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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　携帯電話機のキー入力を無効とするロック機能を設定及び解除する方法において、
　携帯電話機が有する機能毎に個別にロックを設定及び解除する方法であって、
　ロック機能設定時に、一方を第１段階用暗証番号とし、他方を第２段階用暗証番号とす
る２種類の暗証番号を携帯電話機の入力装置を介して携帯電話機に設定するステップであ
って、前記第１段階用暗証番号は、前記第２段階用暗証番号の予め定められた第ｍ桁目か
ら第ｎ桁目（ｍ、ｎは前記第２段階用暗証番号の桁数以下の自然数）までからなり、前記
第１段階用暗証番号をロックする機能毎に設定するステップである第１のステップと、
　前記２種類の暗証番号を携帯電話機の記憶装置に記憶する第２のステップと、
　ロック機能解除時に前記２種類の暗証番号が設定されている場合、携帯電話機の処理装
置が、前記記憶された第１段階用暗証番号を前記記憶装置から読み出し、当該読み出され
た第１段階用暗証番号と第１回目にキー入力された暗証番号を照合する第３のステップと
、
　前記第３のステップで認証された場合に前記処理装置が前記ロック機能を解除する第４
のステップと、
　前記第３のステップで認証されない場合に、前記処理装置が前記記憶装置から前記記憶
された第２段階用暗証番号を読み出し、当該読み出された第２段階用暗証番号と第２回目
にキー入力された暗証番号を照合する第５のステップと、
　前記第５のステップで認証された場合に前記処理装置が前記ロック機能を解除する第６
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のステップ
　を有することを特徴とするロック機能の設定及び解除方法。
【請求項２】
　前記第１段階用暗証番号の桁数は、前記第２段階用暗証番号の桁数よりも少ないことを
特徴とする請求項１記載のロック機能の設定及び解除方法。
【請求項３】
　前記第１段階用暗証番号の桁数は１～３であることを特徴とする請求項１又は２記載の
ロック機能の設定及び解除方法。
【請求項４】
　前記第１のステップにおける暗証番号の設定において、第１回目入力の暗証番号を、第
２回目入力の暗証番号の一部と同じにするように設定し、前記第３のステップにおいて、
第１回目に入力された暗証番号と前記第２段階用暗証番号の一部とを照合することを特徴
とする請求項２又は３記載のロック機能の設定及び解除方法。
【請求項５】
　携帯電話機のキー入力を無効とするロック機能を設定及び解除するための処理を携帯電
話機のコンピュータに実行させるプログラムにおいて、
　携帯電話機が有する機能毎に個別にロックを設定及び解除するプログラムであって、
　ロック機能設定時に、一方を第１段階用暗証番号とし、他方を第２段階用暗証番号とす
る２種類の暗証番号を前記携帯電話機の入力装置を介して携帯電話機に設定するステップ
であって、前記第１段階用暗証番号は、前記第２段階用暗証番号の予め定められた第ｍ桁
目から第ｎ桁目（ｍ、ｎは前記第２段階用暗証番号の桁数以下の自然数）までからなり、
前記第１段階用暗証番号をロックする機能毎に設定するステップである第１のステップと
、
　前記２種類の暗証番号を前記携帯電話機の記憶装置に記憶する第２のステップと、
　ロック機能解除時に前記２種類の暗証番号が設定されている場合、前記記憶された第１
段階用暗証番号を前記記憶装置から読み出し、当該読み出された第１段階用暗証番号と第
１回目にキー入力された暗証番号を照合する第３のステップと、
　前記第３のステップで認証された場合に前記ロック機能を解除する第４のステップと、
　前記第３のステップで認証されない場合に、前記記憶された第２段階用暗証番号を前記
記憶装置から読み出し、当該読み出された第２段階用暗証番号と第２回目にキー入力され
た暗証番号を照合する第５のステップと、
　前記第５のステップで認証された場合に前記ロック機能を解除する第６のステップ
　を前記コンピュータに実行させることを特徴とするプログラム。
【請求項６】
　前記第１段階用暗証番号の桁数は、前記第２段階用暗証番号の桁数よりも少ないことを
特徴とする請求項５記載のプログラム。
【請求項７】
　前記第１段階用暗証番号の桁数は１～３であることを特徴とする請求項５又は６記載の
プログラム。
【請求項８】
　前記第１のステップにおける暗証番号の設定において、第１回目入力の暗証番号を、第
２回目入力の暗証番号の一部と同じにするように設定し、前記第３のステップにおいて、
第１回目に入力された暗証番号と前記第２段階用暗証番号の一部とを照合することを特徴
とする請求項６又は７記載のプログラム。
【請求項９】
　請求項５～８に記載のプログラムを記録したことを特徴とするコンピュータ読取可能な
情報記録媒体（コンパクトディスク、フレキシブルディスク、ハードディスク、光磁気デ
ィスク、ディジタルビデオディスク、磁気テープ、または、半導体メモリを含む。）。
【請求項１０】
　キー入力を無効とするロック機能を有する携帯電話機において、
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　携帯電話機が有する機能毎に個別に設定されるロック機能を備え、
　ロック機能設定時に、一方を第１段階用暗証番号とし、他方を第２段階用暗証番号とす
る２種類の暗証番号を設定する手段であって、前記第１段階用暗証番号は、前記第２段階
用暗証番号の予め定められた第ｍ桁目から第ｎ桁目（ｍ、ｎは前記第２段階用暗証番号の
桁数以下の自然数）までからなり、前記第１段階用暗証番号をロックする機能毎に設定す
る手段である制御手段と、
　前記第１段階用暗証番号及び前記第２段階用暗証番号を記憶する記憶手段を有し、
　前記制御手段は、
　ロック機能解除時に前記２種類の暗証番号が設定されている場合、前記記憶された第１
段階用暗証番号を読み出し、当該読み出された第１段階用暗証番号と第１回目にキー入力
された暗証番号を照合し、当該照合の結果、認証された場合に前記ロック機能を解除し、
　前記照合の結果、認証されない場合に、前記記憶された第２段階用暗証番号を読み出し
、当該読み出された第２段階用暗証番号と第２回目にキー入力された暗証番号を照合し、
当該照合の結果、認証された場合に前記ロック機能を解除する
　ことを特徴とする携帯電話機。
【請求項１１】
　前記第１段階用暗証番号の桁数は、前記第２段階用暗証番号の桁数よりも少ないことを
特徴とする請求項１０記載の携帯電話機。
【請求項１２】
　前記第１段階用暗証番号の桁数は１～３であることを特徴とする請求項１０又は１１記
載の携帯電話機。
【請求項１３】
　前記制御手段は、前記暗証番号の設定において、第１回目入力の暗証番号を、第２回目
入力の暗証番号の一部と同じにするように設定し、第１回目に入力された暗証番号と前記
第２段階用暗証番号の一部とを照合することを特徴とする請求項１１又は１２記載の携帯
電話機。

【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、携帯電話機の各種ロック機能においてロック解除操作をより簡単にすること
で使用者の負担を軽減する携帯電話機、ロック機能解除方法、プログラム、及び情報記録
媒体に関する。
【背景技術】
【０００２】
　従来の携帯電話機では、電話番号・メールアドレス等の個人情報の保護や、通話・コン
テンツへのアクセスを無断で行われないようにするため、ロック機能を備える物がある。
このロック機能の解除手段としては、４桁暗証番号の入力が主流である。
【０００３】
　しかし、ロックを掛けた機能の重要度がそれ程高く無い場合が多い事や、携帯電話機の
使用頻度が高いことを考えると、４桁入力では非常に面倒であるという問題があった。
【０００４】
　尚、上記した従来システムに関連ある文献として以下の特許文献１を参照されたい。
【０００５】
【特許文献１】特開２００３－１４１０８７号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００６】
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　上記した従来の携帯電話機では、電話帳／キー等の各種ロック解除手段として４桁暗証
番号の入力を行っているが、ロックを掛けた機能の重要度がそれ程高く無い事や、携帯電
話機の使用頻度が高いことを考えると、４桁入力では非常に面倒である。
【０００７】
　本発明の目的は、携帯電話機の各種ロック機能においてロック解除操作をより簡単にす
ることで使用者の負担を軽減する携帯電話機、ロック機能解除方法、プログラム、及び情
報記録媒体を提供することである。
【課題を解決するための手段】
【０００８】
　請求項１に記載された発明は、携帯電話機のキー入力を無効とするロック機能を設定及
び解除する方法において、
　携帯電話機が有する機能毎に個別にロックを設定及び解除する方法であって、
　ロック機能設定時に、一方を第１段階用暗証番号とし、他方を第２段階用暗証番号とす
る２種類の暗証番号を携帯電話機の入力装置を介して携帯電話機に設定するステップであ
って、前記第１段階用暗証番号は、前記第２段階用暗証番号の予め定められた第ｍ桁目か
ら第ｎ桁目（ｍ、ｎは前記第２段階用暗証番号の桁数以下の自然数）までからなり、前記
第１段階用暗証番号をロックする機能毎に設定するステップである第１のステップと、
　前記２種類の暗証番号を携帯電話機の記憶装置に記憶する第２のステップと、
　ロック機能解除時に前記２種類の暗証番号が設定されている場合、携帯電話機の処理装
置が、前記記憶された第１段階用暗証番号を前記記憶装置から読み出し、当該読み出され
た第１段階用暗証番号と第１回目にキー入力された暗証番号を照合する第３のステップと
、
　前記第３のステップで認証された場合に前記処理装置が前記ロック機能を解除する第４
のステップと、
　前記第３のステップで認証されない場合に、前記処理装置が前記記憶装置から前記記憶
された第２段階用暗証番号を読み出し、当該読み出された第２段階用暗証番号と第２回目
にキー入力された暗証番号を照合する第５のステップと、
　前記第５のステップで認証された場合に前記処理装置が前記ロック機能を解除する第６
のステップ
　を有することを特徴とする。
【０００９】
　請求項２に記載された発明は、前記第１段階用暗証番号の桁数が、前記第２段階用暗証
番号の桁数よりも少ないことを特徴とする。
【００１０】
　請求項３に記載された発明は、前記第１段階用暗証番号の桁数が１～３であることを特
徴とする。
【００１１】
　請求項４に記載された発明は、前記第１のステップにおける暗証番号の設定において、
第１回目入力の暗証番号を、第２回目入力の暗証番号の一部と同じにするように設定し、
前記第３のステップにおいて、第１回目に入力された暗証番号と前記第２段階用暗証番号
の一部とを照合することを特徴とする。
【００１２】
　請求項５に記載された発明は、携帯電話機のキー入力を無効とするロック機能を設定及
び解除するための処理を携帯電話機のコンピュータに実行させるプログラムにおいて、
　携帯電話機が有する機能毎に個別にロックを設定及び解除するプログラムであって、
　ロック機能設定時に、一方を第１段階用暗証番号とし、他方を第２段階用暗証番号とす
る２種類の暗証番号を前記携帯電話機の入力装置を介して携帯電話機に設定するステップ
であって、前記第１段階用暗証番号は、前記第２段階用暗証番号の予め定められた第ｍ桁
目から第ｎ桁目（ｍ、ｎは前記第２段階用暗証番号の桁数以下の自然数）までからなり、
前記第１段階用暗証番号をロックする機能毎に設定するステップである第１のステップと
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、
　前記２種類の暗証番号を前記携帯電話機の記憶装置に記憶する第２のステップと、
　ロック機能解除時に前記２種類の暗証番号が設定されている場合、前記記憶された第１
段階用暗証番号を前記記憶装置から読み出し、当該読み出された第１段階用暗証番号と第
１回目にキー入力された暗証番号を照合する第３のステップと、
　前記第３のステップで認証された場合に前記ロック機能を解除する第４のステップと、
　前記第３のステップで認証されない場合に、前記記憶された第２段階用暗証番号を前記
記憶装置から読み出し、当該読み出された第２段階用暗証番号と第２回目にキー入力され
た暗証番号を照合する第５のステップと、
　前記第５のステップで認証された場合に前記ロック機能を解除する第６のステップ
　を前記コンピュータに実行させることを特徴とする。
【００１３】
　請求項６に記載された発明は、前記第１段階用暗証番号の桁数が、前記第２段階用暗証
番号の桁数よりも少ないことを特徴とする。
【００１４】
　請求項７に記載された発明は、前記第１段階用暗証番号の桁数が１～３であることを特
徴とする。
【００１５】
　請求項８に記載された発明は、前記第１のステップにおける暗証番号の設定において、
第１回目入力の暗証番号を、第２回目入力の暗証番号の一部と同じにするように設定し、
前記第３のステップにおいて、第１回目に入力された暗証番号と前記第２段階用暗証番号
の一部とを照合することを特徴とする。
【００１６】
　請求項９に記載された発明は、請求項５～８に記載のプログラムを記録したことを特徴
とするコンピュータ読取可能な情報記録媒体（コンパクトディスク、フレキシブルディス
ク、ハードディスク、光磁気ディスク、ディジタルビデオディスク、磁気テープ、または
、半導体メモリを含む。）である。
【００１７】
　請求項１０に記載された発明は、キー入力を無効とするロック機能を有する携帯電話機
において、
　携帯電話機が有する機能毎に個別に設定されるロック機能を備え、
　ロック機能設定時に、一方を第１段階用暗証番号とし、他方を第２段階用暗証番号とす
る２種類の暗証番号を設定する手段であって、前記第１段階用暗証番号は、前記第２段階
用暗証番号の予め定められた第ｍ桁目から第ｎ桁目（ｍ、ｎは前記第２段階用暗証番号の
桁数以下の自然数）までからなり、前記第１段階用暗証番号をロックする機能毎に設定す
る手段である制御手段と、
　前記第１段階用暗証番号及び前記第２段階用暗証番号を記憶する記憶手段を有し、
　前記制御手段は、
　ロック機能解除時に前記２種類の暗証番号が設定されている場合、前記記憶された第１
段階用暗証番号を読み出し、当該読み出された第１段階用暗証番号と第１回目にキー入力
された暗証番号を照合し、当該照合の結果、認証された場合に前記ロック機能を解除し、
　前記照合の結果、認証されない場合に、前記記憶された第２段階用暗証番号を読み出し
、当該読み出された第２段階用暗証番号と第２回目にキー入力された暗証番号を照合し、
当該照合の結果、認証された場合に前記ロック機能を解除することを特徴とする。
【００１８】
　請求項１１に記載された発明は、前記第１段階用暗証番号の桁数が、前記第２段階用暗
証番号の桁数よりも少ないことを特徴とする。
【００１９】
　請求項１２に記載された発明は、前記第１段階用暗証番号の桁数が１～３であることを
特徴とする。
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【００２０】
　請求項１３に記載された発明は、前記制御手段が、前記暗証番号の設定において、第１
回目入力の暗証番号を、第２回目入力の暗証番号の一部と同じにするように設定し、第１
回目に入力された暗証番号と前記第２段階用暗証番号の一部とを照合することを特徴とす
る。
【発明の効果】
【００２１】
　本発明によれば、従来の携帯電話機で各種ロック解除手段として使用していた、４桁暗
証番号入力の安全性レベルが適当では無く過剰だと思う使用者が、最小１桁まで減らすこ
とができる手段を有するため、携帯電話機の各種ロック機能においてロック解除操作をよ
り簡単にすることができ、使用者の負担を軽減できるという効果が得られる。
【００２２】
　すなわち、本発明を用いれば、携帯電話機、ＰＨＳ、ＰＤＡ等のロック解除方法におい
て、２段階入力の暗証番号が設定でき、安全性を確保できる。
【００２３】
　また、２段階の暗証番号入力において、１回目入力の方を１桁まで短くできるため操作
性の改善が図れる。
【００２４】
　また、前記２段階の暗証番号入力において、１回目の入力で認証が成功すればロックが
解除され、２回目の入力が必要なくなるため操作性が改善される。
【００２５】
　また、前記２段階の暗証番号入力において、１回目の認証を１回だけとし、認証が失敗
した場合は２回目（４桁暗証番号）の認証を繰り返すため、安全性を確保できる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００２６】
　図面を参照して本発明の実施の形態について説明する。図１は本発明に係る携帯電話機
の構成を示したブロック図である。
【００２７】
　図１において、アンテナ１０１と、送受信部１０２は一般的な携帯電話機と同じである
。本実施の形態に係る携帯電話機は、ロック機能設定時に、２種類の暗証番号として最初
の認証用の第１段階用暗証番号と第２回目認証用の第２段階用暗証番号を設定する制御部
１０３と、携帯電話機を動かすプログラムや前記第１段階用暗証番号及び前記第２段階用
暗証番号を記憶する記憶部１０６を有する。記憶部１０６はＲＯＭにより構成されている
。
【００２８】
　制御部１０３は送受信の制御を行う他に、携帯電話機のキー入力を無効とする以下に詳
述するロック機能設定や設定された暗証番号と入力された暗証番号の照合、認証も行う。
【００２９】
　作業用メモリ１０５はＲＡＭにより構成され、制御部１０３がプログラムを実行する際
に、一時的にデータを保存したり、暗証番号の照合もここで行われる。制御部１０３と作
業用メモリ１０５と記憶部１０６はバス接続されている。携帯電話機の使用者が設定され
たロック機能を解除する場合、表示部１０７の画面を見ながら操作部１０４を操作、すな
わちダイヤルキーを用いて暗証番号の入力を行う。
【００３０】
　制御部１０３は、ロック機能解除時に第１段階用暗証番号と第２段階用暗証番号の２種
類の暗証番号が設定されている場合、記憶部１０６に記憶された第１段階用暗証番号を読
み出し、当該読み出された第１段階用暗証番号と第１回目にキー入力された暗証番号を照
合し、当該照合の結果、認証された場合に前記ロック機能を解除し、１回目の暗証番号入
力が失敗した場合、すなわち前記照合の結果、認証されない場合には使用者に対して２回
目の暗証番号入力を促す。２回目のキー入力がされると、制御部１０３は、前記記憶され
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た第２段階用暗証番号を読み出し、当該読み出された第２段階用暗証番号と２回目にキー
入力された暗証番号とを照合し、当該照合の結果、認証された場合に前記ロック機能を解
除する。なお、この２段階の暗証番号の桁数は、１回目は１～３桁、２回目は４桁として
安全性を落とす代わりに使い勝手を向上させている。
【００３１】
　さらに、制御部１０３は、前記２段階の暗証番号において、１回目入力の暗証番号を、
２回目入力の暗証番号の一部と同じにするように設定して、１回目の認証時は記憶手段１
０６に保存されている４桁暗証番号の一部と照合してもよい。これにより記憶する暗証番
号の桁数を減らすことができ、登録作業の面倒も省ける。
【００３２】
　以下、本実施の携帯に係る携帯電話機の動作について説明する。
【００３３】
　まず、図１を参照して暗証番号によるロック解除を行う際の動作について説明する。暗
証番号の照合動作に入ると、制御部１０３は記憶部１０６に格納されている暗証番号を作
業用メモリ１０５にコピーし、使用者の番号入力を待つ。ここで携帯電話機の使用者が、
表示部１０６を見ながら操作部１０４を操作して番号入力すると、入力番号は制御部１０
３を介して作業用メモリ１０５に格納され、制御部１０３はあらかじめコピーしてあった
暗証番号と入力番号を照合する。
【００３４】
　次に図２を参照して暗証番号設定時の流れを説明する。図２は本発明に係る携帯電話機
の、暗証番号設定時における処理フローを示したフローチャートである。
【００３５】
　携帯電話機の使用者が暗証番号変更画面の呼出（ステップ２０２）を行うと、暗証番号
の変更にはロックが掛かっているため、４桁暗証番号の認証（ステップ２０３）を行う必
要がある。ここで認証されなければ（ステップ２０３でＮＯ）暗証番号の変更はできない
。なお、この場合の暗証番号は４桁のみで、簡易暗証番号は設定できない。次に認証され
ると（ステップ２０３でＹＥＳ）簡易暗証番号を使用するか否かを選択できるので（ステ
ップ２０４）、使用する場合（ステップ２０４でＹＥＳ）は簡易暗証番号を入力する。次
に簡易暗証番号を入力し終わるか、簡易暗証番号を使用しない場合（ステップ２０４でＮ
Ｏ）は、４桁暗証番号の入力を行って（ステップ２０６）暗証番号の設定が終わる（ステ
ップ２０７）。
【００３６】
　次に図３と図４を参照して暗証番号によるロック解除を行う際の流れを説明する。
【００３７】
　図３は本発明に係る携帯電話機の、ロック（簡易暗証番号設定有り）解除時における処
理フローを示したフローチャートである。図４は本発明に係る携帯電話機の外観・キー配
置の一例を示した図である。図４で、アンテナ４０１，受話部４０２，発信ボタン４０５
，ヒンジ４０６，終話ボタン４０８，送話部４１０については一般的な携帯電話機と同じ
であるため、説明を省く。
【００３８】
　携帯電話機の使用者が、表示部４０３を見ながらメニューボタン４０７でメニュー画面
を開き、選択ボタン４０４で暗証番号が設定された機能を選択すると（ステップ３０２）
、簡易暗証番号が設定されている場合（ステップ３０３でＹＥＳ）、携帯電話機の使用者
は簡易暗証番号の入力（ステップ３０４）をダイヤルキー４０９で行う。ここで、簡易暗
証番号が設定されていない場合（ステップ３０３でＮＯ）や、簡易暗証番号の認証に失敗
した場合（ステップ３０５でＮＯ）は、４桁暗証番号認証（ステップ３０６）に移行する
。また、簡易暗証番号の認証が成功（ステップ３０５でＹＥＳ）した場合や、４桁暗証番
号の認証が成功（ステップ３０６でＹＥＳ）した場合はロックが解除される（ステップ３
０７）。なお、４桁暗証番号の認証が失敗した場合（ステップ３０６でＮＯ）は、４桁暗
証番号の入力を繰り返す。
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【００３９】
　本発明の他の実施の形態として、簡易暗証番号を４桁暗証番号の一部とすることで、簡
易暗証番号の登録作業を無くして利便性を図る場合について、図５を参照して説明する。
【００４０】
　図５は、携帯電話機が有する各種機能につき、各機能ごとに個別にロックをＯＮ／ＯＦ
Ｆ設定する場合の処理フローを示したフローチャートである。
【００４１】
　図５で、使用者が各種機能のロック設定を行う画面を呼び出すと（ステップ５０２）、
他人が勝手にロック設定を変更できないように、４桁暗証番号認証を行う（ステップ５０
３）。これが認証されるまでは各種機能のロック設定はできない（ステップ５０３でＮＯ
）。認証されると（ステップ５０３でＹＥＳ）、ロック設定ができる機能の一覧が表示さ
れ、この中からロックを掛けたい機能を選ぶ（ステップ５０４）。次に簡易暗証番号を使
うか否かの選択を行い（ステップ５０５）、使わない場合（ステップ５０５でＮＯ）は、
４桁暗証番号だけが有効の状態で設定終了となる（ステップ５０７）。使う場合（ステッ
プ５０５でＹＥＳ）は、簡易暗証番号の桁数を入力することで、簡易暗証番号と４桁暗証
番号が有効となって設定終了となる（ステップ５０７）。 この時、設定できる簡易暗証
番号の桁数は１から３の間で選択することになる。例えば桁数を２に設定すると簡易暗証
番号は自動的に４桁暗証番号の先頭２桁となるように設定すれば、４桁暗証番号と簡易暗
証番号の２つが同じ数字なので、２桁の数字のみ記憶すればよく、簡易暗証番号の設定が
楽になるという効果がさらに追加で得られる。もちろん簡易暗証番号が自動的に４桁暗証
番号の後ろ２桁となるように設定してもよいし、真ん中２桁でもよいし、４桁の数字の内
いずれか２つの数字の組み合わせでもよい。
【００４２】
　また、上記した各実施の形態は、本発明を好適に実施した形態の一例に過ぎず、本発明
は、その主旨を逸脱しない限り、種々変形して実施することが可能なものである。
【産業上の利用可能性】
【００４３】
　本発明は、４桁暗証番号を使用したロック機能を有し、当該機能の使用頻度が高い携帯
電話機、ＰＨＳ、ＰＤＡ等に用いられる。
【図面の簡単な説明】
【００４４】
【図１】本発明に係る携帯電話機の構成を示したブロック図である。
【図２】本発明に係る携帯電話機の、暗証番号設定時における処理フローを示したフロー
チャートである。
【図３】本発明に係る携帯電話機の、ロック（簡易暗証番号設定有り）解除時における処
理フローを示したフローチャートである。
【図４】本発明に係る携帯電話機の外観・キー配置の一例を示した図である。
【図５】携帯電話機が有する各種機能ごとにロックをＯＮ／ＯＦＦ設定する場合の処理フ
ローを示したフローチャートである。
【符号の説明】
【００４５】
　１０１　　アンテナ
　１０２　　送受信部
　１０３　　制御部
　１０４　　操作部
　１０５　　作業用メモリ
　１０６　　記憶部
　１０７　　表示部
　４０１　　アンテナ
　４０２　　受話部
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　４０３　　表示部
　４０４　　選択ボタン
　４０５　　発信ボタン
　４０６　　ヒンジ
　４０７　　メニューボタン
　４０８　　終話ボタン
　４０９　　ダイヤルキー
　４１０　　送話部

【図１】 【図２】



(10) JP 4371223 B2 2009.11.25

【図３】 【図４】

【図５】
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