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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　少なくとも２つのメッセージングシステムと、
　可変強度の照明を有するユーザインターフェースエレメントと、
　選択可能な周波数モードを有する周波数変更モジュールと、
　動作モードスイッチと、
　前記少なくとも２つのメッセージングシステム、前記ユーザインターフェースエレメン
ト、前記周波数変更モジュール、及び前記動作モードスイッチに結合されたデータプロセ
ッサと、
　を含む携帯機器であって、
　前記データプロセッサは、前記動作モードスイッチの作動に従って、同時且つ選択的に
、背面照明、テキストフォントスタイル、テキストフォントサイズ、または携帯機器ディ
スプレイの明るさ、あるいはそれらの組み合わせを変更し、周波数特徴を変更し、前記少
なくとも２つのメッセージングシステムを統合し、前記変更を適用し、単一のスクリーン
上に、カスタマイズされた出力として前記変更を表示するように構成された少なくとも１
つのソフトウェアアプリケーションを含むことを特徴とする携帯機器。
【請求項２】
　前記周波数変更モジュールは、第１の周波数モードと第２の周波数モードとの間での選
択を可能とするように構成され、前記第１の周波数モードが、聴覚信号を提供し、前記第
２の周波数モードが、振動信号を提供することを特徴とする、請求項１に記載の携帯機器
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。
【請求項３】
　前記メッセージングシステムが、ＳＭＳ、電子メール、ＭＭＳ、チャットクライアント
及びソーシャルネットワーククライアントからなるグループから選択されることを特徴と
する、請求項１に記載の携帯機器。
【請求項４】
　前記カスタマイズされた出力が、前記ユーザインターフェースエレメントの少なくとも
１つの上に表示されることを特徴とする、請求項１に記載の携帯機器。
【請求項５】
　携帯機器の動作モードを制御する方法であって、前記携帯機器は、少なくとも２つのメ
ッセージングシステムと、可変強度の照明を有するユーザインターフェースエレメントと
、選択可能な周波数モードを有する周波数変更モジュールと、動作モードスイッチと、前
記少なくとも２つのメッセージングシステム、前記ユーザインターフェースエレメント、
前記周波数変更モジュール及び前記動作モードスイッチに結合されたデータプロセッサと
を含み、前記方法は、前記データプロセッサが前記動作モードスイッチの作動に従って、
同時かつ選択的に、
　背面照明、テキストフォントスタイル、テキストフォントサイズ、または携帯機器ディ
スプレイの明るさ、あるいはそれらの組み合わせを変更することと、
　周波数特徴を変更することと、
　前記少なくとも２つのメッセージングシステムを統合することと、
　前記変更を適用することと、
　単一のスクリーン上に、カスタマイズされた出力として、前記変更を表示することと、
を実行することを含む、方法。
【請求項６】
　前記周波数変更モジュールは、第１の周波数モードと第２の周波数モードとの間での選
択を可能とするように構成され、前記第１の周波数モードが、聴覚信号を提供し、前記第
２の周波数モードが、振動信号を提供することを特徴とする、請求項５に記載の方法。
【請求項７】
　前記メッセージングシステムが、ＳＭＳ、電子メール、ＭＭＳ、チャットクライアント
及びソーシャルネットワーククライアントからなるグループから選択されることを特徴と
する、請求項５に記載の方法。
【請求項８】
　前記カスタマイズされた出力が、前記ユーザインターフェースエレメントの少なくとも
１つの上に表示されることを特徴とする、請求項５に記載の方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、携帯機器に関し、より具体的には、携帯機器における動作モードの変更方法
に関する。
【背景技術】
【０００２】
　従来の携帯機器は、ユーザによるデータ入力を容易にするための、表示部（ディスプレ
イ）及びキー操作部（キーパッド）を備えている。暗い環境など一定の環境条件における
携帯機器の使用は、画面の照明やその他の要因のために障害を有することがある。この問
題に対する解決が必要である。
【０００３】
　以下の刊行物が現在の最新の技術を示すと考えられている。
【０００４】
　米国特許番号第８，１８４，４２３号；第６，８１３，４９１号；第６，２４６，７６
１号；第８，０６３，８６９号及び第７，１１７，０１９号
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【０００５】
　米国特許出願公開番号ＵＳ２００４０１２７１９８；ＵＳ２００９０３０７６１６；Ｕ
Ｓ２００４００１２５５６及びＵＳ２００８００４５２０７
【０００６】
　国際特許公開番号ＥＰ１７０１３３１及びＥＰ１８９２６１２
【発明の概要】
【０００７】
　本発明は、改善された機能を有する携帯機器を提供することを目的とする。
【０００８】
　そこで、本発明の好ましい実施形態に基づいて、少なくとも１つのメッセージングシス
テムと、可変の強度照明を有するユーザインターフェースエレメントと、選択可能な周波
数モードを有する周波数変更モジュールと、動作モードスイッチと、前記メッセージング
システム、前記ユーザインターフェースエレメント、前記周波数変更モジュール、及び前
記動作モードスイッチに結合したデータプロセッサを有する携帯機器が提供される。前記
データプロセッサは、動作モードスイッチの作動に従って、ユーザインターフェースエレ
メントの前記照明強度を調整し、前記周波数変更モジュールの前記周波数モードを変更し
、カスタマイズされた出力を提供するように構成された少なくとも１つのソフトウェアア
プリケーションを含む。前記カスタマイズされた出力は、前記少なくとも１つの携帯機器
メッセージングシステムを統合する。
【０００９】
　前記周波数変更モジュールが、第１周波数モードと第２周波数モードとの選択を可能に
するように構成されることが好ましい。
【００１０】
　前記第１周波数モードが、聴覚信号を提供し、前記第２周波数モードが、振動信号を提
供することが有利である。
【００１１】
　前記メッセージングシステムが、ＳＭＳ、電子メール、ＭＭＳ、チャットクライアント
及びソーシャルネットワーククライアントからなるグループから選択されることが好まし
い。
【００１２】
　前記カスタマイズされた出力が、前記ユーザインターフェースエレメントの少なくとも
1つの上に表示されることが好ましい。
【００１３】
　そこで、本発明の好ましい実施形態に基づいて、下記のことを含む、携帯機器の動作モ
ードを制御する方法が提供される。即ち、少なくとも１つのメッセージングシステムを提
供することと、可変の強度照明を有するユーザインターフェースエレメントを提供するこ
とと、選択可能な周波数モードを有する周波数変更モジュールを提供することと、動作モ
ードスイッチを提供することと、前記メッセージングシステム、前記ユーザインターフェ
ースエレメント、前記周波数変更モジュール、及び前記動作モードスイッチに結合したデ
ータプロセッサを提供することとを含む。前記データプロセッサは、動作モードスイッチ
の作動に従って、ユーザインターフェースエレメントの前記照明強度を調整し、前記周波
数変更モジュールの前記周波数モードを変更し、カスタマイズされた出力を提供するよう
に構成された少なくとも１つのソフトウェアアプリケーションを含む。前記カスタマイズ
された出力は、前記少なくとも１つの携帯機器メッセージングシステムを統合する。
【００１４】
　前記周波数変更モジュールが、第１周波数モードと第２周波数モードとの選択を可能に
するように構成されることが好ましい。
【００１５】
　前記第１周波数モードが、聴覚信号を提供し、前記第２周波数モードが、振動信号を提
供することが有利である。
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【００１６】
　前記メッセージングシステムが、ＳＭＳ、電子メール、ＭＭＳ、チャットクライアント
及びソーシャルネットワーククライアントからなるグループから選択されることが好まし
い。
【００１７】
　前記カスタマイズされた出力が、前記ユーザインターフェースエレメントの少なくとも
1つの上に表示されることが好ましい。
【００１８】
　そこで、本発明の好ましい実施形態によれば、少なくとも１つのメッセージングシステ
ムを有する携帯機器を第１動作モード及び第２動作モードに従って制御するための動作モ
ードスイッチが提供される。動作モードの作動は、前記第１動作モードから前記第２動作
モードへ自動的に切り替わるように構成され、前記第２動作モードにおいては、視覚的特
性の変更、聴覚的特性の変更及び前記少なくとも１つのメッセージングシステムの統合が
同時に起きる。
【００１９】
　前記聴覚的特性の変更が、第１聴覚モードと第２聴覚モードとの選択を可能にするよう
に構成されることが好ましい。
【００２０】
　第１聴覚モードが、聴覚信号を提供し、第２聴覚モードは、振動信号を提供することが
好ましい。
【００２１】
　前記視覚的特性の変更が、携帯機器の照明強度の変更を可能にするように構成されるこ
とが有利である。
【００２２】
　前記メッセージングシステムが、ＳＭＳ、電子メール、ＭＭＳ、チャットクライアント
及びソーシャルネットワーククライアントからなるグループから選択されることが好まし
い。
【図面の簡単な説明】
【００２３】
　本発明は、以下の発明の詳細な説明と以下の図面とを併せ読むことによって、より明確
に理解され、認識されるだろう。
【００２４】
【図１】図１は、本発明の１つの実施形態によるメイン画面の外観を簡略化して表示した
ものである。
【図２】図２は、本発明の１つの実施形態による設定画面の外観を簡略化して表示したも
のである。
【図３】図３は、本発明の１つの実施形態による作動した動作モードスイッチ段階におけ
るカスタマイズされた出力画面を簡略化して表示したものである。
【図４】図４は、本発明の１つの実施形態に基づいて採用した動作モードの変更方法を概
観して簡略化したフローチャートである。
【発明を実施するための形態】
【００２５】
　本発明の実施形態は、携帯機器１００と携帯機器動作モードの変更方法に関する。携帯
機器とは、例えば、携帯電話、タブレット、オンラインブック、スマートフォン、電子書
籍リーダーまたはその他の任意の携帯即ちポータブル機器である。
【００２６】
　携帯機器１００は、表示部、キー操作部、入力ボタンまたはタッチ画面などの少なくと
も１つのユーザインターフェースエレメント１０２を有する。少なくとも１つのユーザイ
ンターフェースエレメント１０２は、異なる環境条件に適合するために、少なくとも１つ
のユーザインターフェースエレメント１０２に提供される背面照明（バックライト）の強
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度が、ユーザの手で調整できるか、或いは特定のソフトウェアによって自動的に調整でき
るように、可変強度の照明を有していることが好ましい。
【００２７】
　また、携帯機器１００は、聴覚機器（オーディオ機器）と振動機器（バイブレーション
機器）を有している。選択可能な周波数モードを有する周波数変更モジュールが、携帯機
器と結合して、携帯機器の出力モードを聴覚モードから触覚モードへ、若しくはその逆へ
、またはそれらの組合せへと選択可能に変更するように構成されるが、聴覚による出力は
、スピーカーなどの聴覚機器により提供され、触覚による出力は、振動スピーカーなどの
振動機器により提供されるのが好ましい。異なる環境条件に適合するために、周波数変更
モジュールのいくつかの選択可能な周波数モードは、ユーザの手で、または、特定のソフ
トウェアによって自動的に変更することができる。
【００２８】
　加えて、携帯機器１００は、例えば、ＳＭＳ、ＭＭＳ、電子メール、チャット、及び様
々なソーシャルネットワークメッセージングシステムなどのメッセージングシステムを少
なくとも１つ有する。
【００２９】
　携帯機器１００は、機器の動作全般を制御し、好ましくは上記の少なくとも１つのユー
ザインターフェースエレメント１０２、メッセージングシステムの少なくとも１つ、及び
周波数変更モジュールと結合するデータプロセッサを含む。異なるソフトウェアアプリケ
ーションは、携帯機器動作モードを制御するために、携帯機器データプロセッサと一体化
することができる。
【００３０】
　動作モードスイッチが、携帯機器データプロセッサと結合していることが本発明の特別
な特徴であり、ソフトウェアは、動作モードスイッチが作動すると、携帯機器の動作モー
ドの所定の変更一式を行うように構成される。動作モードスイッチが作動すると行われる
特別な所定の変更一式については、以下で詳細に記載する。
【００３１】
　携帯機器の表示部であってもよい少なくとも１つのユーザインターフェースエレメント
１０２の可変の照明強度は、自動的に変化する。背面照明の強度は、暗い環境条件に適合
するように減じられることが好ましく、テキストフォント照明は、読書ができるように強
度を増すことができる。
【００３２】
　周波数変更モジュールの選択可能な周波数モードは、所定の環境条件に適合するために
触覚による出力を行い、聴覚による出力を避けるように調整されることが好ましい。
【００３３】
　動作モードスイッチが作動すると同時に、カスタマイズされた出力１０４が提供される
ことが本発明の特別な特徴である。一般的に、カスタマイズされた出力は、携帯機器１０
０の少なくとも１つのメッセージングシステムと統合する。例えば、ＳＭＳメッセージア
プリケーション、電子メールアプリケーション、そして所定のチャットアプリケーション
が携帯機器１００において構成される場合、これらのアプリケーション全てが統合され、
単一画面に表示され、これがカスタマイズされた出力１０４を構成する。
【００３４】
　携帯機器１００において提供されるその他の特徴が、例えば、テキストフォントスタイ
ル、テキストフォントサイズ、携帯機器表示部の明度などの動作モードスイッチを採用す
ることによって変更できることが理解される。これらの特徴は、動作モードスイッチが作
動するのと同時に、または、動作モードスイッチが作動した直後にユーザが手で変更する
こともできる。
【００３５】
　カスタマイズされた出力１０４により、機能全てが１つの画面に統合され、ユーザは一
定の制限のある携帯機器の諸機能を享受できる。
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【００３６】
　最初に動作モードスイッチが作動すると、ユーザは、一般的に以下の初期設定を画定す
るよう要求されると理解される。
【００３７】
　１）ユーザは、例えば、機械的にボタンを押すかタッチスクリーンによる作動により、
動作モードスイッチを作動させる。
【００３８】
　２）カスタマイズされた出力のメイン画面が表示され、その中に「設定」を選択するオ
プションがある。
【００３９】
　３）ユーザは、「設定」を選択する。
【００４０】
　４）ユーザは、例えば背面照明、テキストフォントスタイル、テキストフォントサイズ
または携帯機器表示部の明るさなどの、複数のユーザインターフェースエレメントのうち
の少なくとも１つのユーザインターフェースエレメントの特徴のうちの少なくとも１つを
調整し、「適用」オプションを押す。
【００４１】
　上記の初期設定プロセスに続いて、上記留意した初期設定が自動的に適用されるように
動作モードスイッチの作動に際してカスタマイズされた出力１０４が提供される。
【００４２】
動作モードスイッチの作動のみならず、終了、オンとオフとがユーザの手で行われ、また
は、ソフトウェアによって自動的に行われることが理解される。
【００４３】
　動作モードスイッチの作動時のメイン画面は、図１の簡略化したメイン画面の表示で概
略的に記載した、いくつかのオプションを有することが好ましい。
【００４４】
　図１では、ユーザが、動作モードスイッチを作動させたり、設定を入力したり、終了し
たりするオプションを有することがわかる。
【００４５】
　動作モードスイッチの作動時に現れる設定画面は、図２の簡略化した設定画面の表示で
概略的に記載した、いくつかのオプションを有することが好ましい。
【００４６】
　図２では、ユーザが、例えばテキストカラーを好ましくは白色か灰色に変更できるいく
つかのオプションを有することがわかる。テキストフォントスタイルやテキストフォント
サイズを変更するオプションもある。加えて、設定や終了を適用するオプションもある。
【００４７】
　作動した動作モードスイッチ段階におけるカスタマイズされた出力１０４は、図３の簡
略化したカスタマイズされた出力画面の表示で概略的に記載した、いくつかのオプション
を有することが好ましい。
 
 
【００４８】
　図３では、動作モードスイッチの作動時に、ユーザインターフェースエレメントの少な
くとも１つの照明強度が減じられ、表示部の明度が、適用された設定通りに調整され、前
記携帯機器の前記少なくとも１つのメッセージングシステムからの統合リストが、カスタ
マイズされた出力画面１０４に表示されることがわかる。
【００４９】
　ここで携帯機器の動作モードの変更方法を簡略化したフローチャート表示である図４を
参照する。図４では、ユーザは、メッセージの統合リストから任意の特定のメッセージを
選択し、かつ応答を作成できることがわかる。
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【００５０】
　応答を作成するためのウィンドウは、到着するメッセージが引用されるのではなく、ウ
ィンドウが空ですぐにテキスト入力ができるように実装されていることが本発明の特別な
特徴である。
【００５１】
　当業者は、本発明が、特に実際に示され、上記説明された内容に限定されるものではな
いことを理解するだろう。そうではなく、本発明の範囲は、上記説明された様々な特徴の
組合せも副次的組合せも含み、また、先行技術にはないそうした特徴の変形や修正をも含
むものである。

【図１】 【図２】
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【図３】 【図４】
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