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(57)【要約】
【課題】利便性を向上することができる電子機器及び電
子機器の情報表示方法を提供する。
【解決手段】本発明にかかる電子機器１０は、メールを
受信したときにメールの内容の一部であるメール情報を
表示部１２にインフォメーションする制御部１１を備え
る電子機器１０において、制御部１１は、表示部１２の
画面がオフの状態からオンの状態となったときに未読メ
ールのメール情報を表示部１２に再度インフォメーショ
ンし、再度インフォメーション中に入力部１３を介して
入力された操作に応じて、メール情報を表示部１２に表
示させる。
【選択図】図１



(2) JP 2015-135615 A 2015.7.27

10

20

30

40

50

【特許請求の範囲】
【請求項１】
　メールを受信したときに該メールの内容の一部であるメール情報を表示部にインフォメ
ーションする制御部を備える電子機器において、
　前記制御部は、前記表示部の画面がオフの状態からオンの状態となったときに未読メー
ルの前記メール情報を前記表示部に再度インフォメーションし、前記再度インフォメーシ
ョン中に入力部を介して入力された操作に応じて、前記メール情報を前記表示部に表示さ
せる電子機器。
【請求項２】
　前記入力部は操作ボタンであり、
　前記制御部は、前記操作ボタンの所定のボタンの押下に応じて、前記メール情報を更新
して前記表示部に表示させる、請求項１に記載の電子機器。
【請求項３】
　前記入力部は前記表示部の前面に配設されたタッチパネルであり、
　前記制御部は、前記メール情報の表示位置に対応する前記タッチパネルへの操作に応じ
て、前記メール情報を更新して前記表示部に表示させる、請求項１に記載の電子機器。
【請求項４】
　前記入力部は前記表示部の前面に配設されたタッチパネルであり、
　前記制御部は、前記メール情報の表示位置に対応する前記タッチパネルへの操作に応じ
て、前記未読メールの一覧を前記表示部に表示させる、請求項１に記載の電子機器。
【請求項５】
　前記入力部は前記表示部の前面に配設されたタッチパネルであり、
　前記制御部は、前記メール情報の表示位置に対応する前記タッチパネルへの操作に応じ
て、前記未読メールの前記内容を前記表示部に表示させる、請求項１に記載の電子機器。
【請求項６】
　メールを受信したときに該メールの内容の一部であるメール情報を表示部にインフォメ
ーションする制御部を備える電子機器において、
　前記制御部は、前記表示部の画面がオフの状態からオンの状態となったときに未読メー
ルの前記メール情報を前記表示部に再度インフォメーションし、前記再度インフォメーシ
ョン中に入力部を介して入力された操作に応じて、該操作後に前記メール情報の前記再度
インフォメーションを行わない電子機器。
【請求項７】
　前記制御部は、前記操作に応じて、前記メール情報に係る未読メールを、該未読メール
が記憶された記憶部から削除する、請求項６に記載の電子機器。
【請求項８】
　メールを受信したときに該メールの内容の一部であるメール情報を表示部にインフォメ
ーションする制御部を備える電子機器において、
　前記制御部は、前記表示部の画面がオフの状態からオンの状態となったときに未読メー
ルの前記メール情報を前記表示部に再度インフォメーションし、前記再度インフォメーシ
ョン中に傾き検出部が検出した当該電子機器の傾きに応じて、前記メール情報を前記表示
部に表示させる電子機器。
【請求項９】
　メールを受信したときに該メールの内容の一部であるメール情報を表示部にインフォメ
ーションする制御部を備える電子機器において、
　前記表示部の画面がオフの状態からオンの状態となったときに未読メールの前記メール
情報を前記表示部に再度インフォメーションするステップと、
　前記再度インフォメーション中に入力部を介して入力された操作に応じて、前記メール
情報を前記表示部に表示させるステップとを含む情報表示方法。
【請求項１０】
　メールを受信したときに該メールの内容の一部であるメール情報を表示部にインフォメ
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ーションする制御部を備える電子機器において、
　前記表示部の画面がオフの状態からオンの状態となったときに未読メールの前記メール
情報を前記表示部に再度インフォメーションするステップと、
　前記再度インフォメーション中に入力部を介して入力された操作に応じて、該操作後に
前記メール情報の前記再度インフォメーションを行わないステップとを含む情報表示方法
。
【請求項１１】
　メールを受信したときに該メールの内容の一部であるメール情報を表示部にインフォメ
ーションする制御部を備える電子機器において、
　前記表示部の画面がオフの状態からオンの状態となったときに未読メールの前記メール
情報を前記表示部に再度インフォメーションするステップと、
　前記再度インフォメーション中に傾き検出部が検出した当該電子機器の傾きに応じて、
前記メール情報を前記表示部に表示させるステップとを含む情報表示方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、未読メールの内容について複数回インフォメーションを行うことができる電
子機器及び電子機器の情報表示方法に関するものである。
【背景技術】
【０００２】
　フィーチャーフォン及びスマートフォン等の電子機器が有する機能の１つとして、電子
メール（以下適宜「メール」と略記する）の送受信による通信機能がある。電子機器は、
メールを受信すると、電子機器のユーザに受信を通知する。例えば、電子機器は、受信音
を発信したり、バイブレーションによる振動を発生したり、電子機器に備えられるＬＥＤ
を点滅したりすることにより、メールの受信をユーザに通知する。このとき、電子機器は
、受信した電子メールの概要を表示部に表示できることが知られている。例えば、特許文
献１には、受信した電子メールの送信元と、その電子メールのタイトル（サブジェクト）
とを示すメール情報とをピクトインフォメーション（登録商標）として表示させる携帯電
話機が記載されている。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００３】
【特許文献１】特開２０１１－７０４９７号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　ピクトインフォメーションは、電子機器がメールを受信した直後に表示されるものであ
る。すなわち、電子機器は、一度ピクトインフォメーションを表示した後、未読メールの
件数は表示部に表示するが、未読メールの概要（内容）に係る情報は表示しない。そのた
め、ユーザは、ピクトインフォメーションによる通知を見逃した場合及びピクトインフォ
メーションによる通知を再確認したい場合等においては、メールの受信ボックスからメー
ルを開いて確認する必要があり、利便性が悪い。しかも、ピクトインフォメーションは、
メールの受信直後に表示されるため、メールの受信にユーザが気付かない場合及びメール
の受信時にユーザが電子機器を確認できない状況にある場合等、ユーザがピクトインフォ
メーションを見逃す可能性は低くない。
【０００５】
　従って、上記のような問題点に鑑みてなされた本発明の目的は、利便性を向上すること
ができる電子機器及び電子機器の情報表示方法を提供することにある。
【課題を解決するための手段】
【０００６】
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　上述した諸課題を解決すべく、本発明に係る電子機器は、
　メールを受信したときに該メールの内容の一部であるメール情報を表示部にインフォメ
ーションする制御部を備える電子機器において、
　前記制御部は、前記表示部の画面がオフの状態からオンの状態となったときに未読メー
ルの前記メール情報を前記表示部に再度インフォメーションし、前記再度インフォメーシ
ョン中に入力部を介して入力された操作に応じて、前記メール情報を前記表示部に表示さ
せる。
【０００７】
　前記入力部は操作ボタンであり、
　前記制御部は、前記操作ボタンの所定のボタンの押下に応じて、前記メール情報を更新
して前記表示部に表示させてもよい。
【０００８】
　前記入力部は前記表示部の前面に配設されたタッチパネルであり、
　前記制御部は、前記メール情報の表示位置に対応する前記タッチパネルへの操作に応じ
て、前記メール情報を更新して前記表示部に表示させてもよい。
【０００９】
　前記入力部は前記表示部の前面に配設されたタッチパネルであり、
　前記制御部は、前記メール情報の表示位置に対応する前記タッチパネルへの操作に応じ
て、前記未読メールの一覧を前記表示部に表示させてもよい。
【００１０】
　前記入力部は前記表示部の前面に配設されたタッチパネルであり、
　前記制御部は、前記メール情報の表示位置に対応する前記タッチパネルへの操作に応じ
て、前記未読メールの前記内容を前記表示部に表示させてもよい。
【００１１】
　また、本発明に係る電子機器は、
　メールを受信したときに該メールの内容の一部であるメール情報を表示部にインフォメ
ーションする制御部を備える電子機器において、
　前記制御部は、前記表示部の画面がオフの状態からオンの状態となったときに未読メー
ルの前記メール情報を前記表示部に再度インフォメーションし、前記再度インフォメーシ
ョン中に入力部を介して入力された操作に応じて、該操作後に前記メール情報の前記再度
インフォメーションを行わない。
【００１２】
　前記制御部は、前記操作に応じて、前記メール情報に係る未読メールを、該未読メール
が記憶された記憶部から削除してもよい。
【００１３】
　また、本発明に係る電子機器は、
　メールを受信したときに該メールの内容の一部であるメール情報を表示部にインフォメ
ーションする制御部を備える電子機器において、
　前記制御部は、前記表示部の画面がオフの状態からオンの状態となったときに未読メー
ルの前記メール情報を前記表示部に再度インフォメーションし、前記再度インフォメーシ
ョン中に傾き検出部が検出した当該電子機器の傾きに応じて、前記メール情報を前記表示
部に表示させる。
【００１４】
　上述したように本発明の解決手段を装置として説明してきたが、本発明はこれらに実質
的に相当する方法としても実現し得るものであり、本発明の範囲にはこれらも包含される
ものと理解されたい。
【００１５】
　例えば、本発明に係る電子機器の情報表示方法は、
　メールを受信したときに該メールの内容の一部であるメール情報を表示部にインフォメ
ーションする制御部を備える電子機器において、



(5) JP 2015-135615 A 2015.7.27

10

20

30

40

50

　前記表示部の画面がオフの状態からオンの状態となったときに未読メールの前記メール
情報を前記表示部に再度インフォメーションするステップと、
　前記再度インフォメーション中に入力部を介して入力された操作に応じて、前記メール
情報を前記表示部に表示させるステップとを含む。
【００１６】
　また、本発明に係る電子機器の情報表示方法は、
　メールを受信したときに該メールの内容の一部であるメール情報を表示部にインフォメ
ーションする制御部を備える電子機器において、
　前記表示部の画面がオフの状態からオンの状態となったときに未読メールの前記メール
情報を前記表示部に再度インフォメーションするステップと、
　前記再度インフォメーション中に入力部を介して入力された操作に応じて、該操作後に
前記メール情報の前記再度インフォメーションを行わないステップとを含む。
【００１７】
　また、本発明に係る電子機器の情報表示方法は、
　メールを受信したときに該メールの内容の一部であるメール情報を表示部にインフォメ
ーションする制御部を備える電子機器において、
　前記表示部の画面がオフの状態からオンの状態となったときに未読メールの前記メール
情報を前記表示部に再度インフォメーションするステップと、
　前記再度インフォメーション中に傾き検出部が検出した当該電子機器の傾きに応じて、
前記メール情報を前記表示部に表示させるステップとを含む。
【発明の効果】
【００１８】
　上記のように構成された本発明に係る電子機器及び電子機器の情報表示方法によれば、
利便性を向上することができる。
【図面の簡単な説明】
【００１９】
【図１】本発明の第１の実施形態に係る電子機器の概略構成を示すブロック図である。
【図２】本発明の第１の実施形態に係る電子機器の実行構造を示す図である。
【図３】電子機器の表示部に表示されるメール情報の例を示す図である。
【図４】電子機器の表示部に複数のメール情報が表示される場合の例を示す図である。
【図５】電子機器の表示部のロック画面メール情報が表示される場合の例を示す図である
。
【図６】電子機器の電源が起動したときにメール情報が表示される場合の例を示す図であ
る。
【図７】メール情報が更新して表示される場合の例を示す図である。
【図８】メール情報が更新して表示される場合の他の例を示す図である。
【図９】未読メールを一覧表示する場合の例を示す図である。
【図１０】未読メールの内容を表示する場合の例を示す図である。
【図１１】未読メールを削除する場合の例を示す図である。
【図１２】本発明の第２の実施形態に係る電子機器の概略構成を示すブロック図である。
【発明を実施するための形態】
【００２０】
　以下、諸図面を参照しながら、本発明の実施態様を詳細に説明する。
【００２１】
（第１の実施形態）
　図１は、第１の実施形態に係る電子機器１０の概略構成を示すブロック図である。図１
に示すように、電子機器１０は、制御部１１と、表示部１２と、入力部１３と、通信部１
４と、記憶部１５と、マイク１６と、スピーカ１７と、傾き検出部２１とを備える。
【００２２】
　制御部１１は、電子機器１０の各機能ブロックをはじめとして、電子機器１０の全体を
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制御及び管理するプロセッサである。例えば、制御部１１は、所定の条件において、電子
機器１０が通信部１４を介して受信した未読メールの内容の一部であるメール情報を、表
示部１２に表示させることによりユーザにインフォメーション（通知）する。また、例え
ば、制御部１１は、入力部１３に入力されたユーザの操作に基づいて、電子機器１０が操
作に応じた動作を行うように各機能ブロックを制御する。上述した所定の条件及び制御部
１１が行う具体的な制御については後述する。
【００２３】
　表示部１２は、液晶ディスプレイ、有機ＥＬディスプレイ、又は無機ＥＬディスプレイ
等の表示デバイスである。表示部１２は、文字、写真、操作用オブジェクト等の画像を表
示する。例えば、表示部１２は、電子機器１０が通信部１４を介してメールを受信したと
き、メールの送信元及びメールのタイトル（サブジェクト）等を含むメール情報を表示す
る。
【００２４】
　入力部１３は、ユーザからの操作入力を受け付けるものであり、例えば、操作ボタン（
操作キー）から構成される。電子機器１０がタッチパネルを有する場合には、タッチパネ
ルが、ユーザの指及びスタイラスペン等の接触を検出して操作入力を受け付けることによ
り、入力部１３として機能する。
【００２５】
　通信部１４は、基地局又は他の電子機器と無線通信を行うことにより、データを送受信
する。例えば、通信部１４は、他の電子機器が送信したメールを基地局から受信する。
【００２６】
　記憶部１５は、半導体メモリ等で構成することができ、各種情報や電子機器１０を動作
させるためのプログラム等を記憶するとともに、ワークメモリとしても機能する。
【００２７】
　マイク１６は、ユーザの発話等の周囲の音を集音する。マイク１６が集音した音は、電
気信号に変換して制御部１１に送られる。
【００２８】
　スピーカ１７は、音声、音楽、着信音等の音を出力する。
【００２９】
　傾き検出部２１は、電子機器１０の傾きを検出する。傾き検出部２１は、例えば加速度
センサにより構成される。
【００３０】
　図２は、本発明の第１の実施形態に係る電子機器１０の実装構造を示す図である。図２
（ａ）に示す電子機器１０はいわゆる折りたたみ式のフィーチャーフォンであり、図２（
ａ）はその正面図を示している。電子機器１０の筐体１８において、上側の前面に表示部
１２が配置され、下側の前面に入力部１３としての操作ボタンが配置されている。電子機
器１０は、図示しない背面側において、表示部１２としてサブディスプレイを備えていて
もよい。サブディスプレイには、フィーチャーフォンを折りたたんだ状態で、例えば時刻
及びメール情報等が表示される。なお、図２（ａ）には、いわゆる折りたたみ式のフィー
チャーフォンが示されているが、フィーチャーフォンは折りたたみ式に限定されず、例え
ば、いわゆるストレート式やスライド式のフィーチャーフォンであってもよい。
【００３１】
　図２（ｂ）に示す電子機器１０はいわゆるスマートフォンであり、図２（ｂ）はその正
面図を示している。電子機器１０の筐体１８において、前面のほぼ中央に表示部１２が配
置され、ユーザの操作のため、表示部１２の前面にタッチパネルとして入力部１３が配設
される。
【００３２】
　次に、本実施形態における電子機器１０の表示部１２の表示について説明する。電子機
器１０は、通信部１４を介してメールを受信すると、表示部１２にメール情報を表示する
ことにより、メール情報をユーザにインフォメーションする。メール情報は、メールの内
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容の一部を示す情報であり、例えば、メールの送信元、メールのタイトル（サブジェクト
）及びメールの本文から選択された情報である。以下、本実施形態においては、メール情
報はメールの送信元及びメールのタイトルであるとして説明するが、メール情報には、例
えば、メール本文の冒頭部の所定数の文字を含んでもよい。
【００３３】
　例えば、電子機器１０が、「○○　○○」という名称で記憶部１５に登録されているメ
ールの発信元から、「明日の打合せ開始時間について」というタイトル（サブジェクト）
のメールを受信したとする。すると、電子機器１０の制御部１１は、メール情報を表示す
るためのメール情報表示部１９を表示部１２の一部に設け、メール情報である発信元とタ
イトルとをメール情報表示部１９に表示させる。なお、発信元のメールアドレスが記憶部
１５に登録されていない場合、制御部１１は、発信元のメールアドレスをメール情報表示
部１９に表示してもよい。
【００３４】
　図３は、電子機器１０の表示部１２に表示されるメール情報の例を示す図である。図３
に示すように、メール情報は表示部１２において一定の範囲を占めるメール情報表示部１
９に表示される。図３においては、メール情報表示部１９は、表示部１２の上端に位置し
ているが、メール情報表示部１９の位置はこの態様に限定されず、例えば表示部１２の中
央部又は下端に位置してもよい。また、メール情報表示部１９は、例えばメール情報を縦
書きにして、表示部１２の右端又は左端に位置してもよい。電子機器１０が、表示部１２
としてサブディスプレイを備える折りたたみ式のフィーチャーフォンである場合、メール
情報表示部１９はサブディスプレイに位置してもよい。また、メール情報の全てがメール
情報表示部１９に収まらない場合には、制御部１１は、メール情報をスクロールさせてメ
ール情報表示部１９に表示させてもよい。
【００３５】
　従来の電子機器は、上述のように電子機器１０がメールを受信したときにメール情報を
表示部１２に表示した後、未読メールの件数を表示していた。しかし、一度表示されたメ
ール情報は繰り返して表示されず、ユーザがメール情報を確認したい場合には、メールの
受信ボックスからメールを開いて確認する必要があった。これに対し、本発明に係る電子
機器１０は、表示部１２の画面がオフの状態からオンの状態となったときに、未読メール
のメール情報をユーザに再度インフォメーションすることができる。以下、本発明に係る
電子機器１０を使用して、繰り返してメール情報を確認する方法について説明する。
【００３６】
　電子機器１０の制御部１１は、表示部１２の画面がオフの状態からオンの状態となった
とき、メール情報を表示部１２に表示させることができる。画面がオフの状態は、表示部
１２の表示が消灯した状態である。従って、画面がオフの状態は、例えば、電子機器１０
の電源がオフの状態である。また、画面がオフの状態は、例えば、ユーザが電子機器１０
に所定の操作を行った場合又は一定時間（例えば１０秒間）電子機器１０に何らの操作も
行われなかった場合に、表示部１２の表示が消え、節電画面となった状態である。電子機
器１０が、折りたたみ式のフィーチャーフォンである場合、フィーチャーフォンを開いた
状態から閉じた状態にした場合においても、画面がオフの状態となる。また、画面がオン
の状態は、ユーザが電子機器１０に所定の操作を行うことにより、表示部１２の表示がさ
れた状態である。例えば、ユーザが電子機器１０の電源を起動した場合、画面はオンの状
態となる。また、例えば、閉じた状態の折りたたみ式のフィーチャーフォンを開いたとき
、表示部１２の画面がオンの状態となり、電子機器１０の表示部１２に図３に示すように
メール情報が表示される。このようにして、メール情報がユーザに対して再度インフォメ
ーションされることにより、ユーザは、電子機器１０の画面をオンの状態にすることによ
って、メールの受信ボックスからメールを開いてメールの内容を確認することなく、簡単
にメール情報を確認することができる。従って、電子機器１０の利便性が向上する。
【００３７】
　ここで、再度インフォメーションを行うメール情報が複数ある場合には、制御部１１は
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、複数のメール情報を、例えばメールの受信日時が早い順又は遅い順に、順次表示部１２
のメール情報表示部１９にスクロールさせて表示することができる。図４は、電子機器１
０の表示部１２に複数のメール情報が表示される場合の例を示す図である。例えば電子機
器１０の記憶部１５に３通の未読メールがある場合、制御部１１は、図４に示すように、
３通の未読メールのメール情報を順次メール情報表示部１９にスクロールさせて表示する
。このとき、メール情報として、例えば各メールの受信日時が含まれていてもよい。この
ようにして、ユーザは複数のメール情報を簡単に確認することができる。従って、電子機
器１０の利便性が向上する。以下、制御部１１は、複数のメール情報をメール情報表示部
１９に表示する場合には、受信日時が遅いメールのメール情報から順次表示させるものと
して説明する。
【００３８】
　電子機器１０が特にスマートフォンである場合、ユーザが電子機器１０に所定の操作を
行うことにより画面がオン状態になると、表示部１２には通常ロック画面が表示される。
この場合、制御部１１は、表示部１２に表示されたロック画面にメール情報を表示させる
ことによりユーザに再度インフォメーションすることができる。図５は、表示部１２に表
示されたロック画面にメール情報が表示される場合の例を示す図である。このようにロッ
ク画面においてメール情報を表示することにより、ユーザはロックを解除することなく簡
単にメール情報を確認することができ、電子機器１０の利便性が向上する。なお、ロック
画面は、電子機器１０が有する情報の保護等のセキュリティの観点から設けられているた
め、ロック画面において表示するメール情報を、ロック画面解除後に表示するメール情報
より限定された情報としても良い。
【００３９】
　また、電子機器１０の制御部１１は、電子機器１０の電源が起動したとき、メール情報
を表示部１２に表示させることができる。図６は、電子機器１０の電源が起動したときに
メール情報が表示される場合の例を示す図である。図６に示すように、電子機器１０の電
源がオフの状態においては、表示部１２は消灯している（ステップＳ１０１）。そしてユ
ーザが電子機器１０を操作することにより電源を起動すると、表示部１２に電子機器１０
が起動中であることを示す画面が表示される（ステップＳ１０２）。電源の起動が完了し
、電子機器１０の電源がオンの状態になると、メール情報表示部１９にメール情報が表示
される（ステップＳ１０３）。このようにして、ユーザに対してメール情報が再度インフ
ォメーションされることにより、ユーザは電子機器１０の電源を起動させることによって
簡単にメール情報を確認することができる。特に、ユーザは、映画館及び劇場等、電子機
器１０の電源をオフにする必要がある場所から離れた場合、電子機器１０の電源を起動す
ることにより、迅速にメール情報を確認することができ、電子機器１０の利便性が向上す
る。
【００４０】
　電子機器１０の電源起動時にメール情報を表示する場合において、電子機器１０が特に
スマートフォンである場合、電源が起動すると、表示部１２には通常ロック画面が表示さ
れる。この場合、制御部１１は、図６のステップＳ１０３において、図５に示すようにロ
ック画面にメール情報を表示させることによりユーザに再度インフォメーションすること
ができる。
【００４１】
　次に、制御部１１がメール情報表示部１９に再度インフォメーションを行っているとき
に、ユーザが入力部１３を使用して入力を行った場合におけるメール情報の表示について
説明する。
【００４２】
　まず、メール情報の表示を更新する操作について説明する。図７は、ユーザの入力部１
３への入力により、メール情報が更新して表示される場合の例を示す図である。ここでは
、電子機器１０はフィーチャーフォンであり、入力部１３は操作キーであるとして説明す
るが、電子機器１０及び入力部１３はこれらに限定されるものではない。また、ここでは
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、記憶部１５に３通の未読メールが記憶されており、制御部１１は、３通分のメール情報
を表示するものとして説明するが、未読メールの数及びメール情報の表示時間は、以下の
説明に限定されず、適宜変化するものである。
【００４３】
　制御部１１は、３通目のメール情報、つまり最新の未読メールのメール情報から、順次
メール情報を表示部１２のメール情報表示部１９に表示させる。メール情報の表示中に、
ユーザが入力部１３の操作を行わない場合、図７（ａ）に示すように、メール情報が順次
スクロールされて表示されるため、全てのメール情報を表示し終えるまでに、スクロール
にかかる時間が経過する。図７（ａ）においては、制御部１１は、全てのメール情報を表
示した後、再び冒頭から、つまり３通目からメール情報を表示しているが、全てのメール
情報表示後の表示部１２の表示は、これに限定されない。例えば、制御部１１は、全ての
メールを表示した後、表示部１２のメール情報表示部１９に、電子機器１０の電池の残量
、通信部１４が通信するための電波の強弱及び未読メールの有無等を表示させてもよい。
また、例えば、制御部１１は、全てのメールを表示した後、表示部１２のメール情報表示
部１９に、全てのメール情報の表示が終了したことを表示させてもよい。
【００４４】
　ここで、制御部１１が３通目のメール情報をメール情報表示部１９に表示している間に
、ユーザが、メール情報の表示を更新させるための所定の操作ボタンを押下したとする。
制御部１１は、かかる操作ボタンが押下されると、メール情報表示部１９の表示を更新す
る。表示の更新は、任意の更新とすることができ、例えば、図７（ｂ）に示すように、制
御部１１は、操作ボタンが押下されたときに表示されているメール情報の次のメール情報
（ここでは、２通目のメール情報）を表示するように更新を行うことができる。かかる表
示の更新は、続けて行うことができ、図７（ｂ）に示すように、ユーザは、２通目のメー
ル情報がメール情報表示部１９に表示されているときに同一の操作ボタンを押下すること
によって、２通目のメール情報をスキップし、１通目のメール情報を表示させることがで
きる。１通目、つまり最後のメール情報が表示されているときに、ユーザが同一の操作ボ
タンを押下した場合、制御部１１は、図７（ｂ）に示すように再び冒頭からメール情報を
表示させたり、または、全てのメール情報の表示が終了したことを表示させたりすること
ができる。また、１通目のメール情報が表示されているときに、操作ボタンが押下された
場合、制御部１１は、何らの表示の更新を行わないものとしてもよい。このように、ユー
ザは、表示を更新してメール情報をスキップすることにより、確認しないメール情報をス
キップすることができ、確認するメール情報をメール情報表示部１９に表示させるまでの
時間を短縮することができる。
【００４５】
　なお、上述の説明において、表示の更新はメール情報をスキップするものであるとして
説明したが、表示の更新はこれに限定されず、例えば、制御部１１は、所定の操作ボタン
の押下に応じて、再び冒頭からメール情報を表示させてもよい。この場合、ユーザは、表
示の更新により、メール情報が表示されている途中であっても、冒頭から再びメール情報
を確認しなおすことができる。また、制御部１１は、例えば、所定の操作ボタンの押下に
応じて、操作ボタン押下時にメール情報表示部１９に表示されていたメール情報を再び表
示するように表示を更新することができる。この場合、ユーザは、表示の更新により、確
認していたメール情報を繰り返して確認することができる。
【００４６】
　次に、スマートフォンにおけるメール情報の表示のスキップ操作について説明する。図
８は、ユーザの入力部１３への入力により、メール情報が更新して表示される場合の他の
例を示す図である。ここでは、電子機器１０はスマートフォンであり、入力部１３は、表
示部１２の前面の配設されたタッチパネルであるとして説明する。図７における説明と同
様に、ここでも、記憶部１５に３通の未読メールが記憶されており、制御部１１は、３通
分のメール情報を表示するものとして説明する。
【００４７】
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　図７（ａ）と同様に、制御部１１は、３通目のメール情報、つまり最新の未読メールの
メール情報から、順次メール情報を表示部１２のメール情報表示部１９に表示させる。こ
こで、図８（ａ）に示すように、３通目のメール情報が表示されているときに、ユーザは
、メール情報の表示位置、すなわちメール情報表示部１９に対応するタッチパネルの部分
を、左方向にフリック操作する。すると、制御部１１は、かかるフリック操作を検出して
、メール情報表示部１９の表示を更新する。ここでは、ユーザがメール情報表示部１９を
左方向にフリックしているため、制御部１１は、メール情報表示部１９に表示されていた
３通目のメール情報の次のメール情報、つまり２通目のメール情報を表示するように表示
の更新を行う。ここで、フリック操作とは、ユーザが指でタッチパネルをタッチし、その
まま指を一方向へ移動（スライド）させながら、指をタッチパネルから離す操作である。
ユーザは、２通目のメール情報が表示されているときにも、同様のフリック操作を行うこ
とができる。すなわち、メール情報表示部１９に２通目のメール情報が表示された状態で
、ユーザが左方向のフリック操作を行うと、制御部１１は、１通目のメール情報をメール
情報表示部１９に表示するように表示の更新を行う。１通目のメール情報が表示されてい
るときに、ユーザが同様に左方向のフリック操作を行った場合、制御部１１は、図８（ａ
）に示すように再び冒頭からメール情報を表示させたり、または、全てのメール情報の表
示が終了したことを表示させたりすることができる。また、１通目のメール情報が表示さ
れているときに、ユーザが同様のフリック操作を行った場合、制御部１１は何らの表示の
更新を行わないものとしてもよい。
【００４８】
　フリック操作の方向は、左方向に限定されるものではなく、右方向にも行うことができ
る。図８（ｂ）、右方向へのフリック操作を行った場合のメール情報の表示の例を示す図
である。ユーザが右方向へのフリック操作を行った場合、左方向へのフリック操作時と反
対の順序で表示が更新される。例えば、図８（ｂ）に示すように、１通目のメール情報が
メール情報表示部１９に表示されているときに、ユーザがメール情報表示部１９に対応す
るタッチパネルの部分に対して右方向にフリック操作を行うと、制御部１１は、１通目の
メール情報の前、つまり２通目のメール情報を表示させる。さらに右方向にフリック操作
をすると、制御部１１は、３通目のメール情報を表示させる。最新のメール情報（ここで
は３通目のメール情報）が表示されているときに、さらに右方向にフリック操作を行うと
、制御部１１は、図８（ｂ）に示すように１通目のメール情報を表示させたり、または、
全てのメール情報の表示が終了したことを表示させたりすることができる。また、最新の
メール情報が表示されているときに、ユーザが右方向のフリック操作を行った場合、制御
部１１は何らの表示の更新を行わないものとしてもよい。このように、ユーザは、表示を
更新して、メール情報をスキップすることにより、確認することを希望するメール情報を
スムーズに確認することができる。
【００４９】
　次に、メール情報表示部１９の操作による未読メールの一覧表示について説明する。図
９は、電子機器１０を使用して未読メールを一覧表示する場合の例を示す図である。電子
機器１０はスマートフォンであり、入力部１３は、表示部１２の前面の配設されたタッチ
パネルであるとして説明する。また、記憶部１５には３通の未読メールが記憶されている
として説明する。
【００５０】
　制御部１１は、３通のメール情報を順次メール情報表示部１９に表示させる。図９に示
すように、表示部１２に再度インフォメーションがされているときに、ユーザがメール情
報表示部１９に対応するタッチパネルの部分に対して下方向にフリック操作する（ステッ
プＳ２０１）。すると、制御部１１は、入力部１３を介してユーザから入力された操作に
基づき、未読メールの一覧を表示部１２に表示させる（ステップＳ２０２）。ユーザは、
表示部１２の表示を閲覧することにより、未読メールの件数及び内容の一部を確認するこ
とができる。未読メールの一覧として表示されるメールの内容は、任意の内容とすること
ができ、例えば図９に示すように、送信元、メールのタイトル、メールの受信日時及び添
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付資料の有無等とすることができる。また、未読メールの一覧として表示されるメールの
内容に、メール本文の冒頭部の所定数の文字を含んでもよい。ユーザは、未読メールの一
覧から内容を閲覧するメールをタップ操作によって選択することにより、選択したメール
の内容を表示部１２に表示させ、内容を確認することができる（ステップＳ２０３）。こ
こで、タップ操作とは、ユーザが指でタッチパネルをタッチした後、指をタッチパネルか
ら離す操作である。これにより、ユーザは、全ての未読メールを一覧で簡単に確認するこ
とができる。また、タップ操作により、ユーザは、内容の確認を希望する未読メールに迅
速にアクセスすることができる。なお、ユーザの下方向へのフリック操作により、制御部
１１は、未読メールの一覧を表示するとして説明したが、表示する情報は未読メールに限
定されない。例えば、ユーザが下方向にフリック操作をした場合、制御部１１は、表示部
１２に受信ボックスを表示してもよい。
【００５１】
　次に、メール情報表示部１９の操作による未読メールの内容表示について説明する。図
１０は、電子機器１０を使用して未読メールの内容を表示する場合の例を示す図である。
電子機器１０はスマートフォンであり、入力部１３は、表示部１２の前面の配設されたタ
ッチパネルであるとして説明する。
【００５２】
　図１０に示すように、ユーザが、メール情報が再度インフォメーションされているとき
に、メール情報表示部１９に対応するタッチパネルの部分に対してタップ操作を行ったと
する。図１０では、１通目のメール情報が再度インフォメーションされているときにユー
ザがタップ操作を行った場合の例を示している。制御部１１は、入力部１３を介してユー
ザから入力された操作に基づき、タップ操作が行われたときにメール情報表示部１９に表
示されていたメール（図１０では１通目のメール）の内容を表示部１２に表示させる。ユ
ーザは、表示部１２の表示を閲覧することにより、メールの内容を確認することができる
。このように、ユーザのタップ操作によってメールの内容が表示部１２に表示されるため
、ユーザは、内容の確認を希望する未読メールに迅速にアクセスすることができる。
【００５３】
　次に、メール情報表示部１９の操作による未読メールの削除について説明する。図１１
は、電子機器１０を使用して未読メールを削除する場合の例を示す図である。電子機器１
０はスマートフォンであり、入力部１３は、表示部１２の前面の配設されたタッチパネル
であるとして説明する。また、記憶部１５には３通の未読メールが記憶されているとする
。このとき、記憶部１５は再度インフォメーションを行う未読メールのリストを有し、リ
ストには３通分の未読メールが格納されている。また、ここでは、ユーザは３通の未読メ
ールのうち、２通目の未読メールの削除を希望するとして、２通目の未読メールを削除す
る方法について説明する。
【００５４】
　制御部１１は、３通のメールを順次表示部１２のメール情報表示部１９に表示させる（
ステップＳ３０１）。ユーザは、削除を希望するメールのメール情報がメール情報表示部
１９に表示されているときに、メール情報表示部１９に対応するタッチパネルの部分に指
でタッチする。すると、制御部１１は、例えば削除を意味するごみ箱のアイコンを表示部
１２に表示する（ステップＳ３０２）。ユーザが、タッチしたメール情報表示部１９に対
応する部分から、ごみ箱のアイコンへメール情報をドラッグ操作すると、制御部１１は、
かかる操作に基づいて、未読メールのリストから、ドラッグ操作されたメール情報に係る
メール（ここでは２通目のメール）を削除する。ここで、ドラッグ操作とは、ユーザが指
でタッチパネルをタッチした状態で、指をタッチパネルから離すことなく移動させ、表示
部１２における目的の領域に指が移動した後、指をタッチパネルから離す操作である。メ
ールがリストから削除された後、制御部１１は、メール情報表示部１９に、例えば図１１
に示すように、次のメール（すなわち１通目のメール）のメール情報を表示してもよく、
また、例えばメール情報を冒頭から（すなわち３通目のメールから）表示してもよい（ス
テップＳ３０３）。制御部１１は、再度インフォメーションをする際に、ユーザのドラッ
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グ操作に基づいてリストから削除されたメールについて、その後再度インフォメーション
を行わない。このようにして、ユーザは、閲覧不要となったメール情報を表示させないよ
うにすることができ、必要なメール情報を効率よく閲覧することができる。これは、例え
ば、誤ってユーザに送信されたメールや、ユーザが不要と考える広告のためのダイレクト
メール等に対して有効である。
【００５５】
　なお、上述の説明においては、制御部１１は、ドラッグ操作されたメールを未読メール
のリストから削除しているため、このメールは受信メールのリストに依然として残ったま
まとなる。従って、ユーザは、未読メールのリストから削除したメールについて、受信メ
ールのメールボックスを開くことにより確認することができる。
【００５６】
　また、制御部１１は、ドラッグ操作されたメールを、記憶部１５から削除することも可
能である。この場合、上述の例と異なり、ユーザは、不要なメールをさらに受信ボックス
から削除するという操作が不要になる。しかしながら、一旦ドラッグ操作されたメールは
記憶部１５削除され、再び閲覧することができなくなる。この対応策として、ユーザの誤
操作を防ぐために、制御部１１は、例えば、メールがドラッグされた場合に「このメール
を削除しますか？」という確認画面を表示部１２に表示させ、ユーザに「はい」または「
いいえ」のいずれかを選択させることができる。そしてユーザの操作により「はい」が選
択された場合に、制御部１１は該当するメールを削除することで、誤ってメールが削除さ
れることを防ぐことができる。なお、上述の説明においては、ドラッグ操作によりメール
を削除するとして説明したが、操作はドラッグ操作に限定されない。例えば、制御部１１
は、ユーザのメール情報表示部１９に対応するタッチパネルの部分に対する上方向へのフ
リック操作に基づいて、メールを削除してもよい。
【００５７】
（第２の実施形態）
　次に、本発明の第２の実施形態について説明する。図１２は、本発明の第２の実施形態
に係る電子機器２０の概略構成を示すブロック図である。第２の実施形態に係る電子機器
２０は、第１の実施形態に係る電子機器１０と比較して、更に押圧検出部２２を備える。
その他の構成については第１の実施形態と同一であるため、同一の参照番号を付して説明
を省略する。
【００５８】
　押圧検出部２２は、入力部１３に対してユーザが操作を行う際の押圧を検出し、押圧に
基づくデータを制御部１１に出力する。押圧検出部２２は、例えば、押圧に応じて物理的
又は電気的な特性（歪み、抵抗、電圧等）が変化する歪みゲージセンサや圧電素子等を用
いて構成される。押圧検出部２２が、例えば圧電素子を用いて構成された場合、押圧検出
部２２の圧電素子は、入力部１３に対する押圧による荷重（力）の大きさ（又は、荷重の
大きさが変化する速さ（加速度））に応じて、電気的な特性である電圧値（押圧に基づく
データ）が変化する。なお、押圧に基づくデータは、電圧値の代わりに、押圧による荷重
の大きさ、電力値、抵抗値等でもよい。
【００５９】
　制御部１１は、押圧検出部２２から入力部１３に対する押圧に基づくデータを取得する
。そして、制御部１１は、押圧に基づくデータが所定の閾値以上である場合に、所定の操
作が行われたと判断し、操作内容に応じて例えばアプリケーションに基づく等して、所定
の処理を行うように制御する。
【００６０】
　また、押圧検出部２２は、接触検出方式に応じて構成することができる。例えば、接触
検出方式が抵抗膜方式の場合には、接触面積の大きさに応じた抵抗の大きさを、タッチセ
ンサのタッチ面に対する押圧の荷重に対応付けることにより、歪みゲージセンサや圧電素
子等を用いることなく押圧検出部２２を構成することができる。あるいは、タッチセンサ
が静電容量方式の場合には、静電容量の大きさを、タッチセンサに対する押圧の荷重に対
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応付けることにより、歪みゲージセンサや圧電素子等を用いることなく構成することがで
きる。
【００６１】
　第２の実施形態に係る電子機器２０において、制御部１１は、例えば図８のフリック操
作に関し、押圧検出部２２から取得した入力部１３に対する押圧に基づくデータを用いる
ことができる。すなわち、制御部１１は、押圧検出部２２から取得したデータが所定の閾
値を満たす場合に、入力部１３への操作をフリック操作として検出することができる。
【００６２】
　このように、第２の実施形態に係る電子機器２０は、押圧検出部２２を更に備える。そ
のため、電子機器２０は、他の物体と軽く接触しただけでユーザによる操作が行われたと
判断することを防止できる。特に、電子機器２０を保持する際には入力部１３に指が接触
するが、押圧検出部２２により押圧を検出することにより、ユーザが操作を意図していな
いのにもかかわらず操作したものと誤判断することを防止できる。
【００６３】
　本発明を諸図面や実施形態に基づき説明してきたが、当業者であれば本開示に基づき種
々の変形や修正を行うことが容易であることに注意されたい。従って、これらの変形や修
正は本発明の範囲に含まれることに留意されたい。
【００６４】
　例えば、上述の図８乃至図１１の説明においては、電子機器１０はスマートフォンであ
り、入力部１３は、表示部１２の前面の配設されたタッチパネルであるとして説明したが
、電子機器１０はスマートフォンに限定されない。図８乃至図１１の各操作は、例えば入
力部１３として操作ボタンを有するフィーチャーフォンにおいても実現することができる
。また、電子機器１０は、他の任意の電子機器、例えばタブレット端末等であってもよい
。
【００６５】
　また、上述の図８乃至図１１の各説明においては、それぞれの操作に最適な操作を例と
して説明したが、各操作は、各図の説明においてなされたものに限定されるものではない
。例えば、図８の説明において、ユーザはフリック操作を行うとして説明したが、操作は
、タップ操作などの他の任意の操作であってもよい。これは、図９乃至図１１の説明にお
ける操作についても同様である。
【００６６】
　さらに、上述の図７乃至図１１の各説明においては、制御部１１が入力部１３からの入
力に基づいて表示部１２への表示を行うものとして説明したが、入力は入力部１３からの
ものに限定されない。制御部１１は、マイク１６または傾き検出部２１からの入力に基づ
いて、表示部１２への表示を行ってもよい。マイク１６からの入力は、例えばユーザの音
声による入力であり、制御部１１は、マイク１６から入力された音声を解析し、その解析
結果に基づいて、メール情報を表示させる。例えば、ユーザが「２通目」という音声を発
した場合、制御部１１は、マイク１６から入力されたユーザの音声を解析し、その結果と
して、メール情報表示部１９に、複数のメール情報の中から２通目のメール情報を表示す
ることができる。
【００６７】
　また、傾き検出部２１からの入力は、例えばユーザが電子機器１０に与えた振動や傾き
による入力であり、制御部１１は、傾き検出部２１からの入力結果に基づいて表示部１２
への表示を行うことができる。制御部１１は、例えば傾き検出部２１が所定の閾値以上の
振動を検出した場合、メール情報の表示を更新することができる。また、制御部１１は、
例えば傾き検出部２１が検出した電子機器１０の傾きの角度に応じて、メール情報の表示
を行うことができる。
【００６８】
　ここで、傾きの角度に応じたメール情報の表示について、一例として図８を用いて具体
的に説明する。上述の図８の説明においては、制御部１１は、ユーザのフリック操作に応
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じて表示を更新するとして説明したが、傾き検出部２１が検出した電子機器１０の傾きに
応じて、表示の更新を行うことができる。例えば、ユーザが電子機器１０を左方向に傾け
たとする。そして、電子機器１０の傾きが所定の角度を越えたことを傾き検出部２１が検
出すると、制御部１１は、上述した左方向へのフリック操作と同様に、表示されたメール
情報の次のメール情報を表示させるように表示の更新を行う。反対に、ユーザが電子機器
１０を右方向に傾け、電子機器１０の傾きが所定の角度を越えたことを傾き検出部２１が
検出すると、制御部１１は、上述した右方向へのフリック操作と同様に、表示されたメー
ル情報の前のメール情報を表示させるように表示の更新を行う。
【００６９】
　さらに、制御部１１は、傾き検出部２１が検出した傾きに応じて、メール情報表示部１
９に表示されるメール情報のスクロール速度を変化させることができる。具体的には、ユ
ーザが電子機器１０を左方向に傾ければ傾けるほど、制御部１１は、メール情報のスクロ
ール速度を速くし、右方向に傾ければ傾けるほど、制御部１１は、メール情報のスクロー
ル速度を遅くすることができる。このようにして、ユーザは、メール情報の内容や重要性
等に応じて、容易にスクロール速度を変えてメール情報を確認することができる。なお、
ここでは、電子機器１０を左右方向に傾ける場合について説明したが、電子機器１０の傾
きは左右方向に限定されず、例えば前後方向等、任意の方向とすることができる。
【００７０】
　また、制御部１１は、メール情報を表示する前後に、他の任意の情報を表示部１２に表
示させることができる。例えば、制御部１１は、メール情報を表示する前に、一定時間（
例えば２秒間）時刻を表示することができる。そして、制御部１１は、時刻の表示を終了
したとき、メール情報を表示することができる。このとき、制御部１１は、時刻等の他の
情報の表示をしている間に、ユーザが入力部１３を使用して所定の操作を行った場合には
、他の表示をする一定時間を経過する前にメール情報を表示してもよい。また、制御部１
１は、メール情報と他の情報とを、同時に表示部１２に表示してもよい。このとき、メー
ル情報と他の情報とは、例えば上下方向の２行で表示される。これにより、ユーザは、メ
ール情報に優先して又はメール情報と同時に、他の情報を確認することができる。
【００７１】
　また、制御部１１は、重要度の高いメールのメール情報を優先的に表示させることがで
きる。重要度の高いメールは、例えば、ユーザが入力部１３を使用して予め記憶部１５に
登録した所定の送信元からのメール、所定の文字列を含むメール及び所定の時間帯に送信
されたメール等とすることができる。制御部１１は、メール情報の表示にあたり、まず、
重要度の高いメールのメール情報を表示部１２に表示させ、その後、その他のメールのメ
ール情報を表示させることができる。また、制御部１１は、重要度の高いメールを優先し
て表示させるとともに、又は優先して表示させる代わりに、重要度の高いメールを強調し
て表示部１２に表示させてもよい。強調は、任意の方法により行うことができ、例えば、
メール情報を表示する文字及びメール情報表示部１９の色を変更したり、文字の大きさを
大きくしたり、表示部１２の画像を変更したりすることができる。また、制御部１１は、
スピーカ１７より音を出したり、電子機器１０を振動させたりすることによっても、重要
度の高いメールを強調することができる。これにより、ユーザは重要度の高いメールのメ
ール情報に注意を向けやすくなる。
【００７２】
　また、制御部１１は、所定の情報を除いた状態で、メール情報を表示部１２に表示させ
ることができる。所定の情報は、ユーザが入力部１３を使用して予め記憶部１５に登録し
た任意の情報とすることができ、例えば、所定の送信元及び所定の文字列等とすることが
できる。例えば、ユーザがメール情報として所定の送信元を表示させないように設定した
場合、制御部１１は、メール情報からその送信元の表示を除いて、他の部分のメール情報
を表示させる。このとき、ユーザの設定により、制御部１１は、予め登録された代わりの
文字列を表示してもよい。例えば、「○○　○○」という送信元の情報を除き、代わりに
「送信者Ａ」と表示させるように、ユーザが設定していた場合、制御部１１は、「○○　
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送信者Ａ」との表示を行う。これにより、ユーザが第三者に知られることを希望しない情
報が表示部１２に表示されないため、例えばロック画面にメール情報が表示される場合で
あっても、かかる情報が第三者に知られることを防ぐことができる。
【００７３】
　また、例えば表示部１２が自発光素子のディスプレイ（有機ＥＬディスプレイ）の場合
、制御部１１は、表示部１２の画面がオフの状態において、メール情報表示部１９の画面
のみをオンの状態にして、メール情報を表示することができる。すなわち、メール情報表
示部１９以外の画面はオフの状態（節電画面）としたまま、メール情報表示部１９の画面
にメール情報を表示することができる。このように、画面がオンの状態となる範囲を限定
することにより、電子機器１０の消費電力を低減することができる。
【００７４】
　また、上述の実施形態の説明において、制御部１１は、表示部１２にメール情報を表示
するとして説明したが、メール情報の出力方法はこの態様に限定されない。例えば、制御
部１１は、スピーカ１７からメール情報を読み上げた音声として出力することができる。
また、上述の実施形態の説明において、メール情報の表示について説明したが、表示され
るアイテムはメール情報に限定されない。例えば、電子機器１０に入力されたスケジュー
ルに係る情報を表示してもよい。
【符号の説明】
【００７５】
１０、２０　電子機器
１１　制御部
１２　表示部
１３　入力部
１４　通信部
１５　記憶部
１６　マイク
１７　スピーカ
１８　筐体
１９　メール情報表示部
２１　傾き検出部
２２　押圧検出部
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