されているモード
において通知してもよいか否かを判断する。具体的には、プロセッサ２４は、新着メール
のヘッダ情報から、送信者のメールアドレスを抽出し、そのメールアドレスを含むアドレ
スデータを、アドレス帳データ３３４から検索する。そして、プロセッサ２４は、抽出さ
れたメールアドレスを含むアドレスデータにおいて、モードの列が現在設定されているモ
ードと一致するか否かを判断する。なお、抽出されたメールアドレスを含むアドレスデー
タが無い場合、プロセッサ２４はステップＳ３５で“ＮＯ”と判断する。
【００９０】
　ステップＳ３５で“ＹＥＳ”であれば、つまり上記モードの列が現在設定されているモ
ードと一致していれば、プロセッサ２４はステップＳ３７で、メール着信通知処理を実行
し、ステップＳ３１に戻る。たとえば、プロセッサ２４は、スピーカからメール着信音を
出力させる。一方、ステップＳ３５で“ＮＯ”であれば、つまり上記モードの列が現在設
定されているモードと一致していなければ、プロセッサ２４はステップＳ３９で、ヘッダ
情報を未通知情報テーブルに記録して、ステップＳ３１に戻る。たとえば、ビジネスモー
ドが設定されている状態で、送信者が「○○」の新着メールを受信すると、図３に示すよ
うに、「○○」のアドレスデータでは、モードの列に「プライベート」と記録されている
ため、ステップＳ３５では“ＮＯ”と判断され、ステップＳ３９では「○○」のアドレス
データを示す文字列が、未通知情報テーブルデータ３３８に記録される。なお、ステップ
Ｓ３９では、メールを受信したときの時刻が未通知情報テーブルの時刻の列に記録され、
「メール」が機能の列に記録される。
【００９１】
　図１２はアラーム制御処理のフロー図である。たとえば、アラーム機能が有効に設定さ
れると、プロセッサ２４はステップＳ４１で、現在時刻がアラーム時刻と一致したか否か
を判断する。つまり、アラームデータ３３６に含まれる各アラーム時刻と、ＲＴＣ２４ａ
が出力する時刻とが一致するか否かを判断する。ステップＳ４１で“ＮＯ”であれば、つ
まり現在時刻と各アラーム時刻とが一致しなければ、プロセッサ２４はステップＳ４１の
処理を繰り返し実行する。また、ステップＳ４１で“ＹＥＳ”であれば、つまり現在時刻
とアラーム時刻とが一致すれば、プロセッサ２４はステップＳ４３で、通知する必要があ
るか否かを判断する。つまり、プロセッサ２４は、現在設定されているモードにおいてア
ラーム機能による通知を行ってもよいか否かを判断する。具体的には、プロセッサ２４は
、現在時刻と一致したアラーム時刻を含むアラーム情報のモードの列が、現在設定されて
いるモードと一致するか否かを判断する。ステップＳ４３で“ＹＥＳ”であれば、つまり
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上記モードの列が現在設定されているモードと一致していれば、プロセッサ２４はステッ
プＳ４５でアラーム通知処理を実行し、ステップＳ４１に戻る。たとえば、プロセッサ２
４は、スピーカからアラーム用の通知音を出力する。また、ステップＳ４３で“ＮＯ”で
あれば、つまり上記モードの列が現在設定されているモードと一致していなければ、プロ
セッサ４２はステップＳ４７でアラーム情報を未通知情報テーブルに記録し、ステップＳ
４１に戻る。たとえば、ビジネスモードが設定されている状態で、「面談（図４参照）」
に対応するアラーム時刻が現在時刻と一致すると、「面談」のアラーム情報では、モード
の列に「プライベート」と記録されているため、ステップＳ４３では“ＮＯ”と判断され
、ステップＳ４７では「面談」のアラーム情報を示す文字列（ここでは、「面談」）が未
通知情報テーブルデータ３３８に記録される。また、ステップＳ４７では、アラーム時刻
が未通知情報テーブルの時刻の列に記録され、「アラーム」が機能の列に記録される。
【００９２】
　なお、ステップＳ３，Ｓ３５，Ｓ４３の処理を実行するプロセッサ２４は制限部として
機能する。また、ステップＳ７，Ｓ３９，Ｓ４７の処理を実行するプロセッサ２４は記録
部として機能する。
【００９３】
　図１３はモード変更処理のフロー図である。たとえば、モード変更機能が実行されると
、プロセッサ２４は、ステップＳ６１で指紋が入力されたか否かを判断する。つまり、プ
ロセッサ２４は、指紋センサ３６によって使用者の指紋が読み取られたか否かを判断する
。ステップＳ６１で“ＮＯ”であれば、つまり指紋センサ３６によって指紋が読み取られ
なければ、プロセッサ２４はステップＳ６１の処理を繰り返し実行する。また、ステップ
Ｓ６１で“ＹＥＳ”であれば、つまり指紋センサ３６によって使用者の指紋が読み取られ
ると、プロセッサ２４はステップＳ６３で、指紋認証処理を実行する。つまり、プロセッ
サ２４は、指紋バッファ３３０に格納されている指紋のデータを指紋画像データに変換し
、その指紋画像データが認証用指紋データ３３２を構成する各モードに対応する指紋画像
データと一致するかを判断する。
【００９４】
　続いて、プロセッサ２４は、ステップＳ６５で、認証に成功したか否かを判断する。つ
まり、プロセッサ２４は、ステップＳ６３の処理の結果、使用者の指紋画像データがプラ
イベートモード用またはビジネスモード用のいずれか一方の指紋画像データと一致したか
否かを判断する。ステップＳ６５で“ＮＯ”であれば、つまり使用者の指紋がどちらのモ
ードの指紋とも一致せず、認証に失敗していれば、プロセッサ２４はステップＳ６１に戻
る。また、ステップＳ６５で“ＹＥＳ”であれば、つまり使用者の指紋画像データがプラ
イベートモード用またはビジネスモード用のいずれか一方の指紋画像データと一致してい
れば、プロセッサ２４はステップＳ６７で、プライベート用の指紋と一致したか否かを判
断する。つまり、プロセッサ２４は、使用者の指紋画像データが、認証用指紋データを構
成するプライベート用の指紋画像データと一致したか否かを判断する。
【００９５】
　ステップＳ６７で“ＹＥＳ”であれば、つまり使用者の指紋画像データがプライベート
用の指紋画像データと一致していれば、プロセッサ２４はステップＳ６９で、プライベー
トモードを設定する。つまり、プロセッサ２４はモードフラグ３４０をオフに設定する。
一方、ステップＳ６７で“ＮＯ”であれば、つまり使用者の指紋画像データがビジネスモ
ード用の指紋画像データと一致していれば、プロセッサ２４はステップＳ７１で、ビジネ
スモードを設定する。つまり、プロセッサ２４はモードフラグ３４０をオンに設定する。
【００９６】
　続いて、プロセッサ２４は、ステップＳ７３で、未通知情報管理処理を実行し、モード
変更処理を終了する。なお、この未通知情報管理処理については後述するため、ここでの
詳細な説明は省略する。
【００９７】
　図１４は未通知情報管理処理のフロー図である。モード変更処理のステップＳ７３が実
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行されると、プロセッサ２４は、ステップＳ８１で、通知されていない情報があるか否か
を判断する。つまり、図５に示す未通知情報テーブルに未通知情報が記録されているか否
かを判断する。ステップＳ８１で“ＮＯ”であれば、つまり未通知情報テーブルに未通知
情報が全く記録されていなければ、プロセッサ２４は未通知情報管理処理を終了して、モ
ード変更処理に戻る。
【００９８】
　また、ステップＳ８１で“ＹＥＳ”であれば、つまり未通知情報テーブルに未通知情報
が記録されていれば、プロセッサ２４はステップＳ８３で、表示設定に応じて未通知情報
テーブルの内容を表示する。たとえば、時系列フラグ３４２のみがオンであれば、未通知
情報テーブルデータ３３８から読み出された未通知情報は、時系列順に表示される。また
、時系列フラグ３４２および種類フラグ３４４の両方がオンであれば、未通知情報は、種
類時系列順に表示される。さらに、種類フラグ３４４のみがオンであれば、未通知情報は
、種類順に表示される。なお、ステップＳ８３の処理を実行するプロセッサ２４は表示部
として機能する。
【００９９】
　続いて、プロセッサ２４は、ステップＳ８５で、表示設定の切換操作がされたか否かを
判断する。つまり、切換キー７０が操作されたか否かを判断する。ステップＳ８５で“Ｙ
ＥＳ”であれば、つまり切換キー７０が操作されれば、プロセッサ２４はステップＳ８７
で切換処理を実行し、ステップＳ８３に戻る。なお、この切換処理については、図１５に
示すフロー図を用いて説明するため、ここでの詳細な説明は省略する。
【０１００】
　ステップＳ８５で“ＮＯ”であれば、つまり切換キー７０が操作されなければ、プロセ
ッサ２４はステップＳ８９で、確認操作がされたか否かを判断する。つまり、カーソルＣ
Ｕによって未通知情報が選択された状態で、確定キー６８が操作されたか否かを判断する
。ステップＳ８９で“ＮＯ”であれば、つまり切換操作および確定操作が行われなければ
、プロセッサ２４はステップＳ８５およびステップＳ８９の処理を繰り返し実行する。ス
テップＳ８９で“ＹＥＳ”であれば、つまり確認操作がされれば、プロセッサ２４はステ
ップＳ９１で、詳細表示処理を実行する。また、ステップＳ９１の処理については、図１
６に示すフロー図を用いて後述するため、ここでの詳細な説明は省略する。
【０１０１】
　続いて、プロセッサ２４はステップＳ９３で、対応する未通知情報を削除する。たとえ
ば、図５および図６を参照して「9:50」の未通知情報と対応する受信メールが表示され、
メール機能が終了すると、未通知情報テーブルから「9:50」の未通知情報が記録される行
が削除される。そして、プロセッサ２４は、ステップＳ９３の処理が終了すると、未通知
情報管理処理を終了して、モード変更処理に戻る。
【０１０２】
　なお、未通知情報管理処理は、ディスプレイ３０に待機画面が表示される毎に実行され
てもよい。
【０１０３】
　図１５は切換処理のフロー図である。未通知情報管理処理のステップＳ８７が実行され
ると、プロセッサ２４はステップＳ１１１で、表示設定が時系列順に切り換えられたか否
かを判断する。たとえば、プロセッサ２４は、時系列ポップアップ６６内の未通知情報が
種類順に表示されている状態で、切換キー７０が操作されたか否かを判断する。ステップ
Ｓ１１１で“ＹＥＳ”であれば、つまり表示設定が時系列順に切り替えられると、プロセ
ッサ２４は、ステップＳ１１３で時系列フラグ３４２をオンにし、種類フラグ３４４をオ
フにする。そして、プロセッサ２４は、ステップＳ１１３の処理が終わると、切換処理を
終了して、未通知情報管理処理に戻る。なお、ステップＳ１１３の処理を実行するプロセ
ッサ２４は時系列設定部として機能する。
【０１０４】
　また、ステップＳ１１１で“ＮＯ”であれば、つまり切換操作が表示設定を時系列順に
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切り替えるものでなければ、プロセッサ２４はステップＳ１１５で、表示設定が種類時系
列順に切り換えられたか否かを判断する。たとえば、プロセッサ２４は、未通知情報が時
系列順に表示されている状態で、切換キー７０が操作されたか否かを判断する。ステップ
Ｓ１１５で“ＹＥＳ”であれば、つまり表示設定が種類時系列順に切り替えられると、プ
ロセッサ２４はステップＳ１１７で、時系列フラグ３４２および種類フラグ３４４をオン
にして、切換処理を終了する。なお、ステップＳ１１７の処理を実行するプロセッサ２４
は種類時系列設定部として機能する。
【０１０５】
　また、ステップＳ１１５で“ＮＯ”であれば、たとえば、未通知情報が種類時系列順に
表示されている状態で切換キー７０が操作されば、表示設定が種類順に切り替えられたも
として、プロセッサ２４はステップＳ１１９で、時系列フラグ３４２をオフにし、種類フ
ラグ３４４をオンにする。そして、プロセッサ２４は、ステップＳ１１７の処理を終える
と、切換処理を終了する。
【０１０６】
　図１６は詳細表示処理のフロー図である。未通知情報管理処理のステップＳ９３が実行
されると、プロセッサ２４はステップＳ１３１で、未通知情報がメールであるか否かを判
断する。つまり、プロセッサ２４は、選択された未通知情報の機能の列に「メール」が記
録されているか否かを判断する。ステップＳ１３１で“ＮＯ”であれば、つまり未通知情
報の列に「メール」が記録されていなければ、プロセッサ２４はステップＳ１３９に進む
。
【０１０７】
　また、ステップＳ１３１で“ＹＥＳ”であれば、つまり選択された未通知情報の機能の
列に「メール」が記録されていれば、プロセッサ２４はステップＳ１３３で受信メールを
表示する。たとえば、図５および図６を参照して、「9:50」の未通知情報が選択された場
合、プロセッサ２４はステップＳ１３３で、機能の列に基づいてメール機能を実行し、未
通知情報の時刻および内容の列に基づいて受信メールを読み出す。そして、プロセッサ２
４は、図７（Ａ）に示すように、受信メールをディスプレイ３０に表示する。
【０１０８】
　続いて、プロセッサ２４は、ステップＳ１３５で返信操作がされたか否かを判断する。
つまり、プロセッサ２４は、図７（Ａ）に示す返信キー７２が操作されたか否かを判断す
る。ステップＳ１３５で“ＹＥＳ”であれば、つまり返信キー７２が操作されれば、プロ
セッサ２４はステップＳ１３７で、返信処理を実行する。そして、プロセッサ２４は、ス
テップＳ１３７の処理が終わると、詳細表示処理を終了して、未通知情報管理処理に戻る
。たとえば、返信処理が実行されると、プロセッサ２４は、ディスプレイ３０に表示され
た受信メールの発信者のメールアドレスを宛先とする返信メールを作成し、その返信メー
ルを編集するためのGUIをディスプレイ３０に表示する。さらに、プロセッサ２４は、返
信操作がされると、返信メールを送信する。これによって、使用者は、メール着信の未通
知情報に対して、返信メールを作成および送信するフォローを容易に行うことができる。
【０１０９】
　また、未通知情報の列に「メール」が記録されていなければ、プロセッサ２４はステッ
プＳ１３９で、未通知情報がアラームか否かを判断する。つまり、選択された未通知情報
の機能の列に「アラーム」が記録されているか否かを判断する。ステップＳ１３９で“Ｎ
Ｏ”であれば、つまり未通知情報の機能の列に「メール」および「アラーム」が記録され
ていなければ、プロセッサ２４はステップＳ１４７に進む。一方、ステップＳ１３９で“
ＹＥＳ”であれば、つまり未通知情報の列に「アラーム」が記録されていれば、プロセッ
サ２４はステップＳ１４１でアラーム情報を表示する。つまり、プロセッサ２４は、未通
知情報テーブルから時刻と内容を読み出し、図７（Ｂ）に示すように、ディスプレイ３０
に表示する。
【０１１０】
　続いて、プロセッサ２４は、ステップＳ１４３で、再設定操作がされたか否かを判断す
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る。つまり、プロセッサ２４は、図７（Ｂ）に示す再設定キー７４が操作されたか否かを
判断する。ステップＳ１４１で“ＹＥＳ”であれば、つまり再設定キー７４が操作されれ
ば、プロセッサ２４はステップＳ１４５でアラーム再設定処理を実行する。たとえば、ア
ラーム再設定処理が実行されると、プロセッサ２４は、ディスプレイ３０に表示されたア
ラーム情報の内容をそのまま引用し、アラーム時刻を再設定するGUIをディスプレイ３０
に表示する。これによって、使用者は、アラームの未通知情報に対して、アラーム時刻を
再設定するフォローを容易に行うことができる。
【０１１１】
　また、通知情報の列に「電話」が記録されていれば、プロセッサ２４はステップＳ１４
７で、電話番号および相手の名前などを表示する。つまり、プロセッサ２４は、電話着信
の未通知情報に基づいてアドレスデータを読み出し、アドレスデータにおける名前と電話
番号とをディスプレイ３０に表示する。続いて、プロセッサ２４は、ステップＳ１４９で
、電話発信操作がされたか否かを判断する。たとえば、プロセッサ２４は、上記のように
電話番号が表示された状態で、通話キーが操作されたか否かを判断する。ステップＳ１４
９で“ＹＥＳ”であれば、つまり電話発信操作がされれば、プロセッサ２４はステップＳ
１５１で、電話発信処理を実行する。そして、プロセッサ２４は、ステップＳ１５１の処
理が終了すれば、詳細表示処理を終了して、未通知情報管理処理に戻る。つまり、ステッ
プＳ１５１で電話発信処理が実行されると、電話着信の未通知情報に基づいて読み出され
た電話番号が設定された電話機に対する電話発信信号がアンテナ１２から出力される。し
たがって、使用者は、電話着信の未通知情報に対して、こちら側から電話を掛け直すフォ
ローを容易に行うことができる。そして、ステップＳ１４９で“ＮＯ”であれば、たとえ
ば通話キーが操作されなければ、プロセッサ２４は詳細表示処理を終了する。
【０１１２】
　なお、ステップＳ１３３，Ｓ１４１，Ｓ１４７の処理を実行するプロセッサ２４は実行
部として機能する。
【０１１３】
　以上の説明から分かるように、携帯電話機１０は、ビジネスモードとプライベートモー
ドとを任意に設定できる。また、携帯電話機１０は、電話着信、メール着信およびアラー
ムなどのイベントが発生すると、通知処理を実行する。たとえば、ビジネスモードが設定
されているときに、プライベートモード専用のアドレスデータに対応する人物から電話着
信があると、着信音を出力するなどの通知処理は制限される。そのため、プロセッサ２４
は、通知が制限されている電話着信があると、そのときの時刻、機能および内容を未通知
情報としてＲＡＭ３４に記録する。そして、ビジネスモードからプライベートモードに変
更されると、プロセッサ２４は、ＲＡＭ３４に記録された未通知情報をディスプレイ３０
に表示する。
【０１１４】
　このように、使用者は、モードの違いによって通知されなかったイベントに気付くこと
ができるため、対応できなかったイベントのフォローを容易に行うことができる。
【０１１５】
　また、本実施例では、携帯電話機１０で発生する頻度が高い電話着信、メール着信およ
びアラームのイベントに対するフォローを容易に行うことができる。
【０１１６】
　なお、本実施例では、ビジネスモードからプライベートモードに変更された場合につい
て説明したが、プライベートモードからビジネスモードに変更された場合でも、上述の説
明と同様に、未通知情報が表示される。
【０１１７】
　また、本実施例では、電話着信、メール着信およびアラームをイベントとして説明した
が、他の実施例ではこれらのイベントだけに限られるものではない。たとえば、携帯電話
機１０がスケジュール機能を利用できる場合、イベントにはスケジュール機能による通知
もイベントに含まれる。
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【０１１８】
　また、重要なイベントには重要度を設定することが出来てもよい。この場合、アドレス
帳データおよびアラームデータには、イベントの重要度を示すフラグが設定される「フラ
グ」の列を追加する。そして、「フラグ」の列においてオン（１）が設定されていれば、
携帯電話機１０は、モードの設定に関わらず予め設定したスケジュールの通知方法にて、
使用者に通知する。
【０１１９】
　また、通知する未通知情報は種類毎に使用者が適宜設定できてもよい。たとえば、アラ
ームの通知は行わず、メールおよび電話、またはいずれか一方の着信のみを通知する設定
としてもよい。
【０１２０】
　また、他の実施例では、ディスプレイ３０に表示された未通知情報は、選択が確定され
なくても削除されてもよい。たとえば、図６に示すディスプレイ３０の表示に、削除キー
をさらに追加し、使用者は、カーソルＣＵで未通知情報を仮選択した後に、その削除キー
を操作することで、仮選択した未通知情報を削除できる。
【０１２１】
　また、他の実施例では、使用者がキー入力装置２６に対して行うキー操作によってモー
ドの設定が変更されてもよい。たとえば、モードの設定を変更する変更キーをキー入力装
置２６に設けることで、使用者がモードの設定を容易に変更できるようになる。さらに、
携帯電話機１０がスライド型または折り畳み型である場合、携帯電話機１０の開閉によっ
てモードが切り替えられてもよい。
【０１２２】
　また、携帯電話機１０の通信方式はCDMA方式であるが、LTE(Long Term Evolution)方式
、W-CDMA方式、GSM方式、TDMA方式、FDMA方式およびPHS方式などが採用されてもよい。
【０１２３】
　また、スクロールプログラム３１０および表示通知プログラム３１２は、データ配信用
のサーバのHDDに記憶され、ネットワークを介して携帯電話機１０に配信されてもよい。
また、CD,DVD,BD(Blu-ray Disc)などの光学ディスク、USBメモリおよびメモリカードなど
の記憶媒体にこれらのプログラムを記憶させた状態で、その記憶媒体が販売または配布さ
れてもよい。そして、上記したサーバや記憶媒体などを通じてダウンロードされた、未通
知情報管理プログラム３１８、切換プログラム３２０および詳細表示プログラム３２２が
、本実施例と同等の構成の携帯電話機にインストールされた場合、本実施例と同等の効果
が得られてもよい。
【０１２４】
　さらに、本実施例は、携帯電話機１０のみに限らず、スマートフォンおよびPDA(Person
al Digital Assistant)などに適用されてもよい。
【０１２５】
　そして、本明細書中で挙げた電話着信、メール着信およびアラームが発生した時刻など
の具体的な数値は、いずれも単なる一例であり、製品を利用する状況に応じて適宜変化す
る。
【符号の説明】
【０１２６】
　１０　　…　携帯電話機
　１２　　…　アンテナ
　１４　　…　無線通信回路
　２４　　…　プロセッサ
　２４ａ　　…　ＲＴＣ
　２６　　…　キー入力装置
　２８　　…　ディスプレイ
　３４　　…　ＲＡＭ
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　３６　　…　指紋センサ

【図１】
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【図３】
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