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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
通信モードであるとき第１の輝度で通信モード表示を提供するスクリーンディスプレイと
、前記通信モードであるとき通信機能を制御する入力制御ハードウェアとを有する携帯電
話装置を、スリープモードで作動するための方法であって、
　スリープモードの輝度でスリープモード表示をレンダリングするステップであって、前
記スリープモード表示が、前記スクリーンディスプレイ領域の大部分を占める時刻表示を
含んでいて、前記スリープモード輝度が、前記第１の輝度よりも減光するものと、
　スリープモードのユーザー設定に指定されているアラーム時刻にアラームでユーザーに
警告するステップと、
　呼び出し及びメッセージ通知の少なくとも一部を抑制するステップと、
　前記ユーザーが警告されたとき、前記入力制御ハードウェアの前記通信機能の少なくと
も一部を中断するステップであって、前記中断するステップが、前記ユーザーに前記入力
制御ハードウェアの前記一部を使用して前記アラームを停止する事を許すものと、を含む
方法。
【請求項２】
前記スリープモードのユーザー設定が、前記携帯電話装置を前記スリープモードで作動す
るためのユーザーの選択を指定していること、を特徴とする請求項１記載の方法。
【請求項３】
前記スリープモードが、前記スリープモードのユーザー設定に指示されているスリープモ
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ード時刻、前記ユーザーによる手動始動、又は前記携帯電話装置のドッキングステーショ
ンへのドッキング、のうち１つによって可能化されることを特徴とする請求項１記載の方
法。
【請求項４】
前記呼び出し及びメッセージ通知の少なくとも一部を抑制するステップが、ユーザーが定
義した呼び出しの優先順位設定に基づいていることを特徴とする請求項１記載の方法。
【請求項５】
更に、
　前記携帯電話装置用ソフトウェアの更新をダウンロードしインストールすることを含む
前記携帯電話装置用ソフトウェアを更新するステップを含む請求項１記載の方法。
【請求項６】
前記更新するステップが、前記携帯電話装置を介し提供されるインターネットアクセスを
介して生じることを特徴とする請求項５記載の方法。
【請求項７】
前記携帯電話装置が、ドッキングステーションにドッキングされることと、
　前記更新するステップが、前記ドッキングステーションを介し提供されるインターネッ
トアクセスを介して生じることと、を特徴とする請求項５記載の方法。
【請求項８】
更に、
　前記携帯電話装置にストアされている携帯電話のデータを別の装置にストアされている
装置のデータと同期化するステップを含む請求項１記載の方法。
【請求項９】
前記同期化するステップが、前記携帯電話装置を介し提供される無線通信を介して生じる
ことを特徴とする請求項８記載の方法。
【請求項１０】
前記携帯電話装置が、ドッキングステーションにドッキングされることと、
　前記同期化するステップが、前記ドッキングステーションを介し提供される無線通信を
介して生じることと、を特徴とする請求項８記載の方法。
【請求項１１】
更に、
　前記ユーザーによって指定されているカスタムデータをリトリーブするステップであっ
て、前記カスタムデータが、天気、交通、株式情報、ニュース、電子メール、又はスポー
ツ、のうち少なくとも１つを含むものと、
　前記アラームが提供されるとき、前記ユーザーに前記カスタムデータを提供するステッ
プと、を含む請求項１記載の方法。
【請求項１２】
携帯電話装置をスリープモードで作動するための方法であって、
　ディスプレイが暗い環境で読み取り可能なように前記携帯電話装置の携帯電話ディスプ
レイを減光するステップと、
　前記携帯電話ディスプレイ領域の大部分に時刻表示を視覚的に表示するステップと、
　スリープモードのユーザー設定に指定されているアラーム時刻にアラームでユーザーに
警告する前記携帯電話装置用アラームモードを起動するステップと、
　前記携帯電話の入力制御ハードウェアの通信機能の少なくとも一部を中断する前記スヌ
ーズ機能を起動するステップであって、前記スヌーズ機能を起動するステップが、前記入
力制御ハードウェアの前記一部の機能を使用し、前記ユーザーが前記アラームを一時的に
停止する事を許すものと、
　呼び出し及びメッセージ通知の少なくとも一部を抑制するステップと、を含む方法。
【請求項１３】
前記スリープモードのユーザー設定が、前記携帯電話装置を前記スリープモードで作動す
るためのユーザーの選択を指定することを特徴とする請求項１２記載の方法。
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【請求項１４】
前記スリープモードが、前記スリープモードのユーザー設定に指示されているスリープモ
ード時刻、前記ユーザーによる手動始動、又はドッキングステーションへの前記携帯電話
装置のドッキング、のうち１つによって可能化されることを特徴とする請求項１２記載の
方法。
【請求項１５】
更に、
　前記携帯電話装置に関するソフトウェアに対する更新を、インターネットアクセスを介
しチェックするステップと、
　前記携帯電話装置用の前記ソフトウェア更新をダウンロードするステップと、を含む請
求項１２記載の方法。
【請求項１６】
更に、
　前記携帯電話装置にストアされている携帯電話のデータを別の装置にストアされている
装置のデータと同期化するステップを含む請求項１２記載の方法。
【請求項１７】
更に、
　前記ユーザーによって指定されたカスタムデータをリトリーブするように前記携帯電話
装置を準備するステップであって、前記カスタムデータが、天気、交通、株式情報、ニュ
ース、電子メール、又はスポーツ、のうち少なくとも１つを含むものと、
　前記カスタムデータをリトリーブするステップと、
　前記ユーザーによって設定されている前記アラーム時刻に前記カスタムデータを前記ユ
ーザーに提供するステップと、を含む請求項１２記載の方法。
【請求項１８】
ディスプレイ、入力／出力ハードウェア、プロセッサー、及びメモリーを含む携帯電話で
あって、前記携帯電話が、通信を送信及び受信するための通信モードを含んでいて、ステ
ップを実行するための命令を含むプロセッサー可読コードが、
　前記ディスプレイを通信モードの明るさよりも小さい明るさに減光するステップと、
　前記ディスプレイ領域の大部分に時刻表示を視覚的に表示するステップと、
　前記ユーザーによって指定されているアラーム時刻にアラームでユーザーに警告するス
テップと、
　前記入力／出力ハードウェアの通信機能の少なくとも一部を中断し、前記入力／出力ハ
ードウェアの前記一部を使用して前記ユーザーが前記アラームを一時的に停止する事を許
すステップと、
　呼び出し及びメッセージ通知の少なくとも一部を抑制するステップと、
　前記携帯電話にストアされている携帯電話のデータを別の装置にストアされている装置
のデータと同期化するステップと、
　前記ユーザーによって指定されたカスタムデータをリトリーブし、前記アラーム時刻に
前記カスタムデータを前記ユーザーに提供するステップと、含むことを特徴とする携帯電
話装置。
【請求項１９】
前記同期化ステップが、前記携帯電話によって提供される無線通信を介して生じることを
特徴とする請求項１８記載の装置。
【請求項２０】
前記携帯電話が、ドッキングステーションにドッキングされることと、
　前記同期化ステップが、前記ドッキングステーションによって提供される無線通信を介
して生じることと、を特徴とする請求項１８記載の装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
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　本発明は、移動通信装置に関し、具体的にはスリープモード時の携帯電話の機能性に関
する。
【背景技術】
【０００２】
　携帯電話のような移動通信装置機能は、近年、非常に進歩している。電子メール及びイ
ンターネットアクセス、カレンダー及びスケジューリング機能、音楽プレーヤー機能及び
他の装置との同期化を提供するアプリケーションは、多くの携帯電話上で利用可能なほん
のいくつかの機能である。これらの進歩によって携帯電話のユーザーは、自分の連絡先、
スケジュール、及びその他の情報を管理しアクセスすることに関して自分達の携帯電話に
より強く頼るようになってきている。
【０００３】
　携帯電話に一般的に提供されている一機能は、アラーム機能又はリマインダー機能であ
る。しかしながら、携帯電話は、通常、比較的単純なアラーム又はリマインダーの実装を
含む。携帯電話のアラーム時計は、通常、ユーザーが警告を欲する特定の複数の時刻に１
つ以上のアラームをユーザーに設定させるだけであって、ほとんどの携帯電話のアラーム
時計設定は、それを実行するに過ぎない。
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　本発明の目的は、ユーザーが定義したスリープモード設定に基づいてスリープモードで
作動可能な携帯電話を提供することである。
【課題を解決するための手段】
【０００５】
　この「課題を解決するための手段」は、以下の「発明を実施するための形態」に更に記
載されるいくつかの概念を簡易化された形式で紹介するように提供されている。この「課
題を解決するための手段」は、請求項記載対象の重要な機能又は本質的な特徴を識別する
ように意図されておらず、請求項に記載した対象の範囲を決定する際に支援をするように
使用されることも意図されていない。
【０００６】
　本技術の一態様は、ユーザーが定義したスリープモード設定に基づいて携帯電話をスリ
ープモードで作動させる。スリープモード機能は、ユーザーによって指定されているアラ
ーム時刻に警告をユーザーに与える。スリープモードの間、ディスプレイの明るさが控え
目となり得、暗い環境で時刻の確認が可能である改善された形式で時刻が表示され得る。
携帯電話上のボタンは、特定のアラーム停止ボタンが押下されていない場合、スヌーズボ
タンとして機能し得る。更に、携帯電話によって受信される呼び出し及びメッセージの少
なくとも一部が抑制され得る。
【０００７】
　本技術の別の態様は、携帯電話がドッキングステーションにドッキングされたとき、ス
リープモードを自動起動可能にする。ドッキングステーションは、スヌーズ及びアラーム
停止機能性に関するボタンも提供し得る。
【０００８】
　本技術の別の態様は、スリープモード設定に基づいてスリープモードの間に、携帯電話
が、ソフトウェア更新をインストール可能になる。本技術は、スリープモード設定に基づ
いてスリープモードの間に携帯電話が携帯電話のデータを別の装置上のデータと同期可能
にする。これは、電話又はドッキングステーションのどちらかを介し提供される通信を使
用して実行され得る。
【０００９】
　本技術の別の態様は、スリープモード設定によって指定されているアラーム時刻にカス
タムデータをユーザーに提供する。例えば、カスタムデータは、ニュース、交通、天気、
スポーツ、電子メール、株式情報などを含み得る。
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【図面の簡単な説明】
【００１０】
【図１】典型的な携帯電話のアーキテクチャの例を示す。
【図２】携帯電話装置をスリープモードで作動する一プロセスに関する流れ図である。
【図３】携帯電話装置をスリープモードのユーザー設定に基づいてスリープモードに移行
する一プロセスに関する流れ図である。
【図４Ａ】通信モードで作動中の携帯電話装置の例を示す。
【図４Ｂ】スリープモードで作動中の携帯電話装置の例を示す。
【図５】スリープモードの間、ドッキングステーションにドッキングされている携帯電話
装置の例を示す。
【図６】ユーザーに利用可能なスリープモード設定の例を示す。
【図７】設定されたアラーム時刻にユーザーに提供されるカスタムデータ表示の例を示す
。
【発明を実施するための形態】
【００１１】
　本技術の種々な態様は、移動通信装置のスリープモード動作を提供する。移動通信装置
は、携帯電話、ＰＤＡ、高度自動機能電話（スマートフォン）などを含み得る。論述のた
めに、そのような装置は、携帯電話として参照されているが様々な移動通信装置を包含す
る携帯電話を参照している。
【００１２】
　携帯電話は、通常、通信モードとして参照されるモードで作動する。通信モードは、例
えば、装置上のハードウェアボタンによって制御される通信機能動作を含む携帯電話によ
って通常、利用される動作を包含する。通信モードは、電話の送受、テキストメッセージ
、及び電子メールの送信及び受信を含み得る。通信モードは、携帯電話上のアプリケーシ
ョンにアクセスし、それらのアプリケーションにハードウェアボタンを介し、手動でアク
セスするためのメニューを表示することを含む。通信モードは、携帯電話上のアプリケー
ションを介し実行される音楽の再生、連絡先情報の入力、ゲームプレイ、及びその他機能
の多くを利用可能にする。
【００１３】
　本技術のスリープモードは、例えば、ユーザーが就寝している時など、携帯電話をアイ
ドリング動作に最適化されている装置に変更する動作モードである。
【００１４】
　図１は、携帯電話に関する典型的なアーキテクチャの例を示している。携帯電話装置（
１００）は、メモリー（１１０）、物理コネクター（１２０）、プロセッサー（１４０）
、入力／出力（Ｉ／Ｏ）制御装置（１５０）、セルラー方式無線チャネル及びＷＬＡＮ／
ＷＭＡＮデータチャネル（１６０）、並びに電源制御装置（１７０）を有する。これらの
コンポーネントそれぞれは、携帯電話（１００）のシステムバス（１８０）を介し接続さ
れる。
【００１５】
　メモリー（１１０）は、携帯電話オペレーティングシステム（１１２）、アプリケーシ
ョン（１１４）、及び不揮発性ストレージ（１３０）を含む。メモリー（１１０）は、不
揮発性メモリー及び揮発性メモリーを含む様々な任意のメモリー記憶媒体タイプであり得
る。オペレーティングシステム（１１２）は、携帯電話（１００）の異なる動作を処理し
、電話呼び出しの設置及び受信、テキストメッセージング、ボイスメールのチェックのよ
うな動作に対するユーザーインターフェースを含み得る。アプリケーション（１１４）は
、写真及び／又は映像用のカメラアプリケーション、アドレス帳アプリケーション、カレ
ンダーアプリケーション、メディアプレーヤー、インターネットブラウザー、ゲーム、ア
ラームアプリケーション、第三者の別のアプリケーションなど任意の分類のプログラムで
あり得る。メモリー（１１０）の不揮発性ストレージコンポーネント（１３０）は、ウェ
ブキャッシュ、ミュージックデータ、フォトデータ、連絡先データ、スケジュールデータ
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、及びその他ファイルのようなデータを含む。
【００１６】
　オペレーティングシステム（１１２）は、ディスプレイ（１５２）、スピーカー（１５
４）、キーボード（１５６）、カメラ（１５８）のようなハードウェアを含む携帯電話（
１００）のハードウェアを管理する。オペレーティングシステム（１１２）は、例えば、
ユーザーによって要求されるタスクを実行し、着信データを処理するための携帯電話（１
００）上のソフトウェア（すなわちアプリケーション（複数）（１１４））も管理する。
これは、オペレーティングシステムの制御及びメモリー（すなわちＲＡＭ）の割り当て、
システムタスク、システムリソース、ファイルシステムなどを介して生じる。プロセッサ
ー（１４０）は、この制御及び割り当てに従って携帯電話用の動作を実行する。例えば、
ユーザーは、携帯電話（１００）上のキーボード（１５６）を使用し、メディアプレーヤ
ーアプリケーションを介して映像ファイルを開こうと試み得る。この場合、オペレーティ
ングシステム（１１２）は、不揮発性ストレージコンポーネント（１３０）にストアされ
ている所望のファイルを開くようにプロセッサー（１４０）に指示し得る。このプロセス
の間、オペレーティングシステム（１１２）は、呼び出しを受信するためのアプリケーシ
ョンのように同時に使用する別のアプリケーション動作も制御するようにプロセッサー（
１４０）に指示し得る。ファイルが一旦アクセスされると、オペレーティングシステム（
１１２）は、スピーカー（１５４）において音を再生し、映像ファイルに対してはディス
プレイ（１５２）において画像を再生するためにＩ／Ｏ制御装置（１５０）を使用し、入
力及び出力装置を制御するようにプロセッサー（１４０）に指示し得る。
【００１７】
　携帯電話（１００）の電源制御装置（１７０）は、携帯電話の電源（１７２）から携帯
電話（１００）及びその異なる機能を作動するために使用される異なる携帯電話コンポー
ネント用回路に、電力を割り当てる。
【００１８】
　更に、物理コネクター（１２０）は、交流アダプター又は電源付ドッキングステーショ
ンのような外部電源に携帯電話（１００）を接続するために使用され得る。そのような接
続は、電源制御装置（１７０）を介し携帯電話の電源（１７２）を充電するために使用さ
れ得る。物理コネクター（１２０）は、計算装置に対するデータ接続としても使用され得
る。データ接続は、携帯電話のデータを別の装置上の計算データと同期化するような動作
を可能にする。
【００１９】
　携帯電話（１００）は、通話、テキストメッセージ、電子メール、ウェブページデータ
などのようなデータを受信し送信するためのセルラー方式無線チャネル及びＷＬＡＮ／Ｗ
ＭＡＮデータチャネル（１６０）を含む。携帯無線通信は、任意の携帯電話の通信標準ネ
ットワークプロトコル（すなわちＧＳＭ、ＰＣＳ、Ｄ－ＡＭＰＳ、ＵＭＴＳなど）を介し
て生じ得る。携帯電話（１００）は、同様にデータを受信し送信するための無線ＬＡＮ、
ブルートゥースなどのような増設通信チャネル（１６２）も含み得る。携帯電話（１００
）は、ＧＰＳのような通信用増設機能エレメント（１６４）を有し得る。記載した通信メ
ディアそれぞれが、携帯電話（１００）上のアンテナ（１６６）を介し、アクセスされる
。携帯電話（１００）動作用通信メディアは、記載したメディアに限定されず、当技術分
野で知られている別の任意の通信メディアを含み得る。
【００２０】
　図２は、スリープモードアプリケーションを介し携帯電話をスリープモードで作動する
ためのプロセスを示している。スリープモードアプリケーションは、メモリー（１１０）
にストアされているアプリケーション（１１４）の集まりとともにストアされ得る。一実
装において、スリープモードアプリケーションは、任意の携帯電話装置にインストールさ
れ得るスタンドアロンアプリケーションである。別の実装において、スリープモードアプ
リケーションは、携帯電話（１００）に含まれ得るプレインストールされたデバイスアプ
リケーションである。
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【００２１】
　スリープモードアプリケーションは、ユーザーが警告を欲するアラーム時刻などに携帯
電話をスリープモードで作動するための異なる好みの設定をユーザーに指定させる。ユー
ザーは、例えば、スリープモードの間、どのようにしてディスプレイの明暗を和らげるか
又は時計を表示するか否かのような表示オプションを指定し得る。ユーザーは、スリープ
モードの間、呼び出しが抑制される必要があるか否かも指定し得る。例えば、スリープモ
ードの間に受信される呼び出しすべてに対する通知トーンが無音に設定され得る。ユーザ
ーは、ユーザーが指定したアラーム時刻に警告されたとき、携帯電話のハードウェアボタ
ンが、スヌーズボタンとして機能する必要があるか否か指定し得る。ユーザーは、ソフト
ウェアの更新が、スリープモードの間にダウンロードされインストールされる必要がある
か否か指定し得る。ユーザーは、スリープモードの間に携帯電話のデータ（すなわち連絡
先、カレンダーなど）が別の装置上のデータと同期させる必要があるか否か指定し得る。
ユーザーは、アラーム時刻にカスタムデータをリトリーブするか否か指定し得る。カスタ
ムデータは、データ入力を介し受信されるオフラインコンテンツであり得る。このデータ
入力は、ウェブコンテンツをリトリーブするために、通常、使用される任意の形式（すな
わちＲＳＳ、ＸＭＬなど）であり得る。ユーザーは、アラーム時刻にどのカスタムデータ
タイプ（すなわち、新しい、天気、交通など）をリトリーブし、カスタムデータをユーザ
ーに提供する必要があるか否か指定し得る。スリープモード設定に関する好みの設定それ
ぞれを、図３の説明に更に詳細に記載する。
【００２２】
　一実施形態において、携帯電話をスリープモードで実行するためのスリープモード設定
の一部は、スリープモードアプリケーションに関するデフォルトの設定である。したがっ
て、実施形態の中には、デフォルト設定が、ユーザーが指定するオプションとして提供さ
れ得ないものもある。それらは、その代わりにスリープモードアプリケーションに対する
デフォルト設定をプリセットされている。
【００２３】
　スリープモードアプリケーションは、スリープモード設定に基づいてスリープモードの
間、携帯電話の入力及び出力装置を制御し得る。これは携帯電話の表示、音声、ハードウ
ェアボタン（すなわちキーボード（１５６））のような制御を含むがこれらに限定されな
い。一実施形態において、この制御は、携帯電話（１００）上のＩ／Ｏ制御装置（１５０
）によって実行され得る。例えば、携帯電話（１００）に対するディスプレイの明暗は、
Ｉ／Ｏ制御装置（１５０）にアクセスすることによって制御され得る。
【００２４】
　一実施形態において、スリープモードアプリケーションは、携帯電話上の別のアプリケ
ーションのＡＰＩにもアクセスし得、スリープモード設定に基づいてスリープモード機能
を始動する。例えば、スリープモードアプリケーションは、携帯電話の同期化アプリケー
ションのＡＰＩにアクセスし得、同期化に関する設定がスリープモード設定において設定
されている場合、スリープモードの間、別の装置との同期化を始動する。
【００２５】
　図２のステップ（４１０）において、携帯電話は、通信モードで実行している。前述し
たように、通信モードは、例えば、呼び出しの受信及び送信、テキストメッセージング、
音楽の再生、及び連絡先情報の入力、を含む携帯電話の通常の動作を包含している。携帯
電話は、スリープモードのような別のモードが起動されていない場合、通信モードで作動
し続ける。
【００２６】
　ステップ（４２０）において、スリープモードアプリケーションは、スリープモードが
起動されているか否かチェックする。一実施形態においてこれは、スリープモード設定の
スリープモードオプションが「ｏｎ」に設定されているか否かチェックすることによって
実行され得る。別の実施形態においてこれは、スリープモードを開始するための特定の時
刻に達しているか否かチェックすることによって実行され得る。この時刻は、スリープモ
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ードアプリケーションに関するスリープモード設定に指定され得る。別の実施形態におい
てこれは、携帯電話がドッキングステーションにドッキングされているか又は充電中かチ
ェックすることによって実行され得る。別の実施形態において、これらの指示のうちどれ
か１つがスリープモードを始動し得る。スリープモードがこれらのイベントのうちどれか
１つによって始動されている場合、スリープモードアプリケーションは、スリープモード
設定に従ったスリープモードで作動するように装置を調節する（ステップ４３０）。スリ
ープモードが起動されていない場合、装置は、通信モードで作動し続ける。
【００２７】
　図３は、（例えば、ユーザーによるか又はデフォルトによって設定される）スリープモ
ード設定に基づいて、スリープモードで作動するように携帯電話を調節するための（図２
の）ステップ（４３０）のプロセスを説明している。図３は、異なるスリープモードに関
する機能と、それらがどのように携帯電話をスリープモード設定に従って調節するか示し
ている。これらの機能は、減光機能（５１０）、時計機能（５２０）、アラームモード（
５４０）、スヌーズ機能（５３０）、呼び出し抑制機能（５５０）、同期化機能（５６０
）、更新機能（５７０）、及びカスタムデータリトリーブ機能（５８０）を含むがこれら
に限定しない。これらの機能の動作の順番は、図３に示されている例に制限されない。同
様に、これらの機能それぞれが同時に実行され得、及び／又はこれらのうちどれか１つの
機能がプロセスから完全に除外され得る。
【００２８】
　図３に示した例において、減光機能（５１０）は、携帯電話がスリープモードで作動す
るとき、携帯電話ディスプレイを減光するように設定されているスリープモード設定が存
在するか否かチェックする（ステップ５１２）。通信モードで作動する携帯電話において
、ユーザーインターフェース及びオペレーティングシステムは、通常、携帯電話ディスプ
レイに対し輝度を設定する機能をユーザーに提供する。通常、通信モードは、携帯電話デ
ィスプレイに対し設定されている輝度を使用し、作動する。通信モードの間、携帯電話は
、携帯電話がアイドリングしている（すなわち、使用されてない）一定時間経過後も表示
停止し得る。スリープモードにおいて、スリープモード設定が、携帯電話ディスプレイが
減光される必要があることを示している場合、減光機能が起動される（ステップ５１４）
。この機能は、携帯電話ディスプレイを減光する。一実施形態において、ディスプレイが
、低輝度レベル（すなわちスリープモードの輝度）に減光される。例えば、ディスプレイ
輝度は、通信モードの間、使用される輝度よりも更に低いスリープモードレベルに減光さ
れ得る。一実施形態において、ディスプレイの明暗は、例えば具体的には、ユーザーを気
づかせないように特に低いスリープモードの明暗レベルに設定され得るが、それでも暗い
環境においてディスプレイの読みとりを可能にする。
【００２９】
　したがって表示が、一旦減光されるか（ステップ５１４）又は指定された減光設定が存
在しない場合、時計機能（５２０）は、スリープモード設定が、現在時刻が表示される必
要があることを指定しているか否かチェックする（ステップ５２２）。通常、通信モード
において、携帯電話は、例えば、異なる携帯電話アプリケーションにアクセスするための
メイン画面のような異なるタイプの情報を表示する。通信モードにおいて携帯電話ディス
プレイは、電話がある時間の間、アイドリングした後、単に停止し得る。スリープモード
において、スリープモード設定が、現在時刻が表示される必要があることを指定している
場合、時計機能が起動される（ステップ５２４）。時計機能は、容易に読み取り可能な方
法で携帯電話ディスプレイに現在時刻を表示する。例えば、時刻が、ディスプレイ領域の
大部分を使用する方法で表示され得、ユーザーが現在時刻を容易に見ることが可能になる
。更に、減光機能（５１０）によって提供され得る低レベルのスリープモードの明暗もま
た、時刻を容易に読み取り可能な形式で表示可能にする。しかしながら、時計機能は、こ
の方法だけの時刻表示に限定されない。時計機能は、いくらかの表示領域を使用して時刻
を表示し得る。
【００３０】
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　時計機能（５２０）が、一旦、時刻を表示するように携帯電話を調節するか又はそのよ
うな設定がスリープモード設定に指定されていない場合、アラームモード（５４０）は、
アラーム時刻が設定されているか否かチェックする（ステップ５４２）。通常、通信モー
ドにおいて、アラーム時刻が設定されている場合、アラームがアラーム時刻に鳴る。しか
しながら、通信モードは、通常、アラームを作動する方法ですることを実行するだけであ
る。スリープモードにおいて、アラーム時刻がスリープモードのユーザー設定によって指
定されている場合、アラームモードが起動される（ステップ５４４）。アラームモードは
、アラームが指定されたアラーム時刻にユーザーに提供され得るように現在時刻をトラッ
キングしている。一実装において、アラームモードは、スリープモードのユーザー設定に
基づいて、アラーム時刻に異なるタイプの警告をユーザーに与えるように設定され得る。
例えば、ユーザーは、特定のトーン、歌曲、音声記録などによって警告され得る。
【００３１】
　アラームモードが起動された場合（ステップ５４４）、スヌーズ機能（５３０）は、ス
ヌーズ機能性設定が指定されているか否かチェックする（ステップ５３２）。通常、通信
モードのハードウェアボタンが、呼び出し送信及び／又は終了、発信、電話の起動又は停
止などのような特定の目的に対し使用される。スリープモードにおいて、スヌーズ機能性
が携帯電話に追加される必要がある場合、スヌーズ機能が起動される（ステップ５３４）
。スヌーズ機能（５３０）は、警告がユーザーに与えられたとき、携帯電話の通常の通信
（例えば発信）モード機能からスヌーズ機能に変換するために、それらのハードウェアボ
タンの少なくとも一部を準備する。すなわち、ハードウェアボタンの一部は、設定された
アラーム時刻にユーザーに提供される警告を一時的に中断し得る。スリープモードの間、
ハードウェアボタンの一部は、警告が与えられたとき、スヌーズボタンとして作動するよ
うに準備されている。スヌーズ機能は、アラーム時刻に特定のアラーム停止ハードウェア
ボタンが押下されるまで、スヌーズボタンとして機能するようにハードウェアボタンの一
部を変換する。
【００３２】
　スヌーズ機能（５３０）が一旦、携帯電話に対しスヌーズボタンに変換するためのハー
ドウェアボタンを準備するか又はスヌーズ機能性に対しそのような設定が指定されていな
い場合、呼び出し抑制機能（５５０）は、スリープモード設定がスリープモードの間、受
信された呼び出し及びメッセージが抑制される必要があることを指定しているか否かチェ
ックする（ステップ５５２）。通常、通信モードにおいて、呼び出し及びメッセージすべ
ては、例えば、呼び出しを受信したときに携帯電話が鳴るような通知オプションの設定な
ど、通信モードに設定された通知オプションに基づいてユーザーに通知することによって
受信される。スリープモードにおいて、呼び出し及びメッセージが、スリープモードの間
、抑制される必要がある場合、呼び出し抑制機能が起動される（ステップ５５４）。呼び
出し抑制機能は、スリープモード設定に基づいて受信された呼び出し通知及びメッセージ
をユーザーに通知する方法を変更することによって、呼び出し及びメッセージを抑制する
。例えば、一実施形態において、呼び出し及びメッセージは、呼び出し及びメッセージに
対する通知トーンを変更することによって、抑制され得、携帯電話がスリープモードにあ
る間、受信された呼び出し及びメッセージに対する通知はトーンがない（すなわち音のな
い呼び出しトーンである）。一実施形態において、一定の呼び出しは、特定の音声メッセ
ージに送信され得、ユーザーが電話に出ることができないことを呼び出し元に警告する。
別の実施形態において、抑制された呼び出しがユーザーのボイスメールに直接に送信され
得る。別の実施形態において、呼び出し及びメッセージは、送付者の優先順位設定に基づ
いて抑制され得る。例えば、最優先の送付者から受信された呼び出し及びメッセージは、
聞きとれる通知で受信され得、一方、その他の人からの呼び出し及びメッセージは、前述
した抑制のために、任意の方法で抑制され得る。これらの優先順位の設定は、スリープモ
ードアプリケーション用スリープモードの設定か又は別の携帯電話アプリケーション（す
なわちアドレス帳アプリケーション）に指定される設定において指定され得る。スリープ
モードの抑制機能を作動するための異なるオプションを論述しているが、抑制のためのオ
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プションは、論述したものに限定されず、様々な任意の抑制オプション又は組み合わせた
抑制オプションを含み得る。
【００３３】
　呼び出し抑制機能が、一旦、起動されるか（ステップ５５４）又はそのような設定が指
定されていない場合、同期化機能（５６０）は、同期化設定が指定されているか否かチェ
ックする（ステップ５６２）。典型的な通信モードにおいて、同期化は通常、ユーザーが
、携帯電話を別の装置との同期を開始する必要があることを指定したとき、生じる。スリ
ープモードにおいて、スリープモード設定が、携帯電話が別の装置と同期する必要がある
ことを示している場合、同期化機能が起動される（ステップ５６４）。同期化機能は、携
帯電話のデータ（例えば、連絡先、カレンダーなど）を指定された装置に関するデータと
同期させる。例えば、携帯電話を同期する必要がある装置は、スリープモードアプリケー
ションに対するスリープモード設定又は別の携帯電話アプリケーション（すなわち、同期
化アプリケーション）に指定された設定において指定され得る。同期化機能の間、携帯電
話が、そのカレンダー、連絡先、ファイルなどを更新し得、指定された装置に含まれてい
る情報と一致させるか又はその逆もあり得る。
【００３４】
　一実施形態において、同期化機能は、携帯電話を介し利用可能な無線通信を介して生じ
る。例えば、同期化は、別の装置とブルートゥース通信を介して生じ得る。
【００３５】
　同期化機能が、一旦、起動されるか（ステップ５６４）又はそのような設定が指定され
ていない場合、更新機能（５７０）は、更新設定が指定されているか否かチェックする（
ステップ５７２）。通常の通信モードにおいて、携帯電話に対する更新が手動でダウンロ
ード及び／又はインストールされ得る。スリープモードにおいて、更新に対するチェック
は、携帯電話がスリープモードに移行するたびに実行され得る。スリープモード設定が、
携帯電話が更新に対しチェックする必要があることを指定している場合、更新機能が起動
される（ステップ５７４）。更新機能は、携帯電話に対し利用可能な任意の更新があるか
否かチェックする。これらの更新は、アプリケーション、携帯電話オペレーティングシス
テム（１１０）に対するソフトウェア更新などを含むがこれらに限定されない。一実施形
態において、携帯電話は、携帯電話のインターネットブラウザーアプリケーションにアク
セスすることによって、更新に対するチェックをし得る。任意の更新がオンラインで見出
された場合、それらは、スリープモードの間、ダウンロードされインストールされ得る。
【００３６】
　一実施形態において、携帯電話は、携帯電話を介して利用可能な無線通信を介し、更新
のダウンロード及び／又はインストールに対するチェックをし得る。例えば、更新は、前
述したような任意のタイプのＲＦ通信手段（例えば無線ＬＡＮ）を介し提供されるインタ
ーネットアクセスを介し、見出され得る。
【００３７】
　更新機能が、一旦、起動されるか（５７４）又はそのような設定が指定されていない場
合、カスタムデータリトリーブ機能（５８０）が、カスタムデータ設定が指定されている
か否かチェックする（ステップ５８２）。通常の通信モードにおいて、コンテンツは、ユ
ーザーがコンテンツに手動でアクセスするとき、取得され及び／又はリフレッシュされ得
る。スリープモードにおいて、スリープモード設定が、カスタムデータがアラーム時刻に
リトリーブされユーザーに提供される必要があることを指定している場合、カスタムデー
タリトリーブ機能が起動される（ステップ５８４）。カスタムデータリトリーブ機能は、
例えば、指定されたカスタムデータに従ってデータ入力を受信するためのスリープモード
アプリケーションを準備することによって、指定されたカスタムデータをリトリーブする
ためのスリープモードアプリケーションを準備する。カスタムデータは、ユーザーがアラ
ーム時刻に欲する新しい交通、天気、スポーツ、電子メール、株式情報など任意のデータ
であり得る。所望するカスタムデータがスリープモード設定において指定され得る。カス
タムデータリトリーブ機能（５８０）は、指定されているアラーム時刻前、指定されたデ
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ータ入力をリトリーブすることによって、カスタムデータをリフレッシュし、アラーム時
刻にそのカスタムデータをユーザーに提供する。また一方、一実施形態において、携帯電
話は、更新機能（５７０）のように、無線通信を介して利用可能な携帯電話を介し特定の
カスタムデータにアクセスし得る。
【００３８】
　カスタムデータリトリーブ機能が、一旦、起動されるか（ステップ５８４）又はそのよ
うな設定が指定されていない場合、携帯電話は、図３に記載したようなスリープモード機
能によって実行される調節に従って、スリープモードで作動する（ステップ４４０）。
【００３９】
　図２を再び参照すると、携帯電話がスリープモードで作動している間（ステップ４４０
）、カスタムデータは、アラーム時刻にリトリーブされ、スリープモード設定がユーザー
に提供される必要があることを指定している場合、スリープモードアプリケーションのカ
スタムデータリトリーブ機能（５８０）は、現在時刻が設定されたアラーム時刻の少し前
の時刻（ｎ）であるか否かチェックする（ステップ４５０）。図２の例において、現在時
刻がアラーム時刻前の時刻（ｎ）でない場合、携帯電話は、スリープモードで実行し続け
る。現在時刻がアラーム時刻から時刻（ｎ）を引いた時刻である場合、スリープモードア
プリケーションは、指定されたカスタムデータをリトリーブし（ステップ４６０）、携帯
電話をスリープモードで作動し続ける（ステップ４７０）。スリープモードアプリケーシ
ョンは、設定されたアラーム時刻前の任意の時刻にカスタムデータをリトリーブし得る。
一実施形態において、スリープモードアプリケーションは、設定されたアラーム時刻前に
カスタムデータをすぐにリトリーブし、アラーム時刻に最新情報をユーザーに提供する。
【００４０】
　実施形態の中には、ステップ（４５０）、（４６０）、及び（４７０）は、例えば、ア
ラーム時刻にユーザーに提供されるカスタムデータが存在しない場合、除外されるものも
ある。例えば、これは、ユーザーがカスタムデータをリトリーブされることを欲していな
かったか又は携帯電話がカスタムデータを受信不可能だった場合である。そのような場合
、携帯電話は、スリープモードで作動し（ステップ４４０）、現在時刻が設定されたアラ
ーム時刻と同一か否か確認するためのチェックをする（ステップ４８０）。
【００４１】
　ステップ（４８０）において、スリープモードアプリケーションは、現在時刻がまだア
ラーム時刻に達していない場合、スリープモードで実行し続ける。現在時刻が設定された
アラーム時刻に達している場合、警告がユーザーに与えられる（ステップ４９０）。
【００４２】
　ステップ（４９２）において、スリープモードアプリケーションは、スヌーズボタンが
押下されたか否かチェックする。これは、スヌーズ機能（５３０）が起動された場合（５
３４）に限って生じる。スヌーズボタンが押下された場合、スリープモードアプリケーシ
ョンは、現在時刻がスヌーズ時刻と同一か否かチェックする（ステップ４９４）。スヌー
ズ時刻は、スヌーズボタンが押下された後の任意の時刻であり得る。スヌーズ時刻は、ユ
ーザーが定義した設定か又はスリープモード設定におけるデフォルトの設定であり得る。
ステップ（４９４）において、スリープモードアプリケーションは、現在時刻がスヌーズ
時刻と同一か否かチェックし続ける。現在時刻がスヌーズ時刻と同一である場合、スリー
プモードは、ユーザーに警告を与える（ステップ４９０）。
【００４３】
　スヌーズボタンが押下されていないか又はスヌーズ機能（５３０）が起動されていない
場合、スリープモードアプリケーションは、アラーム停止ボタンが押下されているか否か
チェックする（ステップ４９６）。アラーム停止ボタンが押下されていない場合、ユーザ
ーは警告され続ける（ステップ４９０）。アラーム停止ボタンが押下された場合、スリー
プモードが終了し、携帯電話（１００）は、携帯電話モードで作動開始する（ステップ４
１０）。
【００４４】
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　一実施形態のステップ（４６０）において、カスタムデータがリトリーブされた場合、
ステップ（４９４）において、カスタムデータが、スヌーズ時刻前、いつでも再びリトリ
ーブされ得る。その時、ステップ（４９０）において、カスタムデータが、ユーザーが再
び警告されたとき、ユーザーに提供され得る。
【００４５】
　一実施形態のステップ（４６０）において、カスタムデータがリトリーブされた場合、
ステップ（４９０）において、警告がユーザーに与えられるとき、アラーム時刻にカスタ
ムデータを自動的に表示することによってそのカスタムデータがユーザーに提供される。
別の実施形態のステップ（４６０）において、カスタムデータがリトリーブされた場合、
カスタムデータが、携帯電話用のインターネットブラウザーを介し、アラーム時刻にユー
ザーに提供される。すなわち、ユーザーは、インターネットブラウザーを開くことによっ
て、提供されたカスタムデータにアクセスし得る。更に別の実施形態のステップ（４６０
）において、カスタムデータがリトリーブされた場合、カスタムデータがユーザーの要求
時、ユーザーに提供される。例えば、携帯電話が、アラーム時刻にカスタムデータにアク
セスするように、ユーザーにプロンプトを表示し得る。
【００４６】
　図２のプロセスの初めから終わりまで、スリープモードは、手動によるスリープモード
停止、ドッキングからの携帯電話装置の取り外しなどによって、中断又は停止され得る。
【００４７】
　図４Ａは、図２のステップ（４１０）に記載したような通信モードで作動中の携帯電話
（６００）の例を示している。携帯電話ディスプレイ（６１０）は、携帯電話アプリケー
ションに関するメニューオプションを表示し得る。ハードウェアボタン（６２０）は、携
帯電話機能を作動するために使用され得る。
【００４８】
　図４Ｂは、スリープモードで作動中の携帯電話（６００）の例を示している。ディスプ
レイ（６１０）は、容易に読み取り可能な形式で表示されている現在時刻（６１５）（す
なわち時計機能（５２０））を示していて、時刻（６１５）がディスプレイ領域の大部分
に表示されている。更に、ディスプレイの明暗は、減光機能（５１０）に関して指定され
たスリープモード設定に基づいて減光され得る。携帯電話（６００）上のハードウェアボ
タン（６２０）は、スヌーズ機能（５３０）に関して指定されたスリープモード設定に従
ったスヌーズボタンとして機能し得る。
【００４９】
　図５は、ドッキングステーション（７００）にドッキングされている携帯電話（６００
）の例を示している。一実施形態において、ドッキングステーション（７００）は、携帯
電話（６００）を充電する。一実施形態において、ドッキングステーション（７００）も
容易に読み取り可能な形式で時刻（７１０）を表示し得る。更に、ドッキングステーショ
ンは、それ自体、スヌーズハードウェアボタン（７２０）及びアラームを停止するハード
ウェアボタン（７３０）を有し得る。
【００５０】
　携帯電話のデータの別の装置との同期化、携帯電話の更新、又はユーザーに関するカス
タムデータのリトリーブなどの機能を実行するために利用可能な携帯電話上の通信手段を
使用する代わりに、ドッキングステーション上のアンテナ（７４０）が、携帯電話におい
て利用可能な同一の通信手段（例えば、ブルートゥース、無線ＬＡＮなど）を提供し得る
。一実施形態において、ドッキングステーション（７００）上の通信手段は、無線であり
得る。別の実施形態において、アンテナ（７４０）の代わりに、ドッキングステーション
（７００）が、例えばＬＡＮ通信線に直接に接続され得る。
【００５１】
　前述したように、一実施形態において、スリープモードアプリケーションが、携帯電話
（６００）をドッキングステーション（７００）にドッキングしたとき、始動され得る（
図２のステップ４１０）。
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【００５２】
　図６は、スリープモードアプリケーションに関する好みの設定及びデフォルト設定にス
トアされ得るスリープモードを調節するためのユーザーインターフェースの例を示してい
る。しかしながら、スリープモードアプリケーションに関するユーザーインターフェース
は、図６に示されているよりもより多いか又は少ない設定オプションを含み得る。更に前
述したように、実施形態の中には、例における設定オプションが、プリセットされたデフ
ォルト設定であり得、及び／又はユーザーによる調節不可能であり得るものもある。
【００５３】
　図６の例において、スリープモードは、オプション「スリープモード設定」を「ｏｎ」
（３１０）に設定することによって始動され得る。別の実施形態において、ユーザーは、
スリープモードが開始する特定時刻を設定し得る。更に別の実施形態において、スリープ
モードは、携帯電話がバッテリーの充電を始動するか又は携帯電話がドッキングステーシ
ョンにドッキングされたとき、自動的に始動され得る。更に、実施形態の中には、これら
の指示のうちどれか１つが、スリープモードを始動し得るものもある。
【００５４】
　図６のユーザーインターフェース（２１０）は、ユーザーが警告を欲するアラーム時刻
（３２０）及び警告用アラームトーン（３３０）もユーザーが設定可能にする。更に、携
帯電話によって受信される呼び出し及びメッセージが抑制され得る（３４０）。携帯電話
オペレーティングシステム又はアプリケーションなどの携帯電話ソフトウェアに対する更
新が、ダウンロード及び／又はインストールされ得る（３５０）。携帯電話が指定された
別の装置と同期され得（３６０）、指定された装置上の連絡先及びカレンダーなどのデー
タが携帯電話上のデータと同期され得る。ニュース、天気、交通、電子メール、株式情報
、スポーツなどのカスタムデータが、アラーム時刻にリトリーブされ、ユーザーに提供さ
れ得る（３７０）。この場合もやはり、スリープモードアプリケーションに対するユーザ
ーインターフェースに関する実施形態は、図６に示される例に限定されない。
【００５５】
　図７は、図３に指定されたスリープモード設定に基づいてリトリーブされた（図２のス
テップ４６０）カスタムデータを提供するユーザーインターフェース（８００）の例を示
している。一実施形態において、天気（８１０）、ニュース（８２０）、及び株式情報（
８３０）が、スリープモードのユーザー設定によって指定されているアラーム時刻にユー
ザーに提供される。いくつかの実施形態において、前述したようなカスタムデータが、ア
ラーム時刻にユーザーに自動的に提供され得、カスタムデータが、携帯電話のインターネ
ットブラウザーを介し提供され得るか又はユーザーが、アラーム時刻又は時刻アラーム後
にカスタムデータを要求し得る。しかしながら、カスタムデータがユーザーに提供される
方法は、論述したものに限定されない。
【００５６】
　対象事項が構造的な機能及び／又は方法論の動作に対し特定の言語で説明しているが、
添付の請求項に定義されている対象事項が前述した特定の機能又は動作に必ずしも制限さ
れないことを理解されよう。もっと正確に言えば、前述した特定の機能及び動作が、本請
求項を実装している例の形として開示されている。 
【符号の説明】
【００５７】
　１００　携帯電話装置
　１１０　メモリー
　１１２　オペレーティングシステム
　１１４　アプリケーション（複数）
　１２０　物理コネクター
　１３０　不揮発性ストレージ
　１４０　プロセッサー
　１５０　入力／出力制御装置
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　１５２　ディスプレイ
　１５４　スピーカー
　１５６　キーボード
　１５８　カメラ
　１６０　セルラー方式無線チャネル及びＷＬＡＮ／ＷＭＡＮデータチャネル
　１６２　増設通信チャネル
　１６４　増設機能エレメント
　１６６　アンテナ
　１７０　電源制御装置
　１７２　電源
　１８０　システムバス
　２１０　ユーザーインターフェース
　２２０　スリープモード設定
　３１０　手動開始設定
　３２０　アラーム時刻
　３３０　アラームトーン
　３４０　呼び出し及びメッセージ抑制
　３５０　更新チェック
　３６０　別の装置との同期化
　３７０　アラーム時刻
　６００　通信モードで作動中の携帯電話
　６１０　携帯電話ディスプレイ
　６１５　現在時刻
　６２０　ハードウェアボタン
　７００　ドッキングステーション
　７１０　現在時刻
　７２０　スヌーズハードウェアボタン
　７３０　アラーム停止ハードウェアボタン
　７４０　アンテナ
　８００　ユーザーインターフェース
　８１０　天気
　８２０　ニュース
　８３０　株式情報
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