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(57)【要約】
【課題】暗証コードを送信するまでの時間を短時間にす
ることが可能な携帯電子機器、認証システム及び携帯電
子機器の制御方法を提供する。
【解決手段】携帯電子機器は、通信を行う第１通信部５
０と、それぞれ数字が割り当てられる複数の第１キーを
含む操作部１１と、複数の第１キーのうち少なくとも１
つが操作されることにより、操作された第１キーに割り
当てられる数字を表示する表示部２１と、表示部２１に
待受画面が表示される状態において第１キーのいずれか
が操作され、当該操作に基づいて表示部２１に数字が表
示された状態において、第１通信部５０により信号を受
信した際、当該受信した信号が暗証コード要求信号であ
る場合には、表示部２１に表示される数字列を、第１通
信部５０により暗証コード要求信号の送信相手に送信す
るように制御する制御部４５とを備える。
【選択図】図２
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　通信を行う第１通信部と、
　それぞれ数字が割り当てられる複数の第１キーを含むキー操作部と、
　複数の前記第１キーのうち少なくとも１つが操作されることにより、操作された第１キ
ーに割り当てられる数字を表示する表示部と、
　前記表示部に待受画面が表示される状態において前記第１キーのいずれかが操作され、
当該操作に基づいて前記表示部に数字が表示された状態において、前記第１通信部により
信号を受信した際、当該受信した信号が暗証コード要求信号である場合には、前記表示部
に表示される数字列を、前記第１通信部により前記暗証コード要求信号の送信相手に送信
するように制御する制御部と、を備える携帯電子機器。
【請求項２】
　前記キー操作部に含まれる複数の前記第１キーには、さらに文字が割り当てられており
、
　前記表示部には、複数の前記第１キーのうち少なくとも１つが操作されることにより、
操作された第１キーに割り当てられる数字及び文字の双方が表示され、
　前記制御部は、前記第１キーのいずれかの操作に基づいて数字列及び文字列の双方が前
記表示部に表示された状態において、前記第１通信部により前記暗証コード要求信号を受
信した場合には、前記表示部に表示される数字列及び文字列のうち数字列を、前記第１通
信部により前記暗証コード要求信号の送信相手に送信するように制御する請求項１に記載
の携帯電子機器。
【請求項３】
　前記制御部は、前記第１キーのいずれかの操作に基づいて数字及び文字の双方が前記表
示部に表示された状態において、当該文字を他の文字に変換する場合、あるいは当該文字
を前記複数の第１キーとは異なる第２キーを操作して確定する場合、数字について非表示
とすると共に前記表示部に文字のみを表示するよう制御する請求項２に記載の携帯電子機
器。
【請求項４】
　前記制御部は、前記数字列を前記暗証コード要求信号の前記送信相手に送信したことに
対する応答として前記第１通信部により応答信号を受信した場合には、前記応答信号に基
づく情報を前記表示部に表示させるよう制御する請求項１から３のいずれか１項に記載の
携帯電子機器。
【請求項５】
　前記キー操作部は、文字及び数字が割り当てられておらず、電話発信機能が割り当てら
れる第３キーをさらに含み、
　前記制御部は、前記表示部に数字が表示された状態において前記第３キーが操作された
場合に、前記表示部に表示された数字を電話番号とする電話発信に関する制御を行う請求
項１から４のいずれか１項に記載の携帯電子機器。
【請求項６】
　公衆通信網に接続可能な第２通信部をさらに備え、
　複数の前記第１キーは、前記第２通信部による発呼を行うための電話番号を入力可能な
テンキーである請求項１から５のいずれか１項に記載の携帯電子機器。
【請求項７】
　前記制御部は、前記表示部に待受画面が表示される状態において前記第１キーのいずれ
かが操作され、当該操作に基づいて前記表示部に数字が表示された状態において、前記第
１通信部により信号を受信した際、当該受信した信号が暗証コード要求信号でない場合に
は、前記表示部に表示される数字列を用いることなく、前記第１通信部によるデータ通信
を行うように制御する請求項１から６いずれか１項に記載の携帯電子機器。
【請求項８】
　前記第１通信部は、磁界通信を行う磁界通信部であって、
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　前記制御部は、前記第１キーのいずれかの操作に基づいて前記表示部に数字が表示され
た状態において前記磁界通信部により信号を受信すると、当該受信した信号が暗証コード
要求信号であるか否か判断し、前記暗証コード要求信号で無い場合には、前記表示部に表
示される数字列について前記磁界通信部により送信する処理は行わない請求項１から６の
いずれか１項に記載の携帯電子機器。
【請求項９】
　携帯電子機器と、前記携帯電子機器との間で通信を行う読取装置とを備える認証システ
ムであって、
　前記携帯電子機器は、
　通信部と、
　それぞれ数字が割り当てられる複数の第１キーを含むキー操作部と、
　複数の前記第１キーのうち少なくとも１つが操作されることにより、操作された前記第
１キーに割り当てられる数字を表示する表示部と、
　前記表示部に待受画面が表示される状態において前記第１キーのいずれかが操作され、
当該操作に基づいて前記表示部に数字が表示された状態において、前記通信部により前記
読取装置から暗証コード要求信号を受信した場合には、前記表示部に表示される数字列を
、前記通信部により前記読取装置に送信するように制御する制御部と、を備え、
　前記読取装置は、
　前記携帯電子機器に前記暗証コード要求信号を送信した後、当該暗証コード要求信号に
対する応答として前記携帯電子機器から前記数字列を受信する通信部と、
　認証を許可する暗証コードを記憶する記憶部と、
　前記読取装置が受信した数字列と、前記記憶部に記憶された前記暗証コードとが一致す
る場合に、認証に関係する処理を実行するよう制御する制御部と、を備える認証システム
。
【請求項１０】
　それぞれ数字が割り当てられる複数の第１キーを備える携帯電子機器の制御方法であっ
て、
　待受画面を表示する工程と、
　前記待受画面が表示される状態において、複数の前記第１キーのうち少なくとも１つが
操作されることにより、操作された前記第１キーに割り当てられる数字を表示する工程と
、
　数字列が表示される状態において、外部から信号を受信した際、当該信号が暗証コード
要求信号である場合には、表示される前記数字列を前記暗証コード要求信号の送信相手に
送信する工程と、を行う携帯電子機器の制御方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、数字列を入力するためのキー操作部と、入力された数字列を外部に送信する
通信部とを備える携帯電子機器、この携帯電子機器を備える認証システム、及び携帯電子
機器の制御方法に関する。
【背景技術】
【０００２】
　認証システムは、暗証コードが入力される携帯電子機器（例えば、携帯電話機）と、携
帯電話機から送信された暗証コードと予め登録されている暗証コードとが一致しているか
否かを判断し、両者の暗証コードが一致している場合には、扉等に設けられている鍵を開
錠する読取装置とを備える。
【０００３】
　特許文献１に記載された認証システムにおける携帯電話機は、予め読取装置との通信を
行い、識別信号を読取装置に送信した後、識別信号を送信したことに対する応答を読取装
置から受信してから、ユーザがキー操作部を操作することにより暗証コードが入力され、
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入力された暗証コードを読取装置に送信する。
【０００４】
　また、特許文献２に記載された認証システムにおける携帯電話機は、読取装置との間で
信号の送受信を繰り返すことにより、暗証コードが入力されるモードに遷移する。モード
が遷移した携帯電話機は、ユーザがキー操作部を操作することにより暗証コードが入力さ
れ、入力された暗証コードと共に識別（ＩＤ）情報を読取装置に送信する。この場合、読
取装置は、携帯電話機から送信された暗証コード及びＩＤ情報の双方について、予め登録
されている暗証コード及びＩＤ情報とそれぞれ照合を行い、両者が一致する場合には鍵を
開錠する。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００５】
【特許文献１】特開２００２－３３９６０８号公報
【特許文献２】特開２００１－１９３３２４号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００６】
　特許文献１，２に記載された認証システムは、携帯電話機と認証装置との間で信号の送
受信を繰り返し行った後に携帯電話機に暗証コードが入力され、この暗証コードを携帯電
話機から認証装置に送信するので、暗証コードを認証装置へ送信するまでに時間がかかる
という問題がある。
【０００７】
　本発明は、暗証コードを送信するまでの時間を短時間にすることが可能な携帯電子機器
、認証システム及び携帯電子機器の制御方法を提供することを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【０００８】
　本発明の携帯電子機器は、通信を行う第１通信部と、それぞれ数字が割り当てられる複
数の第１キーを含むキー操作部と、複数の前記第１キーのうち少なくとも１つが操作され
ることにより、操作された第１キーに割り当てられる数字を表示する表示部と、前記表示
部に待受画面が表示される状態において前記第１キーのいずれかが操作され、当該操作に
基づいて前記表示部に数字が表示された状態において、前記第１通信部により信号を受信
した際、当該受信した信号が暗証コード要求信号である場合には、前記表示部に表示され
る数字列を、前記第１通信部により前記暗証コード要求信号の送信相手に送信するように
制御する制御部と、を備えることを特徴とする。
【０００９】
　また、前記キー操作部に含まれる複数の前記第１キーには、さらに文字が割り当てられ
ており、前記表示部には、複数の前記第１キーのうち少なくとも１つが操作されることに
より、操作された第１キーに割り当てられる数字及び文字の双方が表示され、前記制御部
は、前記第１キーのいずれかの操作に基づいて数字列及び文字列の双方が前記表示部に表
示された状態において、前記第１通信部により前記暗証コード要求信号を受信した場合に
は、前記表示部に表示される数字列及び文字列のうち数字列を、前記第１通信部により前
記暗証コード要求信号の送信相手に送信するように制御することが好ましい。
【００１０】
　また、前記制御部は、前記第１キーのいずれかの操作に基づいて数字及び文字の双方が
前記表示部に表示された状態において、当該文字を他の文字に変換する場合、あるいは当
該文字を前記複数の第１キーとは異なる第２キーを操作して確定する場合、数字について
非表示とすると共に前記表示部に文字のみを表示するよう制御することが好ましい。
【００１１】
　また、前記制御部は、前記数字列を前記暗証コード要求信号の前記送信相手に送信した
ことに対する応答として前記第１通信部により応答信号を受信した場合には、前記応答信
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号に基づく情報を前記表示部に表示させるよう制御することが好ましい。
【００１２】
　また、前記キー操作部は、文字及び数字が割り当てられておらず、電話発信機能が割り
当てられる第３キーをさらに含み、前記制御部は、前記表示部に数字が表示された状態に
おいて前記第３キーが操作された場合に、前記表示部に表示された数字を電話番号とする
電話発信に関する制御を行うことが好ましい。
【００１３】
　また、前記携帯電子機器は、公衆通信網に接続可能な第２通信部をさらに備え、複数の
前記第１キーは、前記第２通信部による発呼を行うための電話番号を入力可能なテンキー
であることが好ましい。
【００１４】
　また、前記制御部は、前記表示部に待受画面が表示される状態において前記第１キーの
いずれかが操作され、当該操作に基づいて前記表示部に数字が表示された状態において、
前記第１通信部により信号を受信した際、当該受信した信号が暗証コード要求信号でない
場合には、前記表示部に表示される数字列を用いることなく、前記第１通信部によるデー
タ通信を行うように制御することが好ましい。
【００１５】
　また、前記第１通信部は、磁界通信を行う磁界通信部であって、前記制御部は、前記第
１キーのいずれかの操作に基づいて前記表示部に数字が表示された状態において前記磁界
通信部により信号を受信すると、当該受信した信号が暗証コード要求信号であるか否か判
断し、前記暗証コード要求信号で無い場合には、前記表示部に表示される数字列について
前記磁界通信部により送信する処理は行わないことが好ましい。
【００１６】
　本発明は、携帯電子機器と、前記携帯電子機器との間で通信を行う読取装置とを備える
認証システムであって、前記携帯電子機器は、通信部と、それぞれ数字が割り当てられる
複数の第１キーを含むキー操作部と、複数の前記第１キーのうち少なくとも１つが操作さ
れることにより、操作された前記第１キーに割り当てられる数字を表示する表示部と、前
記表示部に待受画面が表示される状態において前記第１キーのいずれかが操作され、当該
操作に基づいて前記表示部に数字が表示された状態において、前記通信部により前記読取
装置から暗証コード要求信号を受信した場合には、前記表示部に表示される数字列を、前
記通信部により前記読取装置に送信するように制御する制御部と、を備え、前記読取装置
は、前記携帯電子機器に前記暗証コード要求信号を送信した後、当該暗証コード要求信号
に対する応答として前記携帯電子機器から前記数字列を受信する通信部と、認証を許可す
る暗証コードを記憶する記憶部と、前記読取装置が受信した数字列と、前記記憶部に記憶
された前記暗証コードとが一致する場合に、認証に関係する処理を実行するよう制御する
制御部と、を備えることを特徴とする。
【００１７】
　本発明は、それぞれ数字が割り当てられる複数の第１キーを備える携帯電子機器の制御
方法であって、待受画面を表示する工程と、前記待受画面が表示される状態において、複
数の前記第１キーのうち少なくとも１つが操作されることにより、操作された前記第１キ
ーに割り当てられる数字を表示する工程と、数字列が表示される状態において、外部から
信号を受信した際、当該信号が暗証コード要求信号である場合には、表示される前記数字
列を前記暗証コード要求信号の送信相手に送信する工程と、を行うことを特徴とする。
【発明の効果】
【００１８】
　本発明によれば、暗証コードを送信するまでの時間を短時間にすることができる。
【図面の簡単な説明】
【００１９】
【図１】本発明の携帯電子機器の一実施形態に係る携帯電話機の外観斜視図である。
【図２】携帯電話機の機能を示す機能ブロック図である。
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【図３】キーアサインについての説明に供する図である。
【図４】エディタアプリケーションが起動された場合における、表示部の表示態様の変化
について説明するための図である。
【図５】携帯電話機が機能を発揮するための構成を示す機能ブロック図である。
【図６】認証システムの機能を示す機能ブロック図である。
【図７】認証システムの動作について説明するための第１のシーケンス図である。
【図８】認証システムの動作について説明するための図である。
【図９】認証システムの動作について説明するための第２のシーケンス図である。
【発明を実施するための形態】
【００２０】
［携帯電子機器について］
　以下、本発明の一実施形態について説明する。図１は、本発明の携帯電子機器の一実施
形態に係る携帯電話機１の外観斜視図である。なお、図１は、いわゆる折り畳み型の携帯
電話機の形態を示しているが、本発明に係る携帯電話機の形態としては特にこれに限られ
ない。例えば、携帯電話機は、両筐体を重ね合わせた状態から一方の筐体を一方向にスラ
イドさせるようにしたスライド式や、重ね合せ方向に沿う軸線を中心に一方の筐体を回転
させるようにした回転式（ターンタイプ）や、操作部と表示部とが１つの筐体に配置され
、連結部を有さない形式（ストレートタイプ、フリップタイプ）でもよい。
【００２１】
　携帯電話機１は、操作部側筐体部２と、表示部側筐体部３とを備える。操作部側筐体部
２は、表面部１０に、操作部１１（キー操作部）と、携帯電話機１の使用者が通話時に発
した音声を入力するマイク１２とを備える。操作部１１は、各種設定や電話帳機能やメー
ル機能等の各種機能を作動させるための機能設定操作キー１３と、電話番号の数字やメー
ル等の文字等を入力するための入力操作キー１４と、各種操作における決定やスクロール
等を行う決定操作キー１５とを含む。なお、これらのキーは、表示部２１と一体に形成さ
れたタッチパネルに配置（表示）するようにしてもよい。
【００２２】
　また、表示部側筐体部３は、表面部２０に、各種情報を表示する表示部２１と、通話の
相手側の音声を出力するスピーカ２２とを備える。
【００２３】
　また、操作部側筐体部２の上端部と表示部側筐体部３の下端部とは、ヒンジ機構４を介
して連結されている。また、携帯電話機１は、ヒンジ機構４を介して連結された操作部側
筐体部２と表示部側筐体部３とを相対的に回転することにより、操作部側筐体部２と表示
部側筐体部３とを互いに開いた状態（開放状態）にしたり、操作部側筐体部２と表示部側
筐体部３とを折り畳んだ状態（折畳み状態）にしたりできる。
【００２４】
　また、図２は、携帯電話機１の機能を示す機能ブロック図である。携帯電話機１は、図
２に示すように、操作部１１と、マイク１２と、第１通信部５０と、第２通信部４６と、
画像処理部４２と、音声処理部４３と、メモリ４４と、制御部４５と、表示部２１と、ス
ピーカ２２と、ドライバＩＣ２３とを操作部側筐体部２又は表示部側筐体部３に備える。
なお、第１通信部５０の詳細については、後述する。
【００２５】
　第２通信部４６は、メインアンテナ４０と、ＲＦ回路部４１とを備える。
　メインアンテナ４０は、所定の使用周波数帯（例えば、８００ＭＨｚ）で基地局を介し
て公衆通信網に接続し、外部装置と通信を行う構成である。なお、本実施形態では、所定
の使用周波数帯として、８００ＭＨｚとしたが、これ以外の周波数帯であってもよい。
【００２６】
　ＲＦ回路部４１は、メインアンテナ４０によって受信した信号を復調処理し、処理後の
信号を制御部４５に供給する。そして、ＲＦ回路部４１は、制御部４５から供給された信
号を変調処理し、メインアンテナ４０を介して外部装置に送信する。また、その一方で、
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ＲＦ回路部４１は、メインアンテナ４０によって受信している信号の強度を制御部４５に
通知する。
【００２７】
　画像処理部４２は、制御部４５の制御にしたがって、所定の画像処理を行い、処理後の
画像データをドライバＩＣ２３に出力する。ドライバＩＣ２３は、画像処理部４２から供
給された画像データをフレームメモリに蓄え、所定のタイミングで表示部２１に出力する
。
【００２８】
　音声処理部４３は、制御部４５の制御にしたがって、ＲＦ回路部４１から供給された信
号に対して所定の音声処理を行い、処理後の信号をスピーカ２２に出力する。スピーカ２
２は、音声処理部４３から供給された信号を外部に出力する。
【００２９】
　また、音声処理部４３は、制御部４５の制御にしたがって、マイク１２から入力された
信号を処理し、処理後の信号をＲＦ回路部４１に出力する。ＲＦ回路部４１は、音声処理
部４３から供給された信号に所定の処理を行い、処理後の信号をメインアンテナ４０に出
力する。
【００３０】
　メモリ４４は、例えば、ワーキングメモリを含み、制御部４５による演算処理に利用さ
れる。また、メモリ４４には、複数のアプリケーションや当該アプリケーションが必要と
する各種のテーブル等が記憶されている。また、メモリ４４は、着脱可能な外部メモリを
兼ねていてもよい。
【００３１】
　制御部４５は、携帯電話機１の全体を制御しており、中央処理装置（ＣＰＵ）等を用い
て構成される。ここで、操作部１１によるキー操作に応じた制御部４５の制御動作につい
て説明する。制御部４５は、原則的に現在アクティブに起動されているアプリケーション
に応じて、操作部１１を構成する各キー（機能設定操作キー１３、入力操作キー１４及び
決定操作キー１５）に割り当てる文字、数字、記号や機能を変化させる。
【００３２】
　具体的には、操作部１１は、いずれかのキーが操作されたときに、当該キーの位置情報
（例えば、図３（ａ）に示すように、入力操作キー１４の第２行左列のキー（「１」と「
あ」が表面に印刷されているキー）が操作された場合には、（Ｘ２、Ｙ１）なる位置情報
）を制御部４５に送信する。制御部４５は、メモリ４４にアクセスして、現在アクティブ
になっているアプリケーションに対応するキーアサインテーブルを参照し、操作部１１か
ら送信されてきた位置情報から割り当てられている記号の処理を実行する。例えば、メモ
リ４４には、図３（ｂ）及び図３（ｃ）に示すように、複数のキーアサインテーブルが格
納されている。なお、図３（ｂ）は、電話発信を行う際に利用されるテーブルであり、図
３（ｃ）は、メモ帳アプリケーションやメールアプリケーションにおいて利用されるテー
ブルである。
【００３３】
　なお、記号の処理の実行とは、例えば、現在アクティブになっているアプリケーション
がメモ帳の場合には、「１」や「あ」を表示部２１に表示することを意味している。
【００３４】
　また、メモリ４４には、複数のキーアサインテーブルが格納されており、制御部４５は
、アプリケーションに応じて、参照するキーアサインテーブルを切り替え、操作部１１か
ら送信されてくるキーの位置情報に基づいて所定のキーアサインテーブルを参照して、所
定の処理を実行する。
【００３５】
　次に、携帯電話機１において利用されるエディタアプリケーションについて説明する。
図４は、エディタアプリケーションが起動された場合における、表示部２１の表示態様の
変化について説明するための図である。
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【００３６】
　制御部４５は、待受画面１００（通信を待ち受けているとき、又はアプリケーションの
起動を待ち受けているときに表示される画面）を表示部２１に表示させている状態におい
て（図４（ａ）参照）、入力操作キー１４を構成するいずれかのキーが操作された場合に
は、操作されたキーに割り当てられる文字を表示する文字列表示領域１０１と、操作され
たキーに割り当てられる数字を表示する数字列表示領域１０２との双方を待受画面１００
に替えて表示部２１に表示するように制御する（図４（ｂ）参照）。
【００３７】
　ここで、図４に例示するように、待受画面１００が表示部２１に表示されている状態（
図４（ａ）参照）において、「０」と「わをん」が表面に印刷されているキーの操作を行
った場合、制御部４５は、文字列表示領域１０１に「わ」を表示させるよう制御すると共
に、数字列表示領域１０２に「０」を表示させるよう制御する（図４（ｂ）参照）。そし
て、入力操作キー１４を構成するキーが複数回連続して操作された場合、文字列表示領域
１０１には「わたなべ」が表示され、数字列表示領域１０２には「０４５６６６６＊」が
表示される（図４（ｃ）参照）。
【００３８】
　また、表示部２１に文字列表示領域１０１と数字列表示領域１０２とが表示されている
状態（図４（ｂ）、図４（ｃ）参照）において、発信キー１６（第３キー：図１参照）が
操作された場合、制御部４５は、数字列表示領域１０２に表示されている数字を電話番号
として電話発信に関する制御を行う。
【００３９】
　この後、決定操作キー１５が上下操作された場合、制御部４５は、文字列表示領域１０
１に表示されている文字（かな）を漢字に変換する処理を実行し、文字列表示領域１０１
が表示部２１（表示画面）全体に渡って表示されるように制御する（図４（ｄ）参照）。
【００４０】
　このように構成される携帯電話機１は、数字列を送信するまでの時間を短時間にするこ
とが可能な機能を有する。
　以下に、携帯電話機１に係る上記機能を発揮するための構成と動作について詳述する。
まず、本実施形態に係る携帯電話機１の上記機能を発揮するための構成について、図２を
参照しながら説明する。
【００４１】
　第１通信部５０は、アンテナ５１と通信回路部５２とを備え、外部機器（例えば、後述
する読取装置）と通信を行う。なお、第１通信部５０の機能の詳細については、後述する
。
　操作部１１は、それぞれ数字が割り当てられる複数の入力操作キー１４（第１キー）を
含む。
【００４２】
　表示部２１は、複数の入力操作キー１４のうち少なくとも１つが操作されることにより
、操作された入力操作キー１４に割り当てられる数字を表示する。また、表示部２１は、
待受画面１００を表示する。
【００４３】
　制御部４５は、表示部２１に待受画面１００が表示される状態において入力操作キー１
４のいずれかが操作され、この操作に基づいて表示部２１に数字が表示された状態におい
て、第１通信部５０により信号を受信した際、この受信した信号が暗証コード要求信号で
ある場合には、表示部２１に表示される数字列を、第１通信部５０により暗証コード要求
信号の送信相手に送信するように制御する。
【００４４】
　制御部４５は、表示部２１に待受画面１００が表示される状態において、入力操作キー
１４を構成するいずれかのキーが操作された場合には、エディタアプリケーションを起動
する。制御部４５は、エディタアプリケーションを起動した場合、操作された入力操作キ
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ー１４に割り当てられる数字をエディタアプリケーションに入力させる。さらに、制御部
４５は、表示部２１に数字列表示領域１０２を表示させるよう制御して、操作された入力
操作キー１４に割り当てられる数字を数字列表示領域１０２に入力させる。制御部４５は
、入力操作キー１４が複数回操作された場合、操作された入力操作キー１４のそれぞれに
割り当てられる数字を順に数字列表示領域１０２に入力させる。これにより、数字列表示
領域１０２は、数字列を表示する。
　制御部４５は、第１通信部５０により暗証コード要求信号を受信した場合には、数字列
表示領域１０２に入力されている数字列を、暗証コード要求信号の送信相対に対して送信
する。
【００４５】
　次に、上記の構成となっている携帯電話機１の制御方法について説明する。図５は、携
帯電話機１の制御方法について説明するためのフローチャートである。
　携帯電話機１は、第１表示工程Ｓ１と、第２表示工程Ｓ２と、送信工程Ｓ３とを行う。
【００４６】
　第１表示工程Ｓ１において、表示部２１は、待受画面１００を表示する。
　第２表示工程Ｓ２において、表示部２１は、待受画面１００が表示される状態において
、複数の入力操作キー１４のうち少なくとも１つが操作されることにより、操作された入
力操作キー１４に割り当てられる数字を表示する。なお、表示部２１は、入力操作キー１
４が複数回操作された場合には、数字列を表示する。
【００４７】
　送信工程Ｓ３において、制御部４５は、数字列が表示される状態において、外部から信
号を受信した際、当該信号が暗証コード要求信号である場合には、表示される数字列を暗
証コード要求信号の送信相手に送信する。
【００４８】
　したがって、携帯電話機１は、表示部２１に数字列が表示されている状態において、第
１通信部５０により暗証コード要求信号を受信した場合に、表示部２１に表示されている
数字列を送信するので、従来のように暗証コードの要求信号を受信した後に数字列を入力
する必要がなく、数字列を送信するまでの時間を短時間にすることができる。なお、もし
数字列が表示されていない状態で暗証コード要求信号を受信した場合には、暗証コードの
入力を促す画面を表示部２１に表示させ、その後入力された数字列を暗証コードとして返
送するよう構成してもよい。
【００４９】
　また、操作部１１に含まれる複数の入力操作キー１４には、さらに文字が割り当てられ
てもよい。この場合、表示部２１には、複数の入力操作キー１４のうち少なくとも１つが
操作されることにより、操作された入力操作キー１４に割り当てられる数字及び文字の双
方が表示される。この状態で、暗証コード要求信号を受信すると、文字列ではなく数字列
を送信する。
【００５０】
　また、制御部４５は、入力操作キー１４のいずれかの操作に基づいて数字列及び文字列
の双方が表示部２１に表示された状態において、第１通信部５０により暗証コード要求信
号を受信した場合には、表示部２１に表示される数字列及び文字列のうち数字列を、第１
通信部５０により暗証コード要求信号の送信相手に送信するように制御する。
【００５１】
　制御部４５は、表示部２１に待受画面１００が表示される状態において、入力操作キー
１４を構成するいずれかのキーが操作された場合には、エディタアプリケーションを起動
する。
　制御部４５は、エディタアプリケーションが起動された場合、操作された入力操作キー
１４に割り当てられる数字及び文字をエディタアプリケーションに入力させる。さらに、
制御部４５は、数字列表示領域１０２及び文字列表示領域１０１を表示部２１に表示させ
るよう制御して、操作された入力操作キー１４に割り当てられる数字を数字列表示領域１
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０２に入力させると共に、操作された入力操作キー１４に割り当てられる文字を文字列表
示領域１０１に入力させる。
【００５２】
　制御部４５は、入力操作キー１４が複数回操作された場合、操作された入力操作キー１
４のそれぞれに割り当てられる数字及び文字をそれぞれ数字列表示領域１０２及び文字列
表示領域１０１に入力させる。これにより、数字列表示領域１０２は、数字列を表示する
。また、文字列表示領域１０１は、文字列を表示する。
　制御部４５は、第１通信部５０により暗証コード要求信号を受信した場合には、数字列
表示領域１０２に入力されている数字列を、暗証コード要求信号の送信相手に対して送信
する。
【００５３】
　ここで、携帯電話機１は、入力操作キー１４が操作されることにより文字列（例えば、
「こんにちは」：図８（Ｂ）参照）がエディタアプリケーションに入力された場合、この
文字列の生成時に操作された入力操作キー１４にそれぞれ対応する数字列（例えば、「２
２２２２０００５５４４６」:図８（Ｂ）参照）をもエディタアプリケーションに入力さ
れる。すなわち、エディタアプリケーションには、文字列と、この文字列に対応する数字
列とが入力される。このため、携帯電話機１は、ユーザが記憶している文字列がエディタ
アプリケーションに入力された場合でも、文字列を入力するときに操作された入力操作キ
ー１４に割り当てられる数字に基づく数字列を送信することが可能になる。よって、携帯
電話機１のユーザは、記憶し難い数字列を記憶するのではなく、記憶し易い文字列を記憶
すればよい。
【００５４】
　したがって、携帯電話機１は、表示部２１に数字列が表示されている状態において、第
１通信部５０により暗証コード要求信号を受信した場合に、表示部２１に表示されている
数字列を送信するので、従来のように暗証コードの要求信号を受信した後に数字列を入力
する必要がなく、数字列を送信するまでの時間を短時間にすることができる。
【００５５】
　また、制御部４５は、入力操作キー１４のいずれかの操作に基づいて数字及び文字の双
方が表示部２１に表示された状態において、表示された文字を他の文字に変換する場合（
変換処理）、あるいは表示された文字を複数の入力操作キー１４とは異なる決定操作キー
１５（第２キー）を操作して確定する場合（確定処理）、数字について非表示とすると共
に表示部２１に文字のみを表示するよう制御することが好ましい。
【００５６】
　制御部４５は、変換処理又は確定処理が行われた場合、表示部２１（表示画面）の全体
に渡って文字列表示領域１０１を表示するように制御する（図４（ｄ）参照）。すなわち
、制御部４５は、変換処理又は確定処理が行われた場合、表示部２１に数字列表示領域１
０２を表示させないように制御する。
　したがって、携帯電話機１は、変換処理又は確定処理が行われた場合、表示部２１に文
字列表示領域１０１のみを表示させるので、数字列の送信を行わず、エディタアプリケー
ションを利用し続けることができる。
【００５７】
　また、制御部４５は、数字列を暗証コード要求信号の送信相手に送信したことに対する
応答として第１通信部５０により応答信号を受信した場合には、応答信号に基づく情報を
表示部２１に表示させるよう制御することが好ましい。
　例えば、送信相手が、携帯電話機１から送信された数字列と、予め登録された暗証コー
ドとを照合する読取装置である場合には、応答信号に基づく情報は、数字列と暗証コード
との照合結果となる。より具体的な一例としては、応答信号に基づく情報は、「暗証コー
ドを認証しました」や「数字列を再度送信して下さい」等の情報であればよい。
　したがって、携帯電話機１は、応答信号に基づく情報を表示部２１に表示させるので、
数字列を送信したことに対する送信相手の処理結果をユーザに報知することができる。よ
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って、ユーザは、数字列を再度送信する必要があるときは、数字列を再度送信することが
できる。
【００５８】
　また、操作部１１は、文字及び数字が割り当てられておらず、電話発信機能が割り当て
られる発信キー１６（第３キー）をさらに含むことが好ましい。この場合、制御部４５は
、表示部２１に数字が表示された状態において発信キー１６が操作された場合に、表示部
２１に表示された数字を電話番号とする電話発信に関する制御を行う。
　すなわち、表示部２１に文字列表示領域１０１と数字列表示領域１０２とが表示されて
いる状態（図４（ｂ）、図４（ｃ）参照）において、発信キー１６が操作された場合、制
御部４５は、数字列表示領域１０２に表示されている数字列を電話番号として電話発信に
関する制御を行う。
　したがって、携帯電話機１は、エディタアプリケーションを使用しているときに発信キ
ー１６が操作された場合には、電話発信を行うことができる。
【００５９】
　携帯電話機１は、公衆通信網に接続可能な第２通信部４６をさらに備えることが好まし
い。この場合、複数の入力操作キー１４は、第２通信部４６による発呼を行うための電話
番号を入力可能なテンキーである。
　したがって、電話番号を入力する入力操作キー１４を備える携帯電話機１において、別
段の入力操作キーを設けることなく本発明を採用可能である。
【００６０】
　また、制御部４５は、表示部２１に待受画面１００が表示される状態において入力操作
キー１４のいずれかが操作され、この操作に基づいて表示部２１に数字が表示された状態
において、第１通信部５０により信号を受信した際、この受信した信号が暗証コード要求
信号でない場合には、表示部２１に表示される数字列を用いることなく、第１通信部５０
によるデータ通信を行うように制御することが好ましい。
　暗証コード要求信号の送信相手に送信されるデータは、例えば、メモリ４４、又は第１
通信部５０に備えられた集積回路（ＩＣ）チップ（メモリ）（不図示）等に記憶されてい
る。また、データは、例えば、交通機関の定期券や電子マネーや社員証等を始めとする種
々の情報であればよい。
　したがって、携帯電話機１は、受信した信号が暗証コード要求信号ではない場合には、
信号の送信相手にデータを送信するので、ＩＣカードのように利用されることができる。
【００６１】
　また、第１通信部５０は、磁界通信を行う磁界通信部であってもよい。この場合、制御
部４５は、入力操作キー１４のいずれかの操作に基づいて表示部２１に数字が表示された
状態において磁界通信部により信号を受信すると、当該受信した信号が暗証コード要求信
号であるか否か判断し、暗証コード要求信号で無い場合には、表示部２１に表示される数
字列について磁界通信部により送信する処理は行わない。すなわち、例えば、電子マネー
の決済を求める信号であれば、電子マネーの課金に関する処理等を行う。
【００６２】
　ここで、磁界通信の一例について説明する。信号の送信相手（ここでは、読取装置）は
、アンテナ（不図示）に電流を供給することにより、このアンテナの周囲に磁界を発生さ
せる。この磁界に携帯電話機１を近づけた場合、第１通信部５０のメインアンテナ４０は
、磁界によって誘導起電力を生じる。この誘導起電力は、通信回路部５２に供給される。
読取装置がアンテナに供給する電流を変調する場合、誘導起電力は変調される。このため
、読取装置は、アンテナに供給する電流を変調することにより、携帯電話機１に信号（デ
ータ）を送信する。
　一方、第１通信部５０におけるメインアンテナ４０の負荷を変動させた場合、読取装置
では、アンテナのインピーダンスが変動して、アンテナを通過する電力が変動する。この
ため、読取装置は、電力の変動を検出（復調）することで、携帯電話機１から信号（デー
タ）を受信する。
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【００６３】
　制御部４５は、上述した磁界通信により信号を受信した場合において、この信号が暗証
コード要求信号ではないときには、エディタアプリケーションに入力された数字列を読取
装置に送信する処理を行わない。
【００６４】
　したがって、携帯電話機１は、磁界通信部により暗証コード要求信号を受信したときの
み数字列を送信するので、特定の相手にのみ数字列を送信することができ、安全性を確保
することができる。
【００６５】
［認証システムについて］
　図６は、認証システムの機能を示す機能ブロック図である。
　認証システムは、携帯電話機１（携帯電子機器）と、携帯電話機１との間で通信を行う
読取装置６０とを備える。
　携帯電話機１は、第１通信部５０（通信部）と、操作部１１（キー操作部）と、表示部
２１と、制御部４５とを備える。
【００６６】
　操作部１１は、それぞれ数字が割り当てられる複数の入力操作キー１４を含む。
　表示部２１は、複数の入力操作キー１４のうち少なくとも１つが操作されることにより
、操作された入力操作キー１４に割り当てられる数字を表示する。
【００６７】
　制御部４５は、表示部２１に待受画面１００が表示される状態において入力操作キー１
４のいずれかが操作され、この操作に基づいて表示部２１に数字が表示された状態におい
て、第１通信部５０により読取装置６０から暗証コード要求信号を受信した場合には、表
示部２１に表示される数字列を、第１通信部５０により読取装置６０に送信するように制
御する。
　なお、認証システムにおける携帯電話機１の具体的な構成は、上記の［携帯電子機器に
ついて］において説明した携帯電話機１の構成と同じである。このため、携帯電話機１に
ついての詳細な説明を省略する。
【００６８】
　読取装置６０は、通信部６１と、メモリ６２（記憶部）と、制御部６３とを備える。
　通信部６１は、携帯電話機１に暗証コード要求信号を送信した後、この暗証コード要求
信号に対する応答として携帯電話機１から数字列を受信する。
　メモリ６２は、認証を許可する暗証コードを記憶する。
【００６９】
　制御部６３は、読取装置６０が受信した数字列と、メモリ６２に記憶された暗証コード
とが一致する場合に、認証に関係する処理を実行するよう制御する。認証に関係する処理
とは、例えば、読取装置６０が鍵の施錠及び開錠を行う装置（例えば、後述する施錠側シ
ステム）に設けられている場合には、鍵を開錠する処理である。
【００７０】
　読取装置６０（例えば、後述する施錠側システム）は、公衆電源に接続されており、通
信部６１から磁界通信用の磁界を発生させている。この磁界中に携帯電話機１やＩＣカー
ドなどが進入すると、当該磁界により携帯電話機１やＩＣカードの中の磁界アンテナ中に
誘導起電力が生じる。この起電力の発生を検知することで、磁界通信可能な状態下にある
ことを携帯電話機１やＩＣカードそれぞれの制御部が認識することができる。
【００７１】
　したがって、認証システムは、携帯電話機１の表示部２１に数字列が表示されている状
態において、第１通信部５０により暗証コード要求信号を受信した場合に、表示部２１に
表示されている数字列を読取装置６０に送信し、読取装置６０において数字列が暗証コー
ドに一致するか否かの判断を行うので、従来のように暗証コードの要求信号を携帯電話機
１が受信した後に数字列が入力される必要はなく、読取装置６０に数字列を送信するまで
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の時間を短時間にすることができる。
【００７２】
　次に、認証システムの第１の動作（一例として、携帯電話機１を利用して、扉に設けら
れた鍵を開錠する場合）について説明する。図７は、認証システムの動作について説明す
るための第１のシーケンス図である。
【００７３】
　まず、携帯電話機１における動作について説明する。
　ステップＳ１００において、制御部４５は、表示部２１に待受画面１００が表示される
場合に、タイマー（不図示）を起動させる。
　ステップＳ１０１において、制御部４５は、入力操作キー１４のいずれかが操作された
ことを検知する。
【００７４】
　ステップＳ１０２において、制御部４５は、ステップＳ１０１の処理により検知された
キーの情報をバッファへ記憶する。すなわち、制御部４５は、操作された入力操作キー１
４に割り当てられる数字をメモリ４４に記憶する。
　ステップＳ１０３において、制御部４５は、表示部２１の表示更新を行う。すなわち、
制御部４５は、操作された入力操作キー１４に割り当てられる数字を表示部２１に表示さ
せる。
【００７５】
　ステップＳ１０４において、制御部４５は、入力操作キー１４の操作が行われなくなっ
てから、ステップＳ１００の処理において起動されたタイマーの計時が所定時間を経過し
たか否かを判断する。所定時間を経過していない場合（Ｎｏ）には、ステップＳ１０１に
戻る。所定時間を経過している場合（Ｙｅｓ）には、ステップＳ１０５に進む。
【００７６】
　ステップＳ１０５において、制御部４５は、第１通信部５０による検出処理を実行する
。
　ステップＳ１０６において、制御部４５は、後述するステップＳ２０２の処理として施
錠側システム（ここでは、読取装置６０）から送信された通信要求を検知する。
　ステップＳ１０７において、制御部４５は、ステップＳ１０２の処理としてバッファに
記憶したキー情報（数字列）を暗証コードとして施錠側システムに送信する。
【００７７】
　ここで、携帯電話機１と施錠側システムの読取装置６０との間で行われる処理の流れの
観点から、携帯電話機１と読取装置６０との動作を説明する。
　第１通信部５０は、アンテナ５１（ループ式磁界アンテナ）により取得した磁力により
誘導起電力が生じると、当該誘導起電力の発生を制御部４５に通知する。これにより、制
御部４５は、誘導起電力の発生、すなわち自装置が読取装置６０の通信可能圏内に入った
ことを検出する（ステップＳ１０５）。ここで、第１通信部５０は、読取装置６０に対し
て通信可能であることを返信する。
　一方、読取装置６０は、通信可能である旨を受信すると（後述するステップＳ２０１）
、引き続いて通信要求信号を出力する（後述するステップＳ２０２）。ここで、読取装置
６０は、施錠側システムに関する装置であるため、要求信号の種別としては暗証コード要
求信号を送信することになる。
　そして、第１通信部５０は、暗証コード要求信号を受信（ステップＳ１０６）すること
となり、制御部４５は、通信相手が施錠側システムであり、暗証コードの送信が要求され
ていることを知る。そして、制御部４５は、現在の自装置の状態が待ち受け状態であり、
なおかつメモリ４４のバッファに数字列が蓄積されていれば、当該数字列を暗証コードと
して第１通信部５０により読取装置６０に対して送信する。
　また、読取装置６０側では、暗証コード要求信号に対する応答として、数字列が暗証コ
ードとして受信されると（後述するステップＳ２０３）、後述するステップＳ２０４に移
行する。
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【００７８】
　次に、施錠側システムの動作について説明する。
　ステップＳ２０１において、施錠側システムの読取装置６０は、ステップＳ１０５の処
理として携帯電話機１から送信された信号を検知する。
　ステップＳ２０２において、読取装置６０は、通信要求を携帯電話機１に送出する。す
なわち、読取装置６０は、暗証コード要求信号を携帯電話機１に送信する。
　ステップＳ２０３において、読取装置６０は、ステップＳ１０７の処理として送信され
た数字列（暗証コード）を受信する。
【００７９】
　ステップＳ２０４において、読取装置６０は、ステップＳ２０３の処理として受信した
数字列と、メモリ６２に予め記憶されている暗証コードとが一致するか否かを判断する。
数字列と暗証コードとが一致しない場合（Ｎｏ）には、処理を終了する。数字列と暗証コ
ードとが一致する場合（Ｙｅｓ）には、ステップＳ２０５に進む。
　ステップＳ２０５において、施錠側システムは、扉に設けられている鍵を開錠する。
【００８０】
　次に、認証システムの第２の動作（一例として、携帯電話機１を利用して、扉に設けら
れた鍵を開錠する場合）について説明する。図８は、認証システムの動作について説明す
るための図である。図９は、認証システムの動作について説明するための第２のシーケン
ス図である。
【００８１】
　まず、携帯電話機１における動作について説明する。
　携帯電話機１の表示部２１は、待受画面１００を表示する（図８（Ａ）参照）。
　次に、図９に示すステップＳ３００において、制御部４５は、表示部２１に待受画面１
００が表示された状態において、タイマー（不図示）を起動させる。
【００８２】
　ステップＳ３０１において、制御部４５は、入力操作キー１４のいずれかが操作された
ことを検知する。
　ステップＳ３０２において、制御部４５は、エディタアプリケーションを起動する。さ
らに、制御部４５は、起動したエディタアプリケーションに、操作された入力操作キー１
４に割り当てられる数字及び文字を入力する。
【００８３】
　ステップＳ３０３において、制御部４５は、ステップＳ３０１の処理により検知された
キーの情報をバッファへ記憶する。すなわち、制御部４５は、操作された入力操作キー１
４に割り当てられる数字をメモリ４４に記憶する。
【００８４】
　ステップＳ３０４において、制御部４５は、表示部２１の表示更新を行う。すなわち、
制御部４５は、数字列表示領域１０２及び文字列表示領域１０１を表示部２１に表示させ
る。さらに、制御部４５は、操作された入力操作キー１４に割り当てられる数字を数字列
表示領域１０２に入力させると共に、操作された入力操作キー１４に割り当てられる文字
を文字列表示領域１０１に入力させる。
【００８５】
　例えば、制御部４５は、入力操作キー１４のいずれかが操作されることに基づいて、文
字列としての「こんにちは」を文字列表示領域１０１に入力させると共に、文字列「こん
にちは」の予測変換候補として「こんにちは」、「今日は」及び「コンニチハ」を文字列
表示領域１０１に表示させる（図８（Ｂ）参照）。さらに、制御部４５は、文字列「こん
にちは」をエディタアプリケーションに入力するために操作された入力操作キー１４に割
り当てられる数字に基づく数字列「２２２２２０００５５４４６」を数字列表示領域１０
２に入力させる（図８（Ｂ）参照）。
【００８６】
　ステップＳ３０５において、制御部４５は、入力操作キー１４の操作が行われなくなっ
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てから、ステップＳ３００の処理において起動されたタイマーの計時が所定時間を経過し
たか否かを判断する。所定時間を経過していない場合（Ｎｏ）には、ステップＳ３０３に
戻る。所定時間を経過している場合（Ｙｅｓ）には、ステップＳ３０６に進む。
【００８７】
　ステップＳ３０６において、制御部４５は、文字データと数字データとがバッファに記
憶されているか否かを判断する。すなわち、制御部４５は、ステップＳ３０３の処理とし
てメモリ４４に記憶されたキー情報に、文字データと数字データとが含まれているか否か
を判断する。文字データと数字データとがバッファに記憶されている場合（Ｙｅｓ）には
、ステップＳ３０７に進む。文字データと数字データとがバッファに記憶されていない場
合（Ｎｏ）には、処理を終了する。
【００８８】
　ステップＳ３０７において、制御部４５は、第１通信部５０による検出処理を実行する
。すなわち、携帯電話機１が施錠側システム（読取装置６０）に近づけられた場合（図８
（Ｃ）参照）に、制御部４５は、第１通信部５０から信号を送信する。
　ステップＳ３０８において、制御部４５は、後述するステップＳ４０１の処理として施
錠側システムから送信された通信要求を検知する。
　ステップＳ３０９において、制御部４５は、ステップＳ３０３の処理としてバッファに
記憶したキー情報（数字列）を暗証コードとして施錠側システムに送信する。
【００８９】
　ここで、携帯電話機１と施錠側システムの読取装置６０との間で行われる処理の流れの
観点から、携帯電話機１と読取装置６０との動作を説明する。
　第１通信部５０は、アンテナ５１（ループ式磁界アンテナ）により取得した磁力により
誘導起電力が生じると、当該誘導起電力の発生を制御部４５に通知する。これにより、制
御部４５は、誘導起電力の発生、すなわち自装置が読取装置６０の通信可能圏内に入った
ことを検出する（ステップＳ３０７）。ここで、第１通信部５０は、読取装置６０に対し
て通信可能であることを返信する。
　一方、読取装置６０は、通信可能である旨を受信すると（後述するステップＳ４００）
、引き続いてエディタアプリケーションのデータを要求する信号を出力する（後述するス
テップＳ４０１）。ここで、読取装置６０は、施錠側システムに関する装置であるため、
要求信号の種別としては暗証コード要求信号を送信することになる。
　そして、第１通信部５０は、暗証コード要求信号を受信（ステップＳ３０８）すること
となり、制御部４５は、通信相手が施錠側システムであり、暗証コードの送信が要求され
ていることを知る。そして、制御部４５は、現在の自装置の状態が待ち受け状態であり、
なおかつメモリ４４のバッファに数字列が蓄積されていれば、当該数字列を暗証コードと
して第１通信部５０により読取装置６０に対して送信する。
　また、読取装置６０側では、暗証コード要求信号に対する応答として、数字列が暗証コ
ードとして受信されると（後述するステップＳ４０２）、後述するステップＳ４０３に移
行する。
【００９０】
　次に、施錠側システムの動作について説明する。
　ステップＳ４００において、施錠側システムの読取装置６０は、ステップＳ３０７の処
理として携帯電話機１から送信された信号を検知する。
　ステップＳ４０１において、読取装置６０は、通信要求を携帯電話機１に送出する。す
なわち、読取装置６０は、暗証コード要求信号を携帯電話機１に送信する。
　ステップＳ４０２において、読取装置６０は、ステップＳ３０９の処理として送信され
た数字列（暗証コード）を受信する。
【００９１】
　ステップＳ４０３において、読取装置６０は、ステップＳ４０２の処理として受信した
信号に基づく情報に数字列（数字データ）が含まれているか否かを判断する。数字列が含
まれている場合（Ｙｅｓ）には、ステップＳ４０４に進む。数字列が含まれていない場合
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（Ｎｏ）には、処理を終了する。
【００９２】
　ステップＳ４０４において、読取装置６０は、ステップＳ４０２の処理として受信した
数字列と、メモリ６２に予め記憶されている暗証コードとが一致するか否かを判断する。
数字列と暗証コードとが一致しない場合（Ｎｏ）には、処理を終了する。数字列と暗証コ
ードとが一致する場合（Ｙｅｓ）には、ステップＳ４０５に進む。
　ステップＳ４０５において、施錠側システムは、扉に設けられている鍵を開錠する（扉
を開ける）（図８（Ｄ）参照）。
【００９３】
　なお、上述した実施形態では、本発明の携帯電子機器が携帯電話機１に適用される場合
について説明した。しかしながら、本発明は、この実施形態に限定されることはなく、例
えば、ＰＨＳ（Ｐｅｒｓｏｎａｌ　Ｈａｎｄｙｐｈｏｎｅ　Ｓｙｓｔｅｍ）やＰＤＡ（Ｐ
ｅｒｓｏｎａｌ　Ｄｉｇｉｔａｌ　Ａｓｓｉｓｔａｎｔ）やポータブルナビゲーションデ
バイス等の携帯電子機器にも適用することができる。
【符号の説明】
【００９４】
１　携帯電話機（携帯電子機器）
１１　操作部（キー操作部）
１４　入力操作キー（第１キー）
１５　決定操作キー（第２キー）
１６　発信キー（第３キー）
２１　表示部
４５　制御部
４６　第２通信部
５０　第１通信部
６０　読取装置
６１　通信部
６２　メモリ（記憶部）
６３　制御部
１００　待受画面
１０１　文字列表示領域
１０２　数字列表示領域
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