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(57)【要約】
【課題】情報処理装置、情報処理方法、プログラム、お
よび情報処理システムを提供すること。
【解決手段】複数のパラメータ情報からなり、各プログ
ラムと関連付けられている参照パラメータ情報を記憶す
る記憶部と、現在の前記複数のパラメータ情報を取得す
る取得部と、前記現在の複数のパラメータ情報に類似す
る参照パラメータと関連付けられているプログラムを特
定する特定部と、前記特定部による特定結果に応じたプ
ログラムの起動用表示を含む起動メニュー画面を生成す
る表示制御部と、を備える情報処理装置。
【選択図】図４
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　複数のパラメータ情報からなり、各プログラムと関連付けられている参照パラメータ情
報を記憶する記憶部と；
　現在の前記複数のパラメータ情報を取得する取得部と；
　前記現在の複数のパラメータ情報に類似する参照パラメータと関連付けられているプロ
グラムを特定する特定部と；
　前記特定部による特定結果に応じたプログラムの起動用表示を含む起動メニュー画面を
生成する表示制御部と；
を備える、情報処理装置。
【請求項２】
　各プログラムが起動されたときの前記複数のパラメータ情報で前記記憶部に記憶されて
いる前記参照パラメータ情報を更新する情報管理部をさらに備える、請求項１に記載の情
報処理装置。
【請求項３】
　前記複数のパラメータ情報は、少なくとも時間情報および位置情報を含む、請求項２に
記載の情報処理装置。
【請求項４】
　前記時間情報は、時刻情報および曜日情報を含む、請求項３に記載の情報処理装置。
【請求項５】
　前記情報処理装置は、参照パラメータ情報を記憶している情報サーバと通信可能な通信
部をさらに備え、
　前記記憶部は、前記情報サーバから通信部により受信された参照パラメータ情報を記憶
する、請求項２に記載の情報処理装置。
【請求項６】
　前記記憶部に記憶されている前記参照パラメータ情報を情報サーバへ送信する通信部を
さらに備える、請求項２に記載の情報処理装置。
【請求項７】
　前記情報サーバは、
　複数の前記情報処理装置から受信した参照パラメータ情報を前記情報処理装置ごとに記
憶しており、
　前記通信部から参照パラメータ情報を受信すると、当該参照パラメータ情報に類似する
情報処置装置の参照パラメータを返信する、請求項６に記載の情報処理装置。
【請求項８】
　前記特定部は、前記記憶部に記憶されている参照パラメータ、および前記情報サーバか
ら返信された参照パラメータを利用してプログラムを特定する、請求項７に記載の情報処
理装置。
【請求項９】
　前記情報処理装置は、各プログラムと関連付けて参照パラメータ情報を記憶している情
報サーバへ、前記現在の複数のパラメータ情報を送信する通信部をさらに備え、
　前記情報サーバは、記憶しているプログラムのうちで、前記現在の複数のパラメータ情
報と類似する参照パラメータと関連付けられているプログラムを特定し、当該プログラム
のリストを前記通信部へ送信する、請求項２に記載の情報処理装置。
【請求項１０】
　前記特定部は、現在の複数のパラメータ情報のうちの１のパラメータ情報に基づき、プ
ログラムの特定に利用するパラメータ情報を決定する、請求項２に記載の情報処理装置。
【請求項１１】
　前記特定部は、ユーザ操作の状況に応じ、プログラムの特定に利用するパラメータ情報
を変更する、請求項１０に記載の情報処理装置。
【請求項１２】
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　前記情報管理部は、類似度が閾値以上となる複数のプログラムの参照パラメータ情報の
中心パラメータ情報を算出し、
　前記特定部は、前記中心パラメータ情報を前記現在の複数のパラメータ情報としてプロ
グラムの特定を行なう、請求項２に記載の情報処理装置。
【請求項１３】
　前記特定部は、ユーザ操作に応じ、他の中心パラメータ情報を前記現在の複数のパラメ
ータ情報としてプログラムの特定を行なう、請求項１２に記載の情報処理装置。
【請求項１４】
　前記複数のパラメータ情報は、前記情報処理装置が接続されている外部機器を示す接続
先識別情報を含む、請求項２に記載の情報処理装置。
【請求項１５】
　前記記憶部に記憶されている参照パラメータ情報を他の情報処理装置と送受信すること
が可能な、請求項２に記載の情報処理装置。
【請求項１６】
　複数のパラメータ情報からなり、各プログラムと関連付けられている参照パラメータ情
報を記憶するステップと；
　現在の前記複数のパラメータ情報を取得するステップと；
　前記現在の複数のパラメータ情報に類似する参照パラメータと関連付けられているプロ
グラムを特定するステップと；
　特定結果に応じたプログラムの起動用表示を含む起動メニュー画面を生成するステップ
と；
を含む、情報処理方法。
【請求項１７】
　コンピュータを、
　複数のパラメータ情報からなり、各プログラムと関連付けられている参照パラメータ情
報を記憶媒体に記録する情報管理部と；
　現在の前記複数のパラメータ情報を取得する取得部と；
　前記現在の複数のパラメータ情報に類似する参照パラメータと関連付けられているプロ
グラムを特定する特定部と；
　前記特定部による特定結果に応じたプログラムの起動用表示を含む起動メニュー画面を
生成する表示制御部と；
として機能させるための、プログラム。
【請求項１８】
　複数のパラメータ情報からなり、各プログラムと関連付けられている参照パラメータ情
報を記憶している情報サーバと；
　現在の前記複数のパラメータ情報を取得する取得部、
　前記情報サーバにおいて、前記現在の複数のパラメータ情報に類似する参照パラメータ
と関連付けられているプログラムを特定する特定部、および
　前記特定部による特定結果に応じたプログラムの起動用表示を含む起動メニュー画面を
生成する表示制御部、
を有する情報処理装置と；
を備える、情報処理システム。
 
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、情報処理装置、情報処理方法、プログラム、および情報処理システムに関す
る。
【背景技術】
【０００２】
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　近日普及している携帯電話や携帯用ゲーム機器などの情報処理装置には多用なアプリケ
ーション（プログラム）が実装される傾向にある。このような情報処理装置は、複数のア
プリケーションの起動用表示を含むメニュー画面を表示し、当該メニュー画面において特
定のアプリケーションがユーザにより選択されると、選択されたアプリケーションを起動
する。
【０００３】
　ここで、情報処理装置は、例えば以下の方法により、メニュー画面に含まれるアプリケ
ーションの起動用表示を動的に切替えることができる。
（１）最近の使用頻度に応じた切替
　最近使用されたアプリケーションの起動用表示を優先的にメニュー画面に含ませる。
（２）現在位置に応じた切替　（例えば特許文献１参照）
　特定の場所と１または２以上のアプリケーションを情報処理装置が対応付けて登録して
おき、特定の場所と現在位置が一致する場合、特定の場所と対応付けられている１または
２以上のアプリケーションをメニュー画面に含ませる。
【０００４】
【特許文献１】特開２００３－３４５５９５号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
　しかし、上記（１）の方法では現在状況が考慮されず、また上記（２）の方法では情報
処理装置に登録されている場所と現在位置とを単純に比較するに過ぎないため、ユーザが
現在所望するアプリケーションの起動用表示を含むメニュー画面を適切に表示できない場
合が往々にして想定された。
【０００６】
　そこで、本発明は、上記問題に鑑みてなされたものであり、本発明の目的とするところ
は、より高い精度で起動メニュー画面に含ませる起動用表示を特定することが可能な、新
規かつ改良された情報処理装置、情報処理方法、プログラム、および情報処理システムを
提供することにある。
【課題を解決するための手段】
【０００７】
　上記課題を解決するために、本発明のある観点によれば、複数のパラメータ情報からな
り、各プログラムと関連付けられている参照パラメータ情報を記憶する記憶部と、現在の
前記複数のパラメータ情報を取得する取得部と、前記現在の複数のパラメータ情報に類似
する参照パラメータと関連付けられているプログラムを特定する特定部と、前記特定部に
よる特定結果に応じたプログラムの起動用表示を含む起動メニュー画面を生成する表示制
御部と、を備える情報処理装置が提供される。
【０００８】
　前記情報処理装置は、各プログラムが起動されたときの前記複数のパラメータ情報で前
記記憶部に記憶されている前記参照パラメータ情報を更新する情報管理部をさらに備えて
もよい。
【０００９】
　前記複数のパラメータ情報は、少なくとも時間情報および位置情報を含んでもよい。さ
らに、前記時間情報は、時刻情報および曜日情報を含んでもよい。
【００１０】
　前記情報処理装置は、参照パラメータ情報を記憶している情報サーバと通信可能な通信
部をさらに備え、前記記憶部は、前記情報サーバから通信部により受信された参照パラメ
ータ情報を記憶してもよい。
【００１１】
　前記情報処理装置は、前記記憶部に記憶されている前記参照パラメータ情報を情報サー
バへ送信する通信部をさらに備えてもよい。
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【００１２】
　前記情報サーバは、複数の前記情報処理装置から受信した参照パラメータ情報を前記情
報処理装置ごとに記憶しており、前記通信部から参照パラメータ情報を受信すると、当該
参照パラメータ情報に類似する情報処置装置の参照パラメータを返信してもよい。
【００１３】
　前記特定部は、前記記憶部に記憶されている参照パラメータ、および前記情報サーバか
ら返信された参照パラメータを利用してプログラムを特定してもよい。
【００１４】
　前記情報処理装置は、各プログラムと関連付けて参照パラメータ情報を記憶している情
報サーバへ、前記現在の複数のパラメータ情報を送信する通信部をさらに備え、前記情報
サーバは、記憶しているプログラムのうちで、前記現在の複数のパラメータ情報と類似す
る参照パラメータと関連付けられているプログラムを特定し、当該プログラムのリストを
前記通信部へ送信してもよい。
【００１５】
　前記特定部は、現在の複数のパラメータ情報のうちの１のパラメータ情報に基づき、プ
ログラムの特定に利用するパラメータ情報を決定してもよい。
【００１６】
　前記特定部は、ユーザ操作の状況に応じ、プログラムの特定に利用するパラメータ情報
を変更してもよい。
【００１７】
　前記情報管理部は、類似度が閾値以上となる複数のプログラムの参照パラメータ情報の
中心パラメータ情報を算出し、前記特定部は、前記中心パラメータ情報を前記現在の複数
のパラメータ情報としてプログラムの特定を行なってもよい。
【００１８】
　前記特定部は、ユーザ操作に応じ、他の中心パラメータ情報を前記現在の複数のパラメ
ータ情報としてプログラムの特定を行なってもよい。
【００１９】
　前記複数のパラメータ情報は、前記情報処理装置が接続されている外部機器を示す接続
先識別情報を含んでもよい。また、前記記憶部に記憶されている参照パラメータ情報を他
の情報処理装置と送受信することが可能であってもよい。
【００２０】
　また、上記課題を解決するために、本発明の別の観点によれば、複数のパラメータ情報
からなり、各プログラムと関連付けられている参照パラメータ情報を記憶するステップと
、現在の前記複数のパラメータ情報を取得するステップと、前記現在の複数のパラメータ
情報に類似する参照パラメータと関連付けられているプログラムを特定するステップと、
特定結果に応じたプログラムの起動用表示を含む起動メニュー画面を生成するステップと
、を含む情報処理方法が提供される。
【００２１】
　また、上記課題を解決するために、本発明の別の観点によれば、コンピュータを、複数
のパラメータ情報からなり、各プログラムと関連付けられている参照パラメータ情報を記
憶媒体に記録する情報管理部と、現在の前記複数のパラメータ情報を取得する取得部と、
前記現在の複数のパラメータ情報に類似する参照パラメータと関連付けられているプログ
ラムを特定する特定部と、前記特定部による特定結果に応じたプログラムの起動用表示を
含む起動メニュー画面を生成する表示制御部と、として機能させるためのプログラムが提
供される。
【００２２】
　また、上記課題を解決するために、本発明の別の観点によれば、複数のパラメータ情報
からなり、各プログラムと関連付けられている参照パラメータ情報を記憶している情報サ
ーバと、現在の前記複数のパラメータ情報を取得する取得部、前記情報サーバにおいて、
前記現在の複数のパラメータ情報に類似する参照パラメータと関連付けられているプログ
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ラムを特定する特定部、および前記特定部による特定結果に応じたプログラムの起動用表
示を含む起動メニュー画面を生成する表示制御部、を有する情報処理装置と、を備える情
報処理システムが提供される。
【発明の効果】
【００２３】
　以上説明したように本発明にかかる情報処理装置、情報処理方法、プログラム、および
情報処理システムによれば、より高い精度で起動メニュー画面に含ませる起動用表示を特
定することができる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００２４】
　以下に添付図面を参照しながら、本発明の好適な実施の形態について詳細に説明する。
なお、本明細書及び図面において、実質的に同一の機能構成を有する構成要素については
、同一の符号を付することにより重複説明を省略する。
【００２５】
　また、以下に示す項目順序に従って当該「発明を実施するための最良の形態」を説明す
る。
　　〔１〕第１の実施形態
　　　〔１－１〕第１の実施形態にかかる携帯電話の概要
　　　〔１－２〕第１の実施形態にかかる携帯電話のハードウェア構成
　　　〔１－３〕第１の実施形態にかかる携帯電話の機能
　　　〔１－４〕第１の実施形態にかかる携帯電話の動作
　　　〔１－５〕第１の実施形態の補足
　　　　　（変形例１－１）
　　　　　（変形例１－２）
　　　　　（変形例１－３）
　　　　　（その他補足）
　　〔２〕第２の実施形態
　　〔３〕まとめ
【００２６】
　　〔１〕第１の実施形態
　　　〔１－１〕第１の実施形態にかかる携帯電話の概要
　まず、図１および図２を参照し、第１の実施形態にかかる携帯電話２０について概略的
に説明する。
【００２７】
　図１は、第１の実施形態にかかる携帯電話２０の外観図である。図１に示したように、
携帯電話２０は、表示部３０と操作部４０を備える。携帯電話２０には、多用なアプリケ
ーション（プログラム）が実装されており、従前の主な用途であった電話機能以外にも、
多様な機能を発揮することができる。なお、各アプリケーションは、携帯電話２０の製造
時に実装されていても、ダウンロードに基づいて実装されてもよい。
【００２８】
　表示部３０は、携帯電話２０内部において生成された各種画面を表示する。図１におい
ては、表示部３０が表示する画面の一例として、ユーザが起動するアプリケーションを選
択するための起動メニュー画面を示している。
【００２９】
　起動メニュー画面は、図１に示したように、複数のアプリケーションのアイコンＤ１～
Ｄ６（起動用表示）、およびカーソル３２を含む。より詳細には、図１には、計算アプリ
ケーションのアイコンＤ１、文書作成アプリケーションのアイコンＤ２、およびインター
ネットアプリケーションのアイコンＤ３を上段に含む起動メニュー画面を示している。ま
た、起動メニュー画面の下段には、辞書アプリケーションのアイコンＤ４、映像編集アプ
リケーションのアイコンＤ５、および予定管理アプリケーションのアイコンＤ６が含まれ
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る。
【００３０】
　ユーザは、操作部４０を操作して起動メニュー画面に含まれるアイコンＤ１～Ｄ６のい
ずれかにカーソル３２を移動させ、さらに操作部４０を操作してカーソル３２が合わせら
れているアイコンＤに対応するアプリケーションの起動を指示することができる。携帯電
話２０は、特定のアプリケーションの起動が指示されると、当該アプリケーションを起動
し、表示部３０に当該アプリケーションに関する画面を表示させる。
【００３１】
　すなわち、アイコンＤ１～Ｄ６は、携帯電話２０を所定の機能を発揮できる状態にする
際に必要とされる操作に使用される画面デザインである。また、図１においては、アイコ
ンＤ１～Ｄ６が文字により形成される例を示したが、アイコンＤ１～Ｄ６は、形状、模様
若しくは色彩又はこれらの結合であってもよい。
【００３２】
　また、図１においては、情報処理装置の一例として携帯電話２０を示したに過ぎない。
例えば、情報処理装置は、ＰＣ（Ｐｅｒｓｏｎａｌ　Ｃｏｍｐｕｔｅｒ）、家庭用映像処
理装置（ＤＶＤレコーダ、ビデオデッキなど）、ＰＨＳ（Ｐｅｒｓｏｎａｌ　Ｈａｎｄｙ
ｐｈｏｎｅ　Ｓｙｓｔｅｍ）、携帯用音楽再生装置、携帯用映像処理装置であってもよい
。あるいは、情報処理装置は、ＰＤＡ（Ｐｅｒｓｏｎａｌ　Ｄｉｇｉｔａｌ　Ａｓｓｉｓ
ｔａｎｔｓ）、家庭用ゲーム機器、携帯用ゲーム機器、家電機器であってもよい。
【００３３】
　ここで、図１に示した６種以上の多用なアプリケーションが携帯電話２０に実装されて
いる場合、一の起動メニュー画面に全てのアプリケーションのアイコンＤを含ませること
は困難である。このため、携帯電話２０は、一部のアプリケーションを選択し、当該アプ
リケーションのアイコンＤを含む起動メニュー画面を表示する。仮に、当該起動メニュー
画面にユーザが起動を所望するアプリケーションのアイコンＤが含まれていない場合、ユ
ーザが操作部４０を操作し、起動メニュー画面に含まれるアイコンＤを変更または切替え
ることができる。
【００３４】
　したがって、ユーザが起動を所望するアプリケーションのアイコンＤを含む起動メニュ
ー画面を当初より表示できれば、ユーザの利便性を向上することができる。第１の実施形
態にかかる携帯電話２０は、このような観点から創作されたものであり、過去の各アプリ
ケーション起動時の多次元パラメータ情報と、現在の多次元パラメータ情報の類似度に基
づいてより適切なアイコンＤを含む起動メニュー画面を表示することができる。以下、図
２を参照して第１の実施形態にかかる携帯電話２０の機能の要旨を説明した後に、図３～
図１１を参照して第１の実施形態にかかる携帯電話２０について詳細に説明する。
【００３５】
　　（第１の実施形態の要旨）
　第１の実施形態にかかる携帯電話２０は、アプリケーションごとに、過去のアプリケー
ション起動時の状況を示す参照パラメータ情報を記憶している。この参照パラメータ情報
は、複数のパラメータ情報である多次元パラメータ情報で表現される。そして、第１の実
施形態にかかる携帯電話２０は、現在の多次元パラメータ情報を取得し、現在の多次元パ
ラメータ情報に類似する参照パラメータ情報と関連付けられているアプリケーションのア
イコンを優先的に起動メニュー画面に含ませる。
【００３６】
　ここで、図２を参照し、携帯電話２０が記憶している参照パラメータ情報について具体
的に説明する。なお、パラメータ情報としては、例えば、緯度経度などの位置情報、時刻
や曜日などの時間情報、温度や天気などの環境情報、加速度や速度などの動き情報、外部
接続機器を示す接続先識別情報などが挙げられる。その一例として、以下では、緯度経度
および時刻を示す情報がパラメータ情報として利用される例を中心に説明する。
【００３７】
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　図２は、携帯電話２０が記憶している参照パラメータ情報の具体例を示した説明図であ
る。より詳細には、図２には、経度軸、緯度軸、および時刻軸からなるラプラシアン座標
系に、各アプリケーションの起動時の各々の参照パラメータ情報としての多次元パラメー
タ情報がプロットされた様子を示している。具体的には、座標Ｐ１を中心にアプリケーシ
ョンＡの参照パラメータ情報が分布しており、座標Ｐ２を中心にアプリケーションＢの参
照パラメータ情報が分布しており、座標Ｐ３を中心にアプリケーションＣの参照パラメー
タ情報が分布している。
【００３８】
　ここで、現在の多次元パラメータ情報が、座標Ｐ４のプロット点に該当する場合、携帯
電話２０は、座標Ｐ４（現在の多次元パラメータ情報）と、各アプリケーションの分布（
参照パラメータ情報）の類似度を算出する。そして、携帯電話２０は、座標Ｐ４と類似す
る分布を有するアプリケーションのアイコンを優先的に起動メニュー画面に含ませる。こ
のような第１の実施形態にかかる携帯電話２０によれば、詳細については後述するように
、ユーザが起動を所望するアプリケーションのアイコンを含む起動メニュー画面をより高
い精度で表示することが可能となる。
【００３９】
　　　〔１－２〕第１の実施形態にかかる携帯電話のハードウェア構成
　次に、図３を参照し、第１の実施形態にかかる携帯電話２０のハードウェア構成を説明
する。
【００４０】
　図３は、携帯電話２０のハードウェア構成を示したブロック図である。携帯電話２０は
、ＣＰＵ（Ｃｅｎｔｒａｌ　Ｐｒｏｃｅｓｓｉｎｇ　Ｕｎｉｔ）２０１と、ＲＯＭ（Ｒｅ
ａｄ　Ｏｎｌｙ　Ｍｅｍｏｒｙ）２０２と、ＲＡＭ（Ｒａｎｄｏｍ　Ａｃｃｅｓｓ　Ｍｅ
ｍｏｒｙ）２０３と、ホストバス２０４と、ブリッジ２０５と、外部バス２０６と、イン
タフェース２０７と、入力装置２０８と、出力装置２１０と、ストレージ装置（ＨＤＤ）
２１１と、ドライブ２１２と、通信装置２１５とを備える。
【００４１】
　ＣＰＵ２０１は、演算処理装置および制御装置として機能し、各種プログラムに従って
携帯電話２０内の動作全般を制御する。また、ＣＰＵ２０１は、マイクロプロセッサであ
ってもよい。ＲＯＭ２０２は、ＣＰＵ２０１が使用するプログラムや演算パラメータ等を
記憶する。ＲＡＭ２０３は、ＣＰＵ２０１の実行において使用するプログラムや、その実
行において適宜変化するパラメータ等を一時記憶する。これらはＣＰＵバスなどから構成
されるホストバス２０４により相互に接続されている。
【００４２】
　ホストバス２０４は、ブリッジ２０５を介して、ＰＣＩ（Ｐｅｒｉｐｈｅｒａｌ　Ｃｏ
ｍｐｏｎｅｎｔ　Ｉｎｔｅｒｃｏｎｎｅｃｔ／Ｉｎｔｅｒｆａｃｅ）バスなどの外部バス
２０６に接続されている。なお、必ずしもホストバス２０４、ブリッジ２０５および外部
バス２０６を分離構成する必要はなく、一のバスにこれらの機能を実装してもよい。
【００４３】
　入力装置２０８は、マウス、キーボード、タッチパネル、ボタン、マイク、スイッチお
よびレバーなどユーザが情報を入力するための入力手段と、ユーザによる入力に基づいて
入力信号を生成し、ＣＰＵ２０１に出力する入力制御回路などから構成されている。携帯
電話２０のユーザは、該入力装置２０８（操作部４０に対応）を操作することにより、携
帯電話２０に対して各種のデータを入力したり処理動作を指示したりすることができる。
【００４４】
　出力装置２１０は、例えば、ＣＲＴ（Ｃａｔｈｏｄｅ　Ｒａｙ　Ｔｕｂｅ）ディスプレ
イ装置、液晶ディスプレイ（ＬＣＤ）装置、ＯＬＥＤ（Ｏｒｇａｎｉｃ　Ｌｉｇｈｔ　Ｅ
ｍｉｔｔｉｎｇ　Ｄｉｓｐｌａｙ）装置およびランプなどの表示装置を含む。さらに出力
装置２１０は、スピーカおよびヘッドホンなどの音声出力装置を含む。出力装置２１０は
、例えば、再生されたコンテンツを出力する。具体的には、表示装置（表示部３０に対応
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）は再生された映像データ等の各種情報をテキストまたはイメージで表示する。一方、音
声出力装置は、再生された音声データ等を音声に変換して出力する。
【００４５】
　ストレージ装置２１１は、本実施形態にかかる携帯電話２０の記憶部の一例として構成
されたデータ格納用の装置である。ストレージ装置２１１は、記憶媒体、記憶媒体にデー
タを記録する記録装置、記憶媒体からデータを読み出す読出し装置および記憶媒体に記録
されたデータを削除する削除装置などを含んでもよい。ストレージ装置２１１は、例えば
、ＨＤＤ（Ｈａｒｄ　Ｄｉｓｋ　Ｄｒｉｖｅ）で構成される。このストレージ装置２１１
は、ハードディスクを駆動し、ＣＰＵ２０１が実行するプログラムや各種データを格納す
る。また、このストレージ装置２１１には、後述の参照パラメータがアプリケーションと
関連付けて記録される。
【００４６】
　ドライブ２１２は、記憶媒体用リーダライタであり、携帯電話２０に内蔵、あるいは外
付けされる。ドライブ２１２は、装着されている磁気ディスク、光ディスク、光磁気ディ
スク、または半導体メモリ等のリムーバブル記録媒体２４に記録されている情報を読み出
して、ＲＡＭ２０３に出力する。
【００４７】
　通信装置２１５は、例えば、通信網１２に接続するための通信デバイス等で構成された
通信インタフェースである。また、通信装置２１５は、無線ＬＡＮ（Ｌｏｃａｌ　Ａｒｅ
ａ　Ｎｅｔｗｏｒｋ）対応通信装置であっても、ワイヤレスＵＳＢ対応通信装置であって
も、有線による通信を行うワイヤー通信装置であってもよい。
【００４８】
　　　〔１－３〕第１の実施形態にかかる携帯電話の機能
　続いて、図４～図７を参照し、第１の実施形態にかかる携帯電話２０の機能について説
明する。
【００４９】
　図４は、第１の実施形態にかかる携帯電話２０の構成を示した機能ブロック図である。
図４に示したように、当該携帯電話２０は、取得部２２０と、記憶部２３２と、類似判断
部２３４と、表示制御部２３６と、アプリケーション実行部２４２と、情報管理部２４４
と、表示部３０と、操作部４０と、を備える。
【００５０】
　取得部２２０は、現在の多次元パラメータ情報を取得する。図４においては、取得部２
２０の一例として、緯度経度などの位置情報を取得する位置情報取得部２２２、および時
刻や曜日などの時間情報を管理している時間管理部２２４を示している。なお、位置情報
取得部２２２は、４個以上の人工衛星から送信された航法データに基づいて現在位置を測
位するＧＰＳ（Ｇｌｏｂａｌ　Ｐｏｓｉｔｉｏｎｉｎｇ　Ｓｙｓｔｅｍ）であってもよい
。または、位置情報取得部２２２は、周囲のＷｉＦｉ基地局から送信されるＷｉＦｉ電波
の強度、および基地局位置に基づいて現在位置を取得してもよい。
【００５１】
　また、携帯電話２０がパラメータ情報として、温度や天気などの環境情報、加速度や速
度などの動き情報、外部接続機器を示す接続先識別情報などを利用する場合、取得部２２
０は各種情報を取得するためのセンサを備えてもよい。または、取得部２２０は、外部の
情報提供装置へ問い合わせることにより例えば環境情報を取得することも可能である。
【００５２】
　記憶部２３２は、複数のアプリケーションと、各アプリケーションの過去の起動時の多
次元パラメータ情報である参照パラメータ情報を記憶している。参照パラメータ情報の一
例を図５を参照して説明する。
【００５３】
　図５は、参照パラメータ情報の一例を示した説明図である。図５に示したように、参照
パラメータ情報はアプリケーションごとに関連付けられている。例えば、アプリケーショ
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ンＡには、緯度「３６．５３」、経度「１５４．０３３」、時刻「２０：５６」という参
照パラメータ情報などが関連付けられている。同様に、アプリケーションＢには、緯度「
３６．０４」、経度「１５３．６７８」、時刻「８：５６」という参照パラメータ情報な
どが関連付けられている。
【００５４】
　このような参照パラメータ情報は、アプリケーションの起動のたびに情報管理部２４４
により蓄積されてもよい。また、記憶部２３２は、不揮発性メモリ、磁気ディスク、光デ
ィスク、およびＭＯ（Ｍａｇｎｅｔｏ　Ｏｐｔｉｃａｌ）ディスクなどの記憶媒体であっ
てもよい。不揮発性メモリとしては、例えば、ＥＥＰＲＯＭ（Ｅｌｅｃｔｒｉｃａｌｌｙ
　Ｅｒａｓａｂｌｅ　Ｐｒｏｇｒａｍｍａｂｌｅ　Ｒｅａｄ－Ｏｎｌｙ　Ｍｅｍｏｒｙ）
、ＥＰＲＯＭ（Ｅｒａｓａｂｌｅ　Ｐｒｏｇｒａｍｍａｂｌｅ　ＲＯＭ）があげられる。
また、磁気ディスクとしては、ハードディスクおよび円盤型磁性体ディスクなどがあげら
れる。また、光ディスクとしては、ＣＤ（Ｃｏｍｐａｃｔ　Ｄｉｓｃ、ＤＶＤ－Ｒ（Ｄｉ
ｇｉｔａｌ　Ｖｅｒｓａｔｉｌｅ　Ｄｉｓｃ　Ｒｅｃｏｒｄａｂｌｅ）およびＢＤ（Ｂｌ
ｕ－Ｒａｙ　Ｄｉｓｃ（登録商標））などがあげられる。
【００５５】
　類似判断部２３４は、取得部２２０により取得される現在の多次元パラメータと、記憶
部２３２に記憶されているアプリケーションごとの参照パラメータ情報との類似度を判断
する。類似判断部２３４による類似度の判断方法の一例を図６を参照して説明する。
【００５６】
　図６は、類似判断部２３４による類似度の判断方法を示した説明図である。より詳細に
は、図６は、説明の便宜上、パラメータＡおよびパラメータＢの２軸からなる２次元座標
における参照パラメータ情報のプロット、および現在のプロット（Ｐ５）を示している。
また、図６における丸プロットがアプリケーションＡの参照パラメータ情報に対応し、四
角プロットがアプリケーションＢの参照パラメータ情報に対応し、三角プロットがアプリ
ケーションＣの参照パラメータ情報に対応するものとする。
【００５７】
　類似判断部２３４は、現在のプロットＰ５とアプリケーションＡの参照パラメータ情報
のプロットの各々との距離を算出し、距離に反比例する評価値を距離ごとに算出し、当該
評価値を合計し、現在のプロットＰ５におけるアプリケーションＡの出現確率を求める。
同様に、類似判断部２３４は、評価値を合計してプロットＰ５におけるアプリケーション
ＢおよびＣの出現確率を求める。なお、パラメータＡの単位量あたりの２次元座標におけ
る距離と、パラメータＢの単位量あたりの２次元座標における距離との関係は任意に設定
することが可能である。例えば、パラメータＡが時刻であり、パラメータＢが温度である
場合、パラメータＡ軸における１時間分の距離と、パラメータＢ軸における３度分の距離
が一致してもよい。
【００５８】
　または、類似判断部２３４は、現在のプロットＰ５とアプリケーションＡの参照パラメ
ータ情報のプロットの各々との距離の平均値を現在のプロットＰ５におけるアプリケーシ
ョンＡの出現確率として求めてもよい。同様に、類似判断部２３４は、現在のプロットＰ
５と、アプリケーションＢおよびＣの参照パラメータ情報のプロットの各々との距離の平
均値を現在のプロットＰ５におけるアプリケーションＢおよびＣの出現確率として求めて
もよい。
【００５９】
　そして、類似判断部２３４は、出現確率が高い方から、起動メニュー画面に含ませるこ
とが可能なアイコンの数だけ順にアプリケーションを特定し、特定したアプリケーション
を表示制御部２３６へ通知する。すなわち、類似判断部２３４は、現在の多次元パラメー
タ情報に類似する参照パラメータ情報と関連付けられているアプリケーションを特定して
表示制御部２３６へ通知する特定部としての機能を有する。
【００６０】
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　表示制御部２３６は、類似判断部２３４から通知されたアプリケーションのアイコンを
含む起動メニュー画面を生成し、表示部３０に表示させる。表示部３０に起動メニュー画
面が表示され、操作部４０を介していずれかのアイコンがユーザにより選択されると、選
択されたアイコンに対応するアプリケーションをアプリケーション実行部２４２が起動す
る。
【００６１】
　また、操作部４０を介していずれかのアイコンがユーザにより選択されると、情報管理
部２４４が、選択時の多次元パラメータを、選択されたアイコンに対応するアプリケーシ
ョンの参照パラメータ情報として記憶部２３２へ追加する。
【００６２】
　このように、第１の実施形態においては、類似判断部２３４が現在の多次元パラメータ
情報と参照パラメータ情報との類似度に基づき、起動メニュー画面に含ませるアプリケー
ションのアイコンを特定する。したがって、第１の実施形態によれば、例えば以下に示す
ような効果が得られる。
　（１）自宅から会社へ移動する間など、多次元パラメータが変動する場合であっても、
起動メニュー画面に含まれるアイコンを、自宅で多用されるアプリケーションのアイコン
から、会社で多用されるアプリケーションのアイコンへ徐々に変化させることができる。
　（２）例えば休日に出勤するなど、ユーザの行動パターンがお仕着せパターンから外れ
ても、休日に多用されるアプリケーションおよび会社で多用されるアプリケーションのア
イコンが混在する起動メニュー画面を表示することができる。
【００６３】
　上記（１）について、図７を参照して具体的に説明する。図７は、あるユーザが会社か
ら自宅へ帰宅する間に、起動メニュー画面に含まれるアイコンが徐々に変化する様子を示
した説明図である。図７の左図に示したように、携帯電話２０のユーザが会社にいる場合
、起動メニュー画面には会社で多用される計算アプリケーション、文書作成アプリケーシ
ョン、および予定管理アプリケーションなどアイコンＤ１～Ｄ６が含まれる。
【００６４】
　そして、ユーザが帰宅途中である場合、図７の中央図に示したように、起動メニュー画
面におけるアイコンに、自宅で多用される音楽再生アプリケーションや麻雀アプリケーシ
ョンなどのアイコンＤ７およびＤ８などが含まれるようになる。さらに、ユーザが自宅に
帰宅すると、図７の右図に示したように、起動メニュー画面に含まれるアイコンは、自宅
で多用される音楽再生アプリケーション、外貨取引アプリケーション、麻雀アプリケーシ
ョンなどのアイコンＤ３、Ｄ７～Ｄ１１に変換する。
【００６５】
　　　〔１－４〕第１の実施形態にかかる携帯電話の動作
　続いて、図８を参照し、第１の実施形態にかかる携帯電話において実行される情報処理
方法の流れを説明する。
【００６６】
　図８は、第１の実施形態にかかる携帯電話２０において実行される情報処理方法の流れ
を示したフローチャートである。図７に示したように、まず、取得部２２０が現在の多次
元パラメータ情報を取得する（Ｓ３０４）。そして、類似判断部２３４が記憶部２３２か
ら参照パラメータ情報を読出し（Ｓ３０８）、現在の多次元パラメータと類似する参照パ
ラメータ情報に関連付けられているアプリケーションを特定する（Ｓ３１２）。
【００６７】
　続いて、表示制御部２３６は、類似判断部２３４により特定されたアプリケーションの
アイコンを含む起動メニュー画面を生成し、表示部３０に表示させる（Ｓ３１６）。その
後、操作部４０を介して起動メニュー画面に含まれるいずれかのアイコン（アプリケーシ
ョン）が選択されると（Ｓ３２０）、選択されたアプリケーションをアプリケーション実
行部２４２が起動する（Ｓ３２４）。さらに、情報管理部２４４が、選択されたアプリケ
ーションに関連付けられている参照パラメータ情報を、選択時（現在）の多次元パラメー
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タ情報で更新する（Ｓ３２８）。
【００６８】
　　　〔１－５〕第１の実施形態の補足
　以上、図１～図８を参照して第１の実施形態にかかる携帯電話２０について説明した。
続いて、第１の実施形態にかかる携帯電話２０の変形例および補足を以下に示す。
【００６９】
　　　　　（変形例１－１）
　上記第１の実施形態では、類似判断部２３４が、現在のプロットＰ５と、アプリケーシ
ョンごとの各参照パラメータ情報のプロットとの距離を算出する例を説明した。しかし、
当該方法では、記憶部２３２が過去の起動回数分の多次元パラメータ情報を記憶する必要
があった。また、類似判断部２３４における計算量も増加してしまう点が懸念された。そ
こで、変形例１－１においては、記憶部２３２に重み付けされた参照パラメータ情報を記
憶させ、類似判断部２３４が重み付けされた参照パラメータ情報に基づいてアプリケーシ
ョンを特定してもよい。参照パラメータ情報の重み付けについて、図９を参照して説明す
る。
【００７０】
　図９は、参照パラメータ情報の重み付けについて示した説明図である。情報管理部２４
４は、プロットが閾値以上に近い同一アプリケーションの参照パラメータ情報の中心位置
を計算し、当該中心位置に対象となった参照パラメータ情報の数の重み付けをしてもよい
。具体的には、図６に示した２次元座標の第１象限において、アプリケーションＡの３つ
の参照パラメータ情報のプロットが近接している。このため、情報管理部２４４は、図９
に示したように、３つの参照パラメータ情報のプロットの中心位置を計算し、当該中心位
置に重み３を付する。同様に、情報管理部２４４は、図６に示した２次元座標の第２象限
および第４象限において近接しているプロットを統合する。
【００７１】
　そして、情報管理部２４４は、統合の対象となった各参照パラメータ情報に代えて、各
中心位置に対応する参照パラメータ情報および重みを記憶部２３２に記憶させる。また、
類似判断部２３４は、現在のプロットＰ５と、各中心位置までの距離を算出し、各中心位
置に付されている重みを当該距離に乗算することによりアプリケーションＡの出現確率を
求める。
【００７２】
　かかる構成によれば、参照パラメータ情報のデータ量が抑制されるため、記憶部２３２
の記憶容量を有効活用することができる。また、類似判断部２３４における計算量も抑制
されるため、現在の多次元パラメータをより迅速に起動メニュー画面に反映させることが
可能となる。
【００７３】
　　　　　（変形例１－２）
　上記第１の実施形態では、取得部２２０により取得された現在の多次元パラメータを基
準にアプリケーションを特定する例を説明したが、当該変形例１－２では、現在の多次元
パラメータと異なる多次元パラメータを基準にアプリケーションを特定してもよい。
【００７４】
　具体的には、情報管理部２４４は、参照パラメータ情報をプロットとして反映させた座
標系において、複数のアプリケーションのプロットが密集して存在する場合、当該密集範
囲（またはプロット）の中心を中心パラメータ座標として算出する。すなわち、情報管理
部２４４は、類似度が閾値以上である複数のアプリケーションのプロットの中心パラメー
タ座標を算出する。
【００７５】
　図１０は、中心パラメータ座標の具体例を示した説明図である。図１０に示したように
、範囲Ｇ７内にアプリケーションＡおよびＣのプロットが存在するため、情報管理部２４
４はアプリケーションＡおよびＣのプロットの中心パラメータ座標Ｐ７を算出する。同様
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に、範囲Ｇ８内にアプリケーションＡおよびＢのプロットが存在するため、情報管理部２
４４はアプリケーションＡおよびＢのプロットの中心パラメータ座標Ｐ８を算出する。な
お、このような中心パラメータ座標の算出は、クラスタリング、またはグループ化と称さ
れる場合もある。
【００７６】
　そして、類似判断部２３４は、現在の多次元パラメータにプロット点Ｐ６が対応する場
合であっても、自動的、またはユーザ操作により現在の多次元パラメータが中心パラメー
タ座標Ｐ７またはＰ８に対応するものとしてアプリケーションの特定を行なう。さらに、
類似判断部２３４は、ユーザ操作に応じ、現在の多次元パラメータに対応すると仮定する
中心パラメータ座標を切替えてもよい。かかる構成によれば、例えば図１１を参照して以
下に説明する効果が得られる。
【００７７】
　図１１は、変形例１－２により実現される起動メニュー画面の切替の様子を示した説明
図である。会社で多用されるアプリケーションの参照パラメータ情報の各々は類似し、当
該参照パラメータ情報の中心パラメータ座標が算出されると考えられる。同様に、自宅で
多用されるアプリケーションの参照パラメータ情報の各々は類似し、当該参照パラメータ
情報の中心パラメータ座標が算出されると考えられる。
【００７８】
　したがって、図１１に示したように、変形例１－２によれば、起動メニュー画面に含ま
れるアイコンを、例えば会社で多用されるアプリケーションのアイコンＤ１～６と、自宅
で多用されるアプリケーションのアイコンＤ３、７～１１との間で容易に切替えられる。
かかる構成によれば、ユーザが所望するアイコンが起動メニュー画面に含まれない場合で
あっても、起動メニュー画面を瞬時に切替え、ユーザが所望するアイコンを起動メニュー
画面に含ませることが可能となる。
【００７９】
　　　　　（変形例１－３）
　また、上記第１の実施形態では、類似判断部２３４が常に同一のパラメータ情報を利用
してアプリケーションを特定する例を説明したが、本実施形態はかかる例に限定されない
。例えば、類似判断部２３４は、１の現在のパラメータ情報に基づき、いずれのパラメー
タ情報を利用してアプリケーションを特定するかを決定してもよい。具体的には、類似判
断部２３４は、時間情報に基づき、日中は位置情報と速度情報を利用すると決定し、夜間
は位置情報のみを利用すると決定してもよい。また、類似判断部２３４は、所定時間にわ
たってユーザ操作が無い場合、または所定のユーザ操作があった場合など、ユーザ操作の
状況に応じ、利用するパラメータ情報を変更（追加）してもよい。その結果、ユーザ操作
の状況に応じて起動メニュー画面に含まれるアイコンが変更される。
【００８０】
　　　　　（その他補足）
　また、上記第１の実施形態では、時間情報および位置情報を多次元パラメータ情報とし
て利用する例に重きを置いて説明したが、本実施形態はかかる例に限定されない。例えば
、携帯電話２０と接続される他の情報処理装置の種類を示す接続先識別情報を多次元パラ
メータ情報として利用してもよい。かかる構成によれば、起動メニュー画面に、例えば、
携帯電話２０にデジタルカメラが接続されている場合には写真アプリケーションのアイコ
ンを含ませ、車載機が接続されている場合には音楽再生アプリケーションのアイコンを含
ませることが可能となる。
【００８１】
　　〔２〕第２の実施形態
　以上、第１の実施形態にかかる携帯電話２０について説明した。続いて、図１２～図１
４を参照して本発明の第２の実施形態について説明する。
【００８２】
　図１２は、第２の実施形態にかかる情報処理システム１の構成を示した機能ブロック図
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である。図１２に示したように、第２の実施形態にかかる情報処理システム１は、情報サ
ーバ１０と、携帯電話２１と、他の携帯電話２１Ａ、２１Ｂ・・・と、を備える。また、
携帯電話２１は、通信部２１６と、取得部２２０と、記憶部２３２と、類似判断部２３４
と、表示制御部２３６と、アプリケーション実行部２４２と、情報管理部２４４と、表示
部３０と、操作部４０と、を備える。なお、携帯電話２１については、第１の実施形態に
かかる携帯電話２０との相違点に重きをおいて説明し、一致点の大部分についての説明は
省略する。
【００８３】
　情報サーバ１０は、携帯電話２１や他の携帯電話２１Ａ、２１Ｂから、携帯電話２１や
他の携帯電話２１Ａ、２１Ｂにおいて取得された参照パラメータ情報を受信し、蓄積ある
いは更新する。具体的には、情報サーバ１０は、参照パラメータの送信元ごとに参照パラ
メータを蓄積しても、参照パラメータの送信元と関係なく参照パラメータを蓄積してもよ
い。
【００８４】
　通信部２１６は、情報サーバ１０とのインターフェースであって、情報サーバ１０との
間で各種情報を送受信する。例えば、通信部２１６は、図１３に示すように、取得部２２
０により取得された現在の多次元パラメータを情報サーバ１０へ送信し、情報サーバ１０
からアプリケーションリストを受信することができる。
【００８５】
　図１３は、携帯電話２１と情報サーバ１０間で送受信される情報の一例を示した説明図
である。図１３に示したように、携帯電話２１の通信部２１６から現在の多次元パラメー
タ情報（緯度３５．５２，経度１５４．０７８，時刻２０：５６）が情報サーバ１０へ送
信された場合を考える。この場合、情報サーバ１０は、蓄積している参照パラメータ情報
から、受信した多次元パラメータ情報と類似する参照パラメータ情報を抽出し、抽出した
参照パラメータ情報に関連付けられているアプリケーションを特定する。そして、情報サ
ーバ１０は、図１３に示したように、特定したアプリケーションの一覧であるアプリケー
ションリストを携帯電話２１へ送信する。
【００８６】
　アプリケーションリストが通信部２１６により受信されると、表示制御部２３６は、ア
プリケーションリストに含まれるアプリケーションのアイコンを含む起動メニュー画面を
生成し、表示部３０へ表示させることができる。なお、通信部２１６は、記憶部２３２に
記憶されている参照パラメータ情報を情報サーバ１０へ送信しても、アプリケーションが
選択される度に選択時の多次元パラメータ情報を参照パラメータ情報として送信してもよ
い。
【００８７】
　また、通信部２１６は、図１４に示すように、情報サーバ１０へ参照パラメータ情報を
要求し、要求に応じて情報サーバ１０から送信される参照パラメータ情報を受信してもよ
い。
【００８８】
　図１４は、携帯電話２１と情報サーバ１０間で送受信される情報の他の例を示した説明
図である。図１４に示したように、携帯電話２１が参照パラメータ情報の送信を情報サー
バ１０へ要求した場合を考える。なお、携帯電話２１は、携帯電話２１の記憶部２３２に
十分な参照パラメータ情報が記憶されていない場合や、現在の多次元パラメータ情報に類
似する参照パラメータが記憶部２３２に記憶されていない場合などに参照パラメータ情報
の送信を要求してもよい。また、携帯電話２１は、記憶部２３２に記憶されている参照パ
ラメータ情報を上記要求と併せて送信してもよい。
【００８９】
　情報サーバ１０は、携帯電話２１から参照パラメータ情報の送信を要求されると、アプ
リケーションと関連付けて蓄積されている参照パラメータ情報の少なくとも一部を携帯電
話２１に送信する。ここで、情報サーバ１０が、参照パラメータ情報の送信元ごとに参照
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パラメータを蓄積しており、かつ、上記要求と併せて携帯電話２１から参照パラメータ情
報を受信したとする。この場合、情報サーバ１０は、送信元ごとに蓄積している参照パラ
メータ情報のうちで、携帯電話２１から受信した参照パラメータ情報と類似度の高い参照
パラメータ情報を送信対象としてもよい。すなわち、情報サーバ１０は、携帯電話２１と
アプリケーションの起動履歴が類似する他の携帯電話の参照パラメータ情報を送信対象と
してもよい。
【００９０】
　通信部２１６により情報サーバ１０からアプリケーションと関連付けられた参照パラメ
ータ情報が受信されると、類似判断部２３４が当該参照パラメータ情報を利用してアプリ
ケーションの特定を行なう。
【００９１】
　具体的には、類似判断部２３４は、通信部２１６により受信された参照パラメータ情報
のうちで、現在の多次元パラメータ情報と類似する参照パラメータ情報に関連付けられて
いるアプリケーションを表示対象として特定してもよい。または、類似判断部２３４は、
通信部２１６により受信された参照パラメータ情報および記憶部２３２に記憶されている
参照パラメータ情報を統合してもよい。さらに、類似判断部２３４は、統合した参照パラ
メータ情報のうちで、現在の多次元パラメータ情報と類似する参照パラメータ情報に関連
付けられているアプリケーションを表示対象として特定してもよい。
【００９２】
　表示制御部２３６は、類似判断部２３４により特定されたアプリケーションのアイコン
を含む起動メニュー画面を生成し、表示部３０に表示させる。表示部３０に起動メニュー
画面が表示され、操作部４０を介していずれかのアイコンがユーザにより選択されると、
選択されたアイコンに対応するアプリケーションをアプリケーション実行部２４２が起動
する。
【００９３】
　　〔３〕まとめ
　以上説明したように、本発明の第１の実施形態によれば、類似判断部２３４が現在の多
次元パラメータ情報と参照パラメータ情報との類似度に基づき、起動メニュー画面に含ま
せるアプリケーションのアイコンを特定する。したがって、第１の実施形態によれば、例
えば、現在の多次元パラメータが変動していても、起動メニュー画面に含まれるアイコン
を、多次元パラメータの変動に追従させて徐々に変化させることができる。また、ユーザ
の行動パターンがお仕着せパターンから外れても、現在の多次元パラメータに応じたアイ
コンを含む起動メニュー画面を表示することができる。また、ユーザが所望するアイコン
が起動メニュー画面に含まれない場合であっても、クラスタリング（中心パラメータ座標
）を利用することにより、起動メニュー画面を瞬時に切替え、ユーザが所望するアイコン
を起動メニュー画面に含ませることが可能となる。
【００９４】
　なお、添付図面を参照しながら本発明の好適な実施形態について説明したが、本発明は
係る例に限定されないことは言うまでもない。当業者であれば、特許請求の範囲に記載さ
れた範疇内において、各種の変更例または修正例に想到し得ることは明らかであり、それ
らについても当然に本発明の技術的範囲に属するものと了解される。
【００９５】
　例えば、第２の実施形態においては、通信部２１６が情報サーバ１０から参照パラメー
タ情報を受信する例を説明したが、本発明はかかる例に限定されない。例えば、通信部２
１６は、他の携帯電話２１Ａや２１Ｂから参照パラメータ情報を受信してもよい。また、
上記では起動メニュー画面に含める全てのアイコンを現在の多次元パラメータ情報および
参照パラメータ情報に基づいて特定する例を説明したが、本発明はかかる例に限定されな
い。例えば、携帯電話２０または２１は、必ず起動メニュー画面に含ませるアイコンがユ
ーザにより設定されていてもよい。この場合、携帯電話２０または２１は、ユーザにより
設定されているアイコンと、現在の多次元パラメータ情報および参照パラメータ情報に基
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づいて特定されたアイコンを含む起動メニュー画面を表示することができる。
【００９６】
　また、本明細書の携帯電話２０の処理における各ステップは、必ずしもフローチャート
として記載された順序に沿って時系列に処理する必要はない。例えば、携帯電話２０の処
理における各ステップは、並列的あるいは個別に実行される処理（例えば、並列処理ある
いはオブジェクトによる処理）を含んでもよい。また、携帯電話２０に内蔵されるＣＰＵ
２０１、ＲＯＭ２０２およびＲＡＭ２０３などのハードウェアを、上述した携帯電話２０
の各構成と同等の機能を発揮させるためのコンピュータプログラムも作成可能である。ま
た、該コンピュータプログラムを記憶させた記憶媒体も提供される。また、図４および図
１２の機能ブロック図で示したそれぞれの機能ブロックをハードウェアで構成することで
、一連の処理をハードウェアで実現することもできる。
【図面の簡単な説明】
【００９７】
【図１】第１の実施形態にかかる携帯電話の外観図である。
【図２】携帯電話が記憶している参照パラメータ情報の具体例を示した説明図である。
【図３】携帯電話のハードウェア構成を示したブロック図である。
【図４】第１の実施形態にかかる携帯電話の構成を示した機能ブロック図である。
【図５】参照パラメータ情報の一例を示した説明図である。
【図６】類似判断部による類似度の判断方法を示した説明図である。
【図７】起動メニュー画面に含まれるアイコンが徐々に変化する様子を示した説明図であ
る。
【図８】第１の実施形態にかかる携帯電話において実行される情報処理方法の流れを示し
たフローチャートである。
【図９】参照パラメータ情報の重み付けについて示した説明図である。
【図１０】中心パラメータ座標の具体例を示した説明図である。
【図１１】変形例１－２により実現される起動メニュー画面の切替の様子を示した説明図
である。
【図１２】第２の実施形態にかかる情報処理システムの構成を示した機能ブロック図であ
る。
【図１３】携帯電話と情報サーバ間で送受信される情報の一例を示した説明図である。
【図１４】携帯電話と情報サーバ間で送受信される情報の他の例を示した説明図である。
【符号の説明】
【００９８】
　１０　　情報サーバ
　２０、２１　　携帯電話
　３０　　表示部
　４０　　操作部
　２１６　通信部
　２２０　取得部
　２２２　位置情報取得部
　２２４　時間管理部
　２３２　記憶部
　２３４　類似判断部
　２３６　表示制御部
　２４４　情報管理部
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