
JP 4551186 B2 2010.9.22

10

20

(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　表示部と、基本プログラム及びアプリケーションプログラムを記憶するプログラム記憶
部と、前記基本プログラムを起動した場合、起動した基本プログラムに係る基本画像を前
記表示部に表示する処理を行い、前記アプリケーションプログラムを起動した場合、起動
したアプリケーションプログラムに係る、主画を含むアプリケーション画像を前記表示部
に表示する処理を行う表示制御手段とを備えるプログラム処理装置において、
　前記表示制御手段は、アプリケーションプログラムを起動したまま表示部に基本画像を
表示する場合、基本画像上の一部にアプリケーション画像に含まれる主画を縮小したアイ
コンを表示する処理を行うように構成してあり、
　前記アプリケーションプログラムは音声データを再生する音声再生アプリケーションプ
ログラムであり、
　前記音声再生アプリケーションプログラムの実行指示及び再生する音声データの指示が
行われた場合に、該音声データに付加されている楽曲名、歌手名及び会社名を含む情報を
抽出する手段と、
　該手段により抽出した会社名が所定の会社名である場合に、前記音声再生アプリケーシ
ョンプログラムを起動する手段と
　を備えることを特徴とするプログラム処理装置。
【請求項２】
　画像を記憶する画像記憶部と、
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　前記アプリケーション画像に含まれる主画の変更指示、及び、前記画像記憶部に記憶さ
れている画像の選択を受付ける受付手段と、
　該受付手段が変更指示及び画像の選択を受付けた場合、前記アプリケーション画像に含
まれる主画を、選択された画像に変更する変更手段と、
　前記選択された画像を縮小したアイコンを作成する作成手段と
　を備えることを特徴とする請求項１記載のプログラム処理装置。
【請求項３】
　暗号化されているデータを復号する復号手段を備えることを特徴とする請求項１又は２
記載のプログラム処理装置。
【請求項４】
　前記アプリケーションプログラムは、音声データに対する処理を行うことを特徴とする
請求項１乃至３の何れかに記載のプログラム処理装置。
【請求項５】
　前記音声データに対する処理は、音響効果に関する処理を含むことを特徴とする請求項
４記載のプログラム処理装置。
【請求項６】
　複数のアプリケーションプログラムを起動した場合、起動したアプリケーションプログ
ラムを並列的に実行するように構成されていることを特徴とする請求項１乃至５の何れか
に記載のプログラム処理装置。
【請求項７】
　コンピュータに、基本プログラムを起動した場合、起動した基本プログラムに係る基本
画像を表示させ、アプリケーションプログラムを起動した場合、起動したアプリケーショ
ンプログラムに係る、主画を含むアプリケーション画像を表示させるコンピュータプログ
ラムにおいて、
　コンピュータに、アプリケーションプログラムを起動したまま基本画像を表示すること
を検出させる手順と、
　コンピュータに、アプリケーションプログラムを起動したまま基本画像を表示すること
を検出した場合、基本画像上の一部にアプリケーション画像に含まれる主画を縮小したア
イコンを表示させる手順とを含み、
　前記アプリケーションプログラムは音声データを再生する音声再生アプリケーションプ
ログラムであり、
　前記音声再生アプリケーションプログラムの実行指示及び再生する音声データの指示が
行われた場合に、コンピュータに、該音声データに付加されている楽曲名、歌手名及び会
社名を含む情報を抽出させる手順と、
　コンピュータに、抽出させた会社名が所定の会社名である場合に、前記音声再生アプリ
ケーションプログラムを起動させる手順と
　を含むことを特徴とするコンピュータプログラム。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、基本プログラムを起動した場合、起動した基本プログラムに係る基本画像を
表示する処理を行い、アプリケーションプログラムを起動した場合、起動したアプリケー
ションプログラムに係る、主画を含むアプリケーション画像を表示する処理を行うプログ
ラム処理装置及びコンピュータプログラムに関する。
【背景技術】
【０００２】
　ＧＵＩ（Graphical User Interface）を用いたパーソナルコンピュータなどのプログラ
ム処理装置においては、ＯＳ（Operating System）などの基本プログラムを起動した場合
、表示部に壁紙などの基本画像が表示される。また、アプリケーションプログラム（以下
、アプリケーションという）を起動した場合、起動したアプリケーションに係る、主画を
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含むアプリケーション画像（以下、アプリ画像という）が表示部に表示される。そして、
起動したアプリケーションを終了した場合、基本画像が表示される。なお、アプリケーシ
ョンを起動したまま、基本画像を表示することも可能である。その場合、アプリケーショ
ンが起動していることを示すアイコン（小画像）が基本画像上に表示される。また、ＧＵ
Ｉはパーソナルコンピュータに限定はされず、例えば携帯電話などの表示パネルを備える
種々のプログラム処理装置に用いられている（例えば、特許文献１参照）。
【特許文献１】特開２００２－３１４６４５号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００３】
　アイコンには、アプリケーション毎に所定の画像が用いられている。ただし、アイコン
には、アプリ画像に含まれる主画とは特に関連のない画像が用いられている場合が多く、
アイコンに対応するアプリケーションが分かり難いという問題がある。
【０００４】
　本発明は斯かる事情に鑑みてなされたものであり、アプリケーションプログラムを起動
したまま基本画像を表示する場合、基本画像上の一部にアプリケーション画像に含まれる
主画を縮小したアイコンを表示する構成としたことにより、アイコンに対応するアプリケ
ーションが容易に分かるプログラム処理装置及びコンピュータプログラムを提供すること
を目的とする。
【０００５】
　また、本発明は、アプリケーション画像に含まれる主画の変更指示及び記憶部に記憶さ
れている画像の選択を受付けた場合、前記主画を選択された画像に変更し、選択された画
像を縮小したアイコンを作成するように構成したことにより、アプリケーション画像に含
まれる主画を任意画像に変更することができるプログラム処理装置を提供することを他の
目的とする。
【０００６】
　また、本発明は、アプリケーションプログラムが処理を行うデータに付加されている識
別子を識別し、識別した識別子のうち、所定の識別子が付加されているデータに対するア
プリケーションプログラムの処理は許可し、他の識別子が付加されているデータに対する
アプリケーションプログラムの処理は禁止するように構成したことにより、アプリケーシ
ョンプログラムの安定した動作を保つことができるプログラム処理装置を提供することを
他の目的とする。
【０００７】
　また、本発明は、暗号化されたデータを復号する復号手段を備えることにより、暗号化
されたデータが他の装置で処理されることを防止できるプログラム処理装置を提供するこ
とを他の目的とする。
【０００８】
　また、本発明は、アプリケーションプログラムが音声データの処理を行うことにより、
音声データの例えば再生を行うことができるプログラム処理装置を提供することを他の目
的とする。
【０００９】
　また、本発明は、音声データの処理が音響効果に関する処理を含むことにより、音声デ
ータに対して例えばイコライザ、リバーブなどの処理を行うことができるプログラム処理
装置を提供することを他の目的とする。
【００１０】
　また、本発明は、複数のアプリケーションプログラムを起動した場合、起動したアプリ
ケーションプログラムを並列的に実行するように構成されていることにより、ユーザは例
えば音楽を聞きながら他の操作を行うことができるプログラム処理装置を提供することを
他の目的とする。
【課題を解決するための手段】
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【００１１】
　本発明に係るプログラム処理装置は、表示部と、基本プログラム及びアプリケーション
プログラムを記憶するプログラム記憶部と、前記基本プログラムを起動した場合、起動し
た基本プログラムに係る基本画像を前記表示部に表示する処理を行い、前記アプリケーシ
ョンプログラムを起動した場合、起動したアプリケーションプログラムに係る、主画を含
むアプリケーション画像を前記表示部に表示する処理を行う表示制御手段とを備えるプロ
グラム処理装置において、前記表示制御手段は、アプリケーションプログラムを起動した
まま表示部に基本画像を表示する場合、基本画像上の一部にアプリケーション画像に含ま
れる主画を縮小したアイコンを表示する処理を行うように構成してあり、前記アプリケー
ションプログラムは音声データを再生する音声再生アプリケーションプログラムであり、
前記音声再生アプリケーションプログラムの実行指示及び再生する音声データの指示が行
われた場合に、該音声データに付加されている楽曲名、歌手名及び会社名を含む情報を抽
出する手段と、該手段により抽出した会社名が所定の会社名である場合に、前記音声再生
アプリケーションプログラムを起動する手段とを備えることを特徴とする。
【００１２】
　本発明に係るプログラム処理装置は、画像を記憶する画像記憶部と、前記アプリケーシ
ョン画像に含まれる主画の変更指示、及び、前記画像記憶部に記憶されている画像の選択
を受付ける受付手段と、該受付手段が変更指示及び画像の選択を受付けた場合、前記アプ
リケーション画像に含まれる主画を、選択された画像に変更する変更手段と、前記選択さ
れた画像を縮小したアイコンを作成する作成手段とを備えることを特徴とする。
【００１４】
　本発明に係るプログラム処理装置は、暗号化されているデータを復号する復号手段を備
えることを特徴とする。
【００１５】
　本発明に係るプログラム処理装置は、前記アプリケーションプログラムは、音声データ
に対する処理を行うことを特徴とする。
【００１６】
　本発明に係るプログラム処理装置は、前記音声データに対する処理は、音響効果に関す
る処理を含むことを特徴とする。
【００１７】
　本発明に係るプログラム処理装置は、複数のアプリケーションプログラムを起動した場
合、起動したアプリケーションプログラムを並列的に実行するように構成されていること
を特徴とする。
【００１８】
　本発明に係るコンピュータプログラムは、コンピュータに、基本プログラムを起動した
場合、起動した基本プログラムに係る基本画像を表示させ、アプリケーションプログラム
を起動した場合、起動したアプリケーションプログラムに係る、主画を含むアプリケーシ
ョン画像を表示させるコンピュータプログラムにおいて、コンピュータに、アプリケーシ
ョンプログラムを起動したまま基本画像を表示することを検出させる手順と、コンピュー
タに、アプリケーションプログラムを起動したまま基本画像を表示することを検出した場
合、基本画像上の一部にアプリケーション画像に含まれる主画を縮小したアイコンを表示
させる手順とを含み、前記アプリケーションプログラムは音声データを再生する音声再生
アプリケーションプログラムであり、前記音声再生アプリケーションプログラムの実行指
示及び再生する音声データの指示が行われた場合に、コンピュータに、該音声データに付
加されている楽曲名、歌手名及び会社名を含む情報を抽出させる手順と、コンピュータに
、抽出させた会社名が所定の会社名である場合に、前記音声再生アプリケーションプログ
ラムを起動させる手順とを含むことを特徴とする。
【００１９】
　本発明においては、アプリケーションプログラムを起動したまま表示部に基本画像を表
示する場合、基本画像上の一部にアプリケーション画像に含まれる主画を縮小したアイコ
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ンを表示する。アイコンは前記主画を縮小した画像であるため、アプリケーション画像に
含まれる主画とアイコンとは、サイズが異なるだけで、同じ画であるため、ユーザは、ア
イコンに対応するアプリケーションプログラムが容易に分かる。
【００２０】
　本発明においては、記憶部に画像が記憶されており、アプリケーション画像に含まれる
主画の変更指示及び記憶部に記憶されている画像の選択を受付手段で受付けた場合、変更
手段により、アプリケーション画像に含まれる主画を選択された画像に変更し、作成手段
により、選択された画像を縮小したアイコンを作成する。ユーザは、アプリケーション画
像に含まれる主画を任意の画像に変更することができる。
【００２１】
　本発明においては、アプリケーションプログラムが処理を行うデータに付加されている
例えばデータの作成元及び／又は提供元の識別子を識別手段が識別する。実行制御手段に
より、識別手段が識別した識別子のうち、所定の識別子が付加されているデータに対する
アプリケーションプログラムの処理は許可され、他の識別子が付加されているデータに対
するアプリケーションプログラムの処理は禁止される。例えば自社製のデータのみ処理を
許可するなど、動作確認が取れているデータのみ処理することにより、アプリケーション
プログラムの安定した動作を保つことができる。
【００２２】
　本発明においては、アプリケーションプログラムが処理を行うデータは暗号化されてお
り、暗号化されているデータを復号手段で復号する。暗号化されているデータを前記復号
手段以外で復号することは困難であり、暗号化されたデータが他の装置で処理されること
を防止できる。また、暗号化されているデータを処理するためには本発明のプログラム処
理装置が必要になる。
【００２３】
　本発明においては、アプリケーションプログラムは、音声データの処理を行う。例えば
音声データの再生を行うことができる。
【００２４】
　本発明においては、音声データの処理として、音響効果に関する処理を行う。例えば音
声データに対してイコライザ、リバーブなどの処理を行うことができる。
【００２５】
　本発明においては、複数のアプリケーションプログラムを起動した場合、起動したアプ
リケーションプログラムを並列的に実行する。例えば、音声再生処理とデータ送受信処理
とを並列的に実行したり、音声再生処理と文書作成処理とを並列的に実行することにより
、ユーザは音楽を聞きながら他の操作を行うことができる。
【発明の効果】
【００２６】
　本発明によれば、アイコンに対応するアプリケーションプログラムが容易に分かる。
【００２７】
　本発明によれば、アプリケーション画像に含まれる主画を任意の画像に変更することが
できる。
【００２８】
　本発明によれば、アプリケーションプログラムの安定した動作を保つことができる。
【００２９】
　本発明によれば、データが他の装置で処理されることを防止できる。
【００３０】
　本発明によれば、音声データの再生を行うことができる。
【００３１】
　本発明によれば、音声データに対してイコライザ、リバーブなどの処理を行うことがで
きる。
【００３２】
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　本発明によれば、ユーザは例えば音楽を聞きながら他の操作を行うことができる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００３３】
　以下、本発明をその実施の形態を示す図面に基づいて具体的に説明する。
　図１は本発明に係るプログラム処理装置の例を示すブロック図である。プログラム処理
装置は、データを送受信する通信部１８と、画像を撮像する撮像部２０と、ユーザからの
操作を受付ける操作部１６と、ＲＡＭ（Random Access Memory）１２と、フラッシュメモ
リなどの不揮発性の記憶部１４と、液晶表示パネルなどの表示部２２と、スピーカ２４と
、上述した装置内の各構成部１２，１４，１６，１８，２０，２２，２４を制御するＣＰ
Ｕ（Central Processing Unit）１０とを備える。
【００３４】
　記憶部（プログラム記憶部）１４には、ＣＰＵ１０がＲＡＭ１２に読出して実行する制
御プログラム（基本プログラム）及びアプリケーションプログラム（以下、アプリケーシ
ョンという）などのプログラムが記憶されている。ＣＰＵ１０は、操作部１６で受付けた
操作、通信部１８で受付けたデータなどに応じて、制御プログラム、アプリケーションな
どのプログラムを実行する。ＣＰＵ１０は、基本プログラムを起動した場合、起動した基
本プログラムに係る基本画像を表示部２２に表示し、アプリケーションを起動した場合、
起動したアプリケーションに係る、主画を含むアプリケーション画像（以下、アプリ画像
という）を表示部２２に表示する。なお、基本画像及びアプリ画像は記憶部１４に記憶さ
れている。
【００３５】
　撮像部２０は、ＣＣＤ（Charge Coupled Device）などの撮像手段を備え、撮像した画
像信号（アナログ信号）を画像データ（デジタル信号）に変換する。変換された画像デー
タはＣＰＵ１０の制御によってＲＡＭ１２又は記憶部１４に記憶される。また、ＣＰＵ１
０の制御により、通信部１８が受信した画像データなどのデータはＲＡＭ１２又は記憶部
１４に記憶され、また、ＲＡＭ１２又は記憶部１４に記憶されている画像データなどのデ
ータは通信部１８から出力又は表示部２２に出力される。
【００３６】
　操作部１６は、アプリ画像に含まれる主画の変更指示、及び、記憶部（画像記憶部）１
４に記憶されている画像データの選択を受付ける手段（受付手段）として動作し、ＣＰＵ
１０は、操作部１６が変更指示及び画像の選択を受付けた場合、アプリ画像に含まれる主
画を、選択された画像に変更する手段（変更手段）、及び、選択された画像を縮小したア
イコンを作成する手段（作成手段）として動作する。主画を変更する場合、例えばＣＰＵ
１０により記憶部１４に記憶されている主画設定が更新される。また、作成したアイコン
は、ＣＰＵ１０の制御により、記憶部１４に記憶される。ＣＰＵ（表示制御手段）１０は
、アプリケーションを起動したまま、基本画像を表示部２２に表示する場合、基本画像上
に前記アプリ画像に含まれる主画を縮小したアイコン（前記作成したアイコン）を表示す
る。
【００３７】
　また、ＣＰＵ１０が実行するアプリケーションが処理するデータには、例えばデータの
作成元及び／又は提供元の識別子が付加されており、ＣＰＵ１０は、前記識別子を識別す
る手段（識別手段）、及び、識別した識別子のうち、所定の識別子が付加されているデー
タに対するアプリケーションの処理は許可し、他の識別子が付加されているデータに対す
るアプリケーションの処理は禁止する手段（実行制御手段）として動作する。例えば、Ｃ
ＰＵ１０が音声データを再生するアプリケーションを実行する場合、音声データには楽曲
名、歌手名、会社名などの情報（以下、ＡＵＴＨ情報という）が付加されており、所定の
会社のみ再生を許可することが可能である。また、前記音声データを再生するアプリケー
ションは、イコライザ又はリバーブなどの音響効果に関する処理（エフェクト処理）を含
んでいる。
【００３８】
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　また、ＣＰＵ１０は、複数のアプリケーションプログラムを起動した場合、起動したア
プリケーションプログラムを並列的に実行する。例えば、音声データの再生と通信部１８
のデータ送受信とを並列的に実行したり、音声データの再生と文書作成とを並列的に実行
することが可能である。
【００３９】
　上述したように、ＣＰＵ１０は、表示部２２にデフォルトとして基本画像を表示する。
図２（ａ）は表示部２２に表示された基本画像３０の例を示す図である。基本プログラム
は、装置全体の制御プログラムであり、日時を管理しており、基本画像３０には、時刻表
示枠３２、日時表示枠３４が含まれている。また、操作部１６で受付けた操作に応じてＣ
ＰＵ１０が、例えば音声データの再生を行うアプリケーションを起動した場合、アプリ画
像が表示される。図２（ｂ）は表示部２２に表示されたアプリ画像４０の例を示す図であ
る。アプリ画像４０には、起動したアプリケーションに係る主画４２と、その他のＢＧＭ
ボタン４４、エフェクトボタン４６、曲名枠４８などの画（副画）が含まれている。
【００４０】
　アプリ画像４０の主画４２は、上述したように、ユーザが選択した画像である。また、
アプリ画像４０の曲名枠４８には、再生対象の音声データに付加されているＡＵＴＨ情報
からＣＰＵ１０が抽出した楽曲名が表示される。操作部１６への操作によって、アプリ画
面４０のエフェクトボタン４６が選択された場合、ＣＰＵ１０は、記憶部１４に記憶され
ている図示しないエフェクト設定画像を表示部２２に表示して、操作部１６からエフェク
トの設定を受付ける。また、操作部１６への操作によって、アプリ画面４０のＢＧＭボタ
ン４４が選択された場合、ＣＰＵ１０は、アプリ画像４０を閉じて、基本画像３０上に記
憶部１４に記憶されているアイコンを表示する。図３は、基本画像３０上に表示されたア
イコン５２の例を示す図である。アイコン５２は、上述したように、閉じられたアプリ画
像４０の主画４２を縮小した画像である。
【００４１】
　次に、本発明に係るプログラム処理装置を用いた音声データの再生処理について説明す
る。音声データを再生するアプリケーションは、通信部１８からダウンロード（受信）し
て記憶部１４に記憶したり、予め記憶部１４に記憶しておくことが可能である。図４はア
プリ画像の変更手順の例を示すフローチャートである。操作部１６から変更指示及び画像
選択を受付けた（Ｓ１０）ことにより、ＣＰＵ１０は、アプリ画像に含まれる主画を、選
択された画像に変更する（Ｓ１２）。また、ＣＰＵ１０は、選択されたアプリ画像に含ま
れる主画を縮小してアイコンを作成し（Ｓ１４）、作成したアイコンを記憶部１４に記憶
する（Ｓ１６）。
【００４２】
　操作部１６への操作によって音声再生アプリケーションの実行指示及び再生する音声デ
ータの指示が行われた場合、ＣＰＵ１０は、音声データに付加されているＡＵＴＨ情報を
抽出し、所定の会社の場合は、音声再生アプリケーションを起動し、基本画像３０上にア
プリ画像４０を表示すると共に、音声データの再生処理を開始して、スピーカ２４から音
声を出力する。その後、操作部１６への操作によって、アプリ画像４０のＢＧＭボタン４
４が選択された場合、ＣＰＵ１０は、アプリ画像４０を閉じて、音声再生処理を継続しな
がら、基本画像３０に記憶部１４から読出したアイコン５２を表示する。
【００４３】
　また、アイコン５２を表示した状態で、例えば文書作成アプリケーションが起動された
場合、ＣＰＵ１０は、図示しない文書作成画面を表示部２２に表示し、音声再生と並列し
て、文書作成処理を行う。また、アイコン５２を表示した状態で、例えば通信部１８がデ
ータを受信した場合、ＣＰＵ１０は、音声再生と並列してデータ受信を行う。なお、アイ
コン５２を表示した状態で、操作部１６への操作によって、基本画像３０上のアイコン５
２が選択された場合、ＣＰＵ１０は、アプリ画像４０を表示する。
【００４４】
　上述したプログラム処理装置は、コンピュータ、携帯電話、ＰＤＡ（Personal Digital
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 Assistant）などの任意のプログラム処理装置に適応可能である。なお、基本画像３０に
表示するアイコン５２は、主画４２のみに限定はされず、アプリ画像４０に含まれる主画
４２と、他の枠４８、ボタン４４，４６などの画（副画）とを任意に組合わせた画像とす
ることが可能である。
【００４５】
　また、上述した実施の形態において、アプリケーションが処理を行うデータを暗号化し
ておき、暗号化したデータをＣＰＵ（復号手段）１０で復号することも可能である。また
、通信部１８で受信した本発明に係るプログラム、又は、図示しない外部記憶装置で読出
可能な記録媒体に記録された本発明に係るプログラムをＣＰＵ１０に実行させることによ
り、ＣＰＵ１０を上述した各手段として動作させることが可能である。
【図面の簡単な説明】
【００４６】
【図１】本発明に係るプログラム処理装置の例を示すブロック図である。
【図２】（ａ）は表示部に表示された基本画像の例を示す図であり、（ｂ）は表示部に表
示されたアプリ画像の例を示す図である。
【図３】基本画像上に表示されたアイコンの例を示す図である。
【図４】アプリ画像の変更手順の例を示すフローチャートである。
【符号の説明】
【００４７】
　１０　ＣＰＵ
　１２　ＲＡＭ
　１４　記憶部
　１６　操作部
　１８　通信部
　２０　撮像部
　２２　表示部
　２４　スピーカ
　３０　基本画像
　４０　アプリ画像
　４８　アイコン
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