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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　第２端末に使用されるこどもモード処理方法であって、
　前記第２端末に、第１端末にインストールした目標アプリケーションを、インストール
するステップと、
　前記第２端末が、前記第１端末が送信した、前記目標アプリケーションの利用許可機能
リスト或は利用不可機能リストを受信するステップと、
　前記第２端末が、受信した前記利用許可機能リスト或は前記利用不可機能リストに基づ
いて、前記目標アプリケーションの前記第２端末で利用できる利用許可機能を特定するス
テップと、
　前記目標アプリケーションのこどもモードにおいて、前記第２端末において前記利用許
可機能を表示するステップと、
　を含み
　ここで、前記利用許可機能リストは、前記目標アプリケーションの中で、前記第２端末
の利用が許可された機能のリストであり、前記利用不可機能リストは、前記目標アプリケ
ーションの中で、前記第２端末の利用が禁止された機能のリストであり、前記利用許可機
能リスト或は前記利用不可機能リストは、前記第１端末において前記目標アプリケーショ
ンの機能のリストを表示して、前記第１端末が選択したものである
　こどもモード処理方法。
【請求項２】
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　前記第２端末の前記目標アプリケーションの表示待ち内容中に予め設定された第１キャ
ラクターが含まれていることが検出された場合、前記表示待ち内容中の第１キャラクター
を隠蔽するステップ、
　をさらに含むことを特徴とする請求項１に記載のこどもモード処理方法。
【請求項３】
　前記第２端末の前記目標アプリケーションの表示待ち内容中に予め設定された第１キャ
ラクターが含まれていることが検出された場合、前記表示待ち内容を前記第１端末に送信
するステップ、
　をさらに含むことを特徴とする請求項１に記載のこどもモード処理方法。
【請求項４】
　前記第２端末の前記目標アプリケーションにより実行している動作が予め設定された報
告条件を満たすことが検出された場合、前記動作の内容を前記第１端末に送信するステッ
プ、
　をさらに含むことを特徴とする請求項１に記載のこどもモード処理方法。
【請求項５】
　前記第２端末の前記目標アプリケーションにより実行している動作が予め設定された報
告条件を満たすことが検出された場合、前記動作の内容を前記第１端末に送信するステッ
プは、
　前記第２端末の前記目標アプリケーションにより予め設定された第１機能を実行してい
ることが検出された場合、前記第１機能の実行内容を前記第１端末に送信するステップ、
　を含むことを特徴とする請求項４に記載のこどもモード処理方法。
【請求項６】
　前記第１端末が送信した、通信許可アカウントリスト或は通信不可アカウントリストを
受信するステップと、
　前記通信許可アカウントリスト或は前記通信不可アカウントリストに基づいて、通信許
可アカウントを特定するステップと、
　ローカルアカウントと、前記通信許可アカウント以外のアカウントとの間の通信を阻止
するステップと、
　をさらに含むことを特徴とする請求項１に記載のこどもモード処理方法。
【請求項７】
　連絡先追加命令を受信した場合、前記連絡先追加命令に対応する目標アカウントのプロ
パティ情報を取得するステップと、
　前記目標アカウントのプロパティ情報が予め設定された追加条件を満たすと、前記目標
アカウントを連絡先として追加し、前記目標アカウントのプロパティ情報が予め設定され
た追加条件を満たさないと、前記連絡先追加命令を拒否するステップと、
　をさらに含むことを特徴とする請求項１に記載のこどもモード処理方法。
【請求項８】
　連絡先追加命令を受信した場合、前記連絡先追加命令に対応する目標アカウントのアカ
ウントＩＤを取得し、前記アカウントＩＤが付加された連絡先追加要求を前記第１端末に
送信するステップと、
　前記第１端末が送信した許可メッセージが受信された場合には、前記目標アカウントを
連絡先として追加し、前記第１端末が送信した拒否メッセージが受信された場合には、前
記連絡先追加命令を拒否するステップと、
　をさらに含むことを特徴とする請求項１に記載のこどもモード処理方法。
【請求項９】
　前記第２端末の前記目標アプリケーションの利用許可機能以外の他の機能を表示するス
テップと、
　前記他の機能中の第２機能を実行させるための命令を受信した場合、前記第２機能のＩ
Ｄ情報が付加された機能実行要求を前記第１端末に送信するステップと、
　前記第１端末が送信した許可メッセージが受信された場合には、前記第２機能を実行し
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、前記第１端末が送信した拒否メッセージが受信された場合には、前記実行命令を拒否す
るステップと、
　をさらに含むことを特徴とする請求項１に記載のこどもモード処理方法。
【請求項１０】
　予め設定されたトリガーイベントが発生した場合、ローカルの位置情報或は移動ルート
情報を前記第１端末に送信するステップを、
　さらに含むことを特徴とする請求項１に記載のこどもモード処理方法。
【請求項１１】
　こどもモード処理装置に、第１端末にインストールした目標アプリケーションを、イン
ストールし、
　前記こどもモード処理装置は、
　前記第１端末が送信した、前記目標アプリケーションの利用許可機能リスト或は利用不
可機能リストを受信する受信モジュールと、
　受信した前記利用許可機能リスト或は前記利用不可機能リストに基づいて、前記目標ア
プリケーションの前記こどもモード処理装置で利用できる利用許可機能を特定する特定モ
ジュールと、
　前記目標アプリケーションのこどもモードにおいて、前記こどもモード処理装置におい
て前記利用許可機能を表示する表示モジュールと、
　を備え
　ここで、前記利用許可機能リストは、前記目標アプリケーションの中で、前記こどもモ
ード処理装置の利用が許可された機能のリストであり、前記利用不可機能リストは、前記
目標アプリケーションの中で、前記こどもモード処理装置の利用が禁止された機能のリス
トであり、前記利用許可機能リスト或は前記利用不可機能リストは、前記第１端末におい
て前記目標アプリケーションの機能のリストを表示して、前記第１端末が選択したもので
ある
　こどもモード処理装置。
【請求項１２】
　前記表示モジュールは、さらに、
　前記こどもモード処理装置の前記目標アプリケーションの表示待ち内容中に予め設定さ
れた第１キャラクターが含まれていることが検出された場合、前記表示待ち内容中の第１
キャラクターを隠蔽する、
　ことを特徴とする請求項１１に記載のこどもモード処理装置。
【請求項１３】
　前記こどもモード処理装置の前記目標アプリケーションの表示待ち内容中に予め設定さ
れた第１キャラクターが含まれていることが検出された場合、前記表示待ち内容を前記第
１端末に送信する送信モジュール、
　をさらに備えることを特徴とする請求項１１に記載のこどもモード処理装置。
【請求項１４】
　前記こどもモード処理装置の前記目標アプリケーションにより実行している動作が予め
設定された報告条件を満たすことが検出された場合、前記動作の内容を前記第１端末に送
信する送信モジュール、
　をさらに備えることを特徴とする請求項１１に記載のこどもモード処理装置。
【請求項１５】
　前記送信モジュールは、
　前記こどもモード処理装置の前記目標アプリケーションにより予め設定された第１機能
を実行していることが検出された場合、前記第１機能の実行内容を前記第１端末に送信す
る、
　ことを特徴とする請求項１４に記載のこどもモード処理装置。
【請求項１６】
　阻止モジュール、をさらに備え、
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　前記阻止モジュールは、
　前記第１端末が送信した、通信許可アカウントリスト或は通信不可アカウントリストを
受信し、
　前記通信許可アカウントリスト或は前記通信不可アカウントリストに基づいて、通信許
可アカウントを特定し、
　ローカルアカウントと、前記通信許可アカウント以外のアカウントとの間の通信を阻止
する、
　ことを特徴とする請求項１１に記載のこどもモード処理装置。
【請求項１７】
　追加モジュール、をさらに備え、
　前記追加モジュールは、
　連絡先追加命令を受信した場合、前記連絡先追加命令に対応する目標アカウントのプロ
パティ情報を取得し、
　前記目標アカウントのプロパティ情報が予め設定された追加条件を満たすと、前記目標
アカウントを連絡先として追加し、前記目標アカウントのプロパティ情報が予め設定され
た追加条件を満たさないと、前記連絡先追加命令を拒否する、
　ことを特徴とする請求項１１に記載のこどもモード処理装置。
【請求項１８】
　追加モジュール、をさらに備え、
　前記追加モジュールは、
　連絡先追加命令を受信した場合、前記連絡先追加命令に対応する目標アカウントのアカ
ウントＩＤを取得し、前記アカウントＩＤが付加された連絡先追加要求を前記第１端末に
送信し、
　前記第１端末が送信した許可メッセージが受信された場合には、前記目標アカウントを
連絡先として追加し、前記第１端末が送信した拒否メッセージが受信された場合には、前
記連絡先追加命令を拒否する、
　ことを特徴とする請求項１１に記載のこどもモード処理装置。
【請求項１９】
　実行モジュール、をさらに備え、
　前記実行モジュールは、
　前記こどもモード処理装置の前記目標アプリケーションの利用許可機能以外の他の機能
を表示し、
　前記他の機能中の第２機能を実行させるための命令を受信した場合、前記第２機能のＩ
Ｄ情報が付加された機能実行要求を前記第１端末に送信し、
　前記第１端末が送信した許可メッセージが受信された場合には、前記第２機能を実行し
、前記第１端末が送信した拒否メッセージが受信された場合には、前記実行命令を拒否す
る、
　ことを特徴とする請求項１１に記載のこどもモード処理装置。
【請求項２０】
　予め設定されたトリガーイベントが発生した場合、ローカルの位置情報或は移動ルート
情報を前記第１端末に送信する送信モジュールを、
　さらに備えることを特徴とする請求項１１に記載のこどもモード処理装置。
【請求項２１】
　こどもモード処理装置に、第１端末にインストールした目標アプリケーションを、イン
ストールし、
　前記こどもモード処理装置は、
　プロセッサと、
　前記プロセッサが実行可能な命令を記憶するためのメモリと、を備え、
　前記プロセッサは、
　前記第１端末が送信した、前記目標アプリケーションの利用許可機能リスト或は利用不
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可機能リストを受信し、
　受信した前記利用許可機能リスト或は前記利用不可機能リストに基づいて、前記目標ア
プリケーションの前記こどもモード処理装置で利用できる利用許可機能を特定し、
　前記目標アプリケーションのこどもモードにおいて、前記こどもモード処理装置におい
て前記利用許可機能を表示し、
　ここで、前記利用許可機能リストは、前記目標アプリケーションの中で、前記こどもモ
ード処理装置の利用が許可された機能のリストであり、前記利用不可機能リストは、前記
目標アプリケーションの中で、前記こどもモード処理装置の利用が禁止された機能のリス
トであり、前記利用許可機能リスト或は前記利用不可機能リストは、前記第１端末におい
て前記目標アプリケーションの機能のリストを表示して、前記第１端末が選択したもので
ある
　こどもモード処理装置。
【請求項２２】
　プロセッサに実行されることにより、請求項１から請求項１０のいずれか一項に記載の
こどもモード処理方法を実現することを特徴とするプログラム。
【請求項２３】
　請求項２２に記載のプログラムが記録された記録媒体。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本願は、出願番号がＣＮ ２０１４１０２４０５６３.８であって、出願日が２０１４年
５月３０日である中国特許出願に基づいて優先権を主張し、当該中国特許出願のすべての
内容を援用するようにする。
【０００２】
　本発明は、インターネット技術分野に関し、特に、こどもモード処理方法、装置、プロ
グラム、及び記録媒体に関する。
【背景技術】
【０００３】
　無線通信技術の発展に伴い、携帯電話機はますます広く利用されている。多くのこども
が、自身の携帯電話機を有しており、携帯電話機上でアプリケーションを用いて、友達を
作ったり、ゲームしたり、ウェブサイトを閲覧したりしている。しかしながら、インター
ネット上の情報は多様であり、こどもは、情報判別能力と自制能力が欠如しているため、
アプリケーションを利用する際に、騙されたり、心身の健全な成長に有益でない情報を得
たりするおそれがある。このため、こどものアプリケーション利用をコントロールする必
要がある。
【０００４】
　従来は、以下の方法によってこどものアプリケーション利用をコントロールする。具体
的には、こどもモードを提供する。当該こどもモードにおいては、保護者がパスワードを
入力してこどもモードを起動し、こどもモードが起動されると、該当するアプリケーショ
ンは起動できなくなる。そして、正しいパスワードを入力した場合にのみ、こどもモード
を停止して、該当するプリケーションを起動できる。
【０００５】
　発明者は、本発明を実現する過程において、関連技術には少なくとも以下の問題が存在
することを発見した。即ち、こどもモードにおいて、該当するアプリケーションの起動を
阻止することにより、こどもがコンタクトしてはいけない情報にコンタクトすることを回
避できるが、この時に該当するアプリケーションが正常には利用できなくなる。
【発明の概要】
【０００６】
　関連技術での問題を解決するために、本発明に係る実施例は、こどもモードにおいてア
プリケーションの正常な利用には影響を与えなくするための、こどもモード処理方法、装
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置、プログラム、及び記録媒体を提供する。本発明は、以下の通りの技術的ソリューショ
ンを含む。
【０００７】
　一の態様によると、こどもモードを処理する方法を提供する。この方法は、
　第１端末が送信した目標アプリケーションの利用許可機能リスト或は利用不可機能リス
トを受信するステップと、
　前記利用許可機能リスト或は前記利用不可機能リストに基づいて、前記目標アプリケー
ションの利用許可機能を特定するステップと、
　前記目標アプリケーションのこどもモードにおいて、前記利用許可機能を表示するステ
ップと、
　を含む。
【０００８】
　オプションとして、
　前記方法は、
　前記目標アプリケーションの表示待ち内容中に予め設定された第１キャラクターが含ま
れていることが検出された場合、前記表示待ち内容中の第１キャラクターを隠蔽するステ
ップ、
　をさらに含む。
【０００９】
　オプションとして、
　前記方法は、
　前記目標アプリケーションの表示待ち内容中に予め設定された第１キャラクターが含ま
れていることが検出された場合、前記表示待ち内容を前記第１端末に送信するステップ、
　をさらに含む。
【００１０】
　オプションとして、
　前記方法は、
　前記目標アプリケーションにより実行している動作が予め設定された報告条件を満たす
ことが検出された場合、前記動作の内容を前記第１端末に送信するステップ、
　をさらに含む。
【００１１】
　オプションとして、
　前記目標アプリケーションにより実行している動作が予め設定された報告条件を満たす
ことが検出された場合、前記動作の内容を前記第１端末に送信するステップは、
　前記目標アプリケーションにより予め設定された第１機能を実行していることが検出さ
れた場合、前記第１機能の実行内容を前記第１端末に送信するステップ、
　を含む。
【００１２】
　オプションとして、
　前記方法は、
　前記第１端末が送信した通信許可アカウントリスト或は通信不可アカウントリストを受
信するステップと、
　前記通信許可アカウントリスト或は前記通信不可アカウントリストに基づいて、通信許
可アカウントを特定するステップと、
　ローカルアカウントと、前記通信許可アカウント以外のアカウントとの間の通信を阻止
するステップと、
　をさらに含む。
【００１３】
　オプションとして、
　前記方法は、
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　連絡先追加命令を受信した場合、前記連絡先追加命令に対応する目標アカウントのプロ
パティ情報を取得するステップと、
　前記目標アカウントのプロパティ情報が予め設定された追加条件を満たすと、前記目標
アカウントを連絡先として追加し、前記目標アカウントのプロパティ情報が予め設定され
た追加条件を満たさないと、前記連絡先追加命令を拒否するステップと、
　をさらに含む。
【００１４】
　オプションとして、
　前記方法は、
　連絡先追加命令を受信した場合、前記連絡先追加命令に対応する目標アカウントのアカ
ウントＩＤを取得し、前記アカウントＩＤが付加された連絡先追加要求を前記第１端末に
送信するステップと、
　前記第１端末が送信した許可メッセージが受信された場合には、前記目標アカウントを
連絡先として追加し、前記第１端末が送信した拒否メッセージが受信された場合には、前
記連絡先追加命令を拒否するステップと、
　をさらに含む。
【００１５】
　オプションとして、
　前記方法は、
　前記目標アプリケーションの利用許可機能以外の他の機能を表示するステップと、
　前記他の機能中の第２機能を実行させるための命令を受信した場合、前記第２機能のＩ
Ｄ情報が付加された機能実行要求を前記第１端末に送信するステップと、
　前記第１端末が送信した許可メッセージが受信された場合には、前記第２機能を実行し
、前記第１端末が送信した拒否メッセージが受信された場合には、前記実行命令を拒否す
るステップと、
　をさらに含む。
【００１６】
　オプションとして、
　前記方法は、
　予め設定されたトリガーイベントが発生した場合、ローカルの位置情報或は移動ルート
情報を前記第１端末に送信するステップを、
　さらに含む。
【００１７】
　他の態様によると、こどもモードを処理する装置を提供する。
【００１８】
　この装置は、
　第１端末が送信した目標アプリケーションの利用許可機能リスト或は利用不可機能リス
トを受信する受信モジュールと、
　前記利用許可機能リスト或は前記利用不可機能リストに基づいて、前記目標アプリケー
ションの利用許可機能を特定する特定モジュールと、
　前記目標アプリケーションのこどもモードにおいて、前記利用許可機能を表示する表示
モジュールと、を備える。
【００１９】
　オプションとして、
　前記表示モジュールは、さらに、
　前記目標アプリケーションの表示待ち内容中に予め設定された第１キャラクターが含ま
れていることが検出された場合、前記表示待ち内容中の第１キャラクターを隠蔽する。
【００２０】
　オプションとして、
　当該装置は、
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　前記目標アプリケーションの表示待ち内容中に予め設定された第１キャラクターが含ま
れていることが検出された場合、前記表示待ち内容を前記第１端末に送信する送信モジュ
ールを、さらに備える。
【００２１】
　オプションとして、
　当該装置は、
　前記目標アプリケーションにより実行している動作が予め設定された報告条件を満たす
ことが検出された場合、前記動作の内容を前記第１端末に送信する送信モジュールを、さ
らに備える。
【００２２】
　オプションとして、
　前記送信モジュールは、
　前記目標アプリケーションにより予め設定された第１機能を実行していることが検出さ
れた場合、前記第１機能の実行内容を前記第１端末に送信する。
【００２３】
　オプションとして、
　当該装置は、阻止モジュールを、さらに備える。
　前記阻止モジュールは、
前記第１端末が送信した通信許可アカウントリスト或は通信不可アカウントリストを受信
し、
　前記通信許可アカウントリスト或は前記通信不可アカウントリストに基づいて、通信許
可アカウントを特定し、
　ローカルアカウントと、前記通信許可アカウント以外のアカウントとの間の通信を阻止
する。
【００２４】
　オプションとして、
　当該装置は、追加モジュールを、さらに備える。
　前記追加モジュールは、
　連絡先追加命令を受信した場合、前記連絡先追加命令に対応する目標アカウントのプロ
パティ情報を取得し、
　前記目標アカウントのプロパティ情報が予め設定された追加条件を満たすと、前記目標
アカウントを連絡先として追加し、前記目標アカウントのプロパティ情報が予め設定され
た追加条件を満たさないと、前記連絡先追加命令を拒否する。
【００２５】
　オプションとして、
　当該装置は、追加モジュールを、さらに備える。
　前記追加モジュールは、
　連絡先追加命令を受信した場合、前記連絡先追加命令に対応する目標アカウントのアカ
ウントＩＤを取得し、前記アカウントＩＤが付加された連絡先追加要求を前記第１端末に
送信し、
　前記第１端末が送信した許可メッセージが受信された場合には、前記目標アカウントを
連絡先として追加し、前記第１端末が送信した拒否メッセージが受信された場合には、前
記連絡先追加命令を拒否する。
【００２６】
　オプションとして、
　当該装置は、実行モジュールを、さらに備える。
　前記実行モジュールは、
　前記目標アプリケーションの利用許可機能以外の他の機能を表示し、
　前記他の機能中の第２機能を実行させるための命令を受信した場合、前記第２機能のＩ
Ｄ情報が付加された機能実行要求を前記第１端末に送信し、
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　前記第１端末が送信した許可メッセージが受信された場合には、前記第２機能を実行し
、前記第１端末が送信した拒否メッセージが受信された場合には、前記実行命令を拒否す
る。
【００２７】
　オプションとして、
　当該装置は、
　予め設定されたトリガーイベントが発生した場合、ローカルの位置情報或は移動ルート
情報を前記第１端末に送信する送信モジュールを、さらに備える。
【００２８】
　更に他の態様によると、こどもモードを処理する装置を提供する。
【００２９】
　この装置は、
　プロセッサと、
　前記プロセッサが実行可能な命令を記憶するためのメモリと、を備え、
　前記プロセッサは、
　第１端末が送信した目標アプリケーションの利用許可機能リスト或は利用不可機能リス
トを受信し、
　前記利用許可機能リスト或は前記利用不可機能リストに基づいて、前記目標アプリケー
ションの利用許可機能を特定し、
　前記目標アプリケーションのこどもモードにおいて、前記利用許可機能を表示する。
【００３０】
　更に他の態様によると、プロセッサに実行されることにより、上記のこどもモードを処
理方法を実現するプログラムを提供する。
【００３１】
　更に他の態様によると、上記プログラムが記録された記録媒体を提供する。
【００３２】
　本発明の実施例が提供する有益な効果は以下のとおりである。
【００３３】
　本発明に係る実施例によると、第１端末が送信した目標アプリケーションの利用許可機
能リスト或は利用不可機能リストを受信して、利用許可機能リスト或は利用不可機能リス
トに基づいて、目標アプリケーションの利用許可機能を特定し、目標アプリケーションの
こどもモードにおいて、利用許可機能を表示する。このような処理方法によって、こども
モードにおいてアプリケーションの正常な利用には影響を及ぼさない。
【００３４】
　以上の一般的な記述と以下の詳細な記述は、単なる例示的なものであり、本発明を制限
するものではないと、理解するべきである。
【図面の簡単な説明】
【００３５】
　ここで説明する本発明の一部を構成する図面は、本発明をさらに明確に理解させるため
に提供するものであり、本発明を制限するためのものではない。
【図１】図１は、例示的な一実施例に係るこどもモード処理方法を示すフローチャートで
ある。
【図２ａ】図２ａは、例示的な一実施例に係る端末インターフェイス表示を示す模式図で
ある。
【図２ｂ】図２ｂは、例示的な一実施例に係る端末インターフェイス表示を示す模式図で
ある。
【図２ｃ】図２ｃは、例示的な一実施例に係る端末インターフェイス表示を示す模式図で
ある。
【図２ｄ】図２ｄは、例示的な一実施例に係る端末インターフェイス表示を示す模式図で
ある。
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【図２ｅ】図２ｅは、例示的な一実施例に係る端末インターフェイス表示を示す模式図で
ある。
【図２ｆ】図２ｆは、例示的な一実施例に係る端末インターフェイス表示を示す模式図で
ある。
【図２ｇ】図２ｇは、例示的な一実施例に係る端末インターフェイス表示を示す模式図で
ある。
【図２ｈ】図２ｈは、例示的な一実施例に係る端末インターフェイス表示を示す模式図で
ある。
【図２ｉ】図２ｉは、例示的な一実施例に係る端末インターフェイス表示を示す模式図で
ある。
【図３】図３は、例示的な一実施例に係るこどもモード処理装置の構成を示す模式図であ
る。
【図４】図４は、例示的な一実施例に係る端末の構成を示す模式図である。
【００３６】
　上記図面によって本発明の明確な実施例を例示し、以下にさらに詳しく記述する。これ
らの図面と文章記述は本発明の旨の範囲を何らの形態によって制限するものではなく、特
定の実施例を参照することによって、本技術分野の当業者に本発明の概念を理解させるた
めのものである。
【発明を実施するための形態】
【００３７】
　本発明の目的、技術的ソリューション及び利点をさらに明確にするために、以下、図面
と実施形態を参照しながら本発明をさらに詳しく説明する。ここで、本発明の例示的な実
施形態、及びその記述は、本発明を説明するためのものであり、本発明を制限するもので
はない。
【００３８】
　本発明に係る実施例は、こどもモード処理方法、及び装置を提供する。以下、図面を参
照しながら本発明を詳しく説明する。
【００３９】
実施例１
　本発明に係る実施例は、こどもモード処理方法を提供する、図１に示すように、この方
法の処理フローは、以下のステップを含む。
【００４０】
　ステップ１０１において、第１端末が送信した目標アプリケーションの利用許可機能リ
スト或は利用不可機能リストを受信する。
【００４１】
　ステップ１０２において、利用許可機能リスト或は利用不可機能リストに基づいて、目
標アプリケーションの利用許可機能を特定する。
【００４２】
　ステップ１０３において、目標アプリケーションのこどもモードにおいて、利用許可機
能を表示する。
【００４３】
　本発明に係る実施例によると、第１端末が送信した目標アプリケーションの利用許可機
能リスト或は利用不可機能リストを受信して、利用許可機能リスト或は利用不可機能リス
トに基づいて、目標アプリケーションの利用許可機能を特定し、目標アプリケーションの
こどもモードにおいて、利用許可機能を表示する。このような処理方法によって、こども
モードにおいてアプリケーションの正常な利用には影響を及ぼさない。
【００４４】
実施例２
　本発明に係る実施例は、こどもモード処理方法を提供する。この方法の実行主体は、携
帯電話機、タブレットＰＣや、他の移動端末のような端末機器（第２端末とも呼ばれる）
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であってもよい。第２端末は、こどもが利用する端末であって、以下に言及される第１端
末は、保護者が利用する端末であってもよい。本実施例においては、携帯電話機を実行主
体とする例を挙げて、技術的ソリューションを詳しく説明する。他の実行主体のケースに
おいては、携帯電話機の例と同様であるため、本実施例においては説明を省略する。
【００４５】
　以下、具体的な実施形態において、図１に示した処理フローを詳しく説明する。処理フ
ローの内容は以下のとおりである。
【００４６】
　ステップ１０１において、第１端末が送信した目標アプリケーションの利用許可機能リ
スト或は利用不可機能リストを受信する。本実施例の方法は第２端末に適用できる。
【００４７】
　ここで、目標アプリケーションは、第２端末にインストールされた、インスタント通信
ソフト、ウェブ閲覧ソフト、映像ソフト等のような各種のアプリケーションであってもよ
い。利用許可機能リストは、目標アプリケーションの利用許可機能が記録されたリストで
あってもよいし、当該リストには少なくとも一つの許可使用機能が含まれている。利用不
可機能リストは、目標アプリケーション中の利用不可機能が記録されたリストであっても
よいし、当該リストには少なくとも一つの利用不可機能が含まれている。
【００４８】
　実施する際に、第１端末と第２端末の両方に、目標アプリケーションがインストールさ
れていてもよい。目標アプリケーションは、保護者制御機能を提供してもよい。第１端末
において、ユーザ（即ち、上記の保護者）により保護者制御機能を起動した後に、第１端
末は、目標アプリケーションの機能リストを表示してもよいし、当該機能リストには、イ
ンスタント通信機能、連絡先追加機能、グループ参加機能、等のような目標アプリケーシ
ョンのすべての機能が含まれていてもよい。保護者は、機能リスト中から利用許可機能を
選択して利用許可機能リストを形成した後、当該利用許可機能リストを第２端末に送信し
てもよい。或は、保護者は、機能リスト中から利用不可機能を選択して利用不可機能リス
トを形成した後、当該利用不可機能リストを第２端末に送信してもよい。
【００４９】
　例えば、システムによって提供する機能リストには、インスタント通信機能、連絡先追
加機能、グループ参加機能、等の機能が含まれている。第１端末のユーザは、当該機能リ
スト中からインスタント通信機能、連絡先追加機能を含む利用許可機能を選択する。イン
スタント通信ソフトと連絡先追加機能によって利用許可機能リストを形成して、第２端末
に送信する。
【００５０】
　ステップ１０２において、利用許可機能リスト或は利用不可機能リストに基づいて、目
標アプリケーションの利用許可機能を特定する。本実施例の方法は無線端末機器に適用で
きる。
【００５１】
　実施する際に、利用許可機能リストについては、第２端末により利用許可機能リスト中
の機能を取得して、利用許可機能とし、利用許可機能リスト以外の機能を利用不可機能に
する。利用不可機能リストについては、第２端末により目標アプリケーションのすべての
機能中から、利用不可機能リスト以外の機能を取得して、利用許可機能としてもよい。
【００５２】
　ステップ１０３において、目標アプリケーションのこどもモードにおいて、利用許可機
能を表示する。本実施例の方法は無線端末機器に適用できる。
【００５３】
　実施する際に、目標アプリケーションにはこどもモードを起動するためのキーが設けら
れていてもよいし、ユーザ（即ち、上記の保護者）が当該キーをクリックすることにより
こどもモードを起動して、その後、モード停止パスワードを設定してもよい。こどもモー
ドを起動した後、目標アプリケーションにおいて利用許可機能の実行キーを表示してもよ
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い。図２ａに示すように、この時、他の機能の実行キーを表示しなくてもよい。当然なが
ら、保護者の設定に従って、他の機能の実行キーを表示してもよい。
【００５４】
　オプションとして、本発明に係る実施例において、さらに、第２端末に表示させる情報
中のいくつかのキャラクターを隠蔽してもよい。この処理において、目標アプリケーショ
ンの表示待ち内容中に予め設定された第１キャラクターが含まれていることが検出された
場合、表示待ち内容中の第１キャラクターを隠蔽してもよい。本実施例の方法は無線端末
機器に適用できる。
【００５５】
　ここで、第１キャラクターは、いくつかのセンシティブな単語、或は、こどもが見るの
に適さない単語、等であってもよい。
【００５６】
　実施する際に、目標アプリケーションは、一つの第１キャラクターを設定するためのイ
ンターフェイスを提供する。保護者は、当該インターフェイス上においてこどもに対して
隠蔽する必要があるキャラクター（即ち、第１キャラクター）を入力し、入力したキャラ
クターを用いて第１キャラクターリストを形成して、当該第１キャラクターリストを第２
端末に送信する。第２端末は、リスト中の第１キャラクターを保存する。第２端末は、表
示待ち内容に予め設定された第１キャラクターが含まれていることを検出した場合、表示
待ち内容中の第１キャラクターを、特殊表示の効果を付与する、例えば図２ｂに示すよう
に、第１キャラクターを"＊"に置き換えて処理し、第２端末上に表示させる。
【００５７】
　オプションとして、本発明に係る実施例において、第２端末に表示させるいくつかのキ
ャラクターを、こどもの保護者に通知してもよい。この処理において、目標アプリケーシ
ョンの表示待ち内容中に予め設定された第１キャラクターが含まれていることが検出され
た場合、表示待ち内容を第１端末に送信してもよい。本実施例の方法は無線端末機器に適
用できる。
【００５８】
　実施する際に、目標アプリケーションは、第１キャラクターを設定するためのインター
フェイスを提供する。保護者は、当該インターフェイス上においてこどもに対して隠蔽す
る必要があるキャラクターを入力して、入力したキャラクターを用いて第１キャラクター
リストを形成して、当該第１キャラクターリストを第２端末に送信する。第２端末は、リ
スト中の第１キャラクターを保存する。第２端末の表示待ち内容中に第１キャラクターリ
スト中の第１キャラクターが含まれている場合、図２ｃに示すように、第２端末は表示待
ち内容を第１端末に送信する。表示しようとするページ全体を第１端末に送信してもよい
し、該当するキャラクターが位置する段落、或は、語句全体を第１端末に送信してもよい
。
【００５９】
　オプションとして、本発明に係る実施例において、こどもがアプリケーションにおいて
行ったいくつかの指定された動作を報告してもよい。該当する処理において、目標アプリ
ケーションが実行する動作が予め設定された報告条件を満たすことが検出された場合、動
作内容を第１端末に送信してもよい。本実施例の方法は無線端末機器に適用できる。
【００６０】
　実施する際に、報告条件は、保護者により第１端末において設定して、第２端末に通知
して、当該第２端末により記録してもよい。該当する報告条件は、例えば、指定されたあ
るアカウントと通信すること、或は、連絡先の追加を動作実行すること、等の多様な条件
がある。第２端末においてアプリケーションが実行する動作が予め設定された報告条件を
満たす場合、第２端末は、動作内容を第１端末に送信する。図２ｄに示すように、例えば
、インスタント通信のメッセージ内容を第１端末に送信するか、友達サークルで共有され
る内容を第１端末に送信してもよい。
【００６１】
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　例えば、報告条件が指定されたあるアカウントと通信することである場合、第２端末に
ログインしたアカウント（即ち、当該こどものアカウント）が当該指定されたアカウント
と通信する場合に、第２端末は、該当する通信メッセージの内容を第１端末に送信する。
【００６２】
　オプションとして、上記の予め設定された報告条件は、アプリケーション中に予め設定
されたある機能を実行することであってもよい。該当する処理において、目標アプリケー
ションが予め設定された第１機能を実行することが検出された場合、第１機能の実行内容
を第１端末に送信する。
【００６３】
　実施する際に、第１機能は、保護者により第１端末において設定して、第２端末に通知
して、当該第２端末により保存してもよい。第２端末は、目標アプリケーションにより第
１機能を実行していることが検出された場合、第１機能の実行内容を第１端末に送信して
もよい。例えば、第１機能は、通信機能であり、該当する実行内容は、通信する内容であ
ってもよい。或は、第１機能は、連絡先追加機能であり、該当する実行内容は、連絡先に
追加する目標アカウントのアカウント情報であってもよい。
【００６４】
　オプションとして、本発明に係る実施例において、さらに、こどもが通信する連絡先を
制限してもよい。該当する処理は、以下のとおりである。
【００６５】
　ステップ１において、第１端末送信の通信許可アカウントリスト或は通信不可アカウン
トリストを受信する。本実施例の方法は無線端末機器に適用できる。
【００６６】
　実施する際に、保護者制御機能のページには、通信アカウント設定機能のキーが、さら
に含まれていてもよい。保護者により当該キーをクリックした後、第１端末をトリガーし
て、サーバから第２端末のログインアカウント（即ち、こどものアカウント）の連絡先リ
ストを取得するようにしてもよい。当該連絡先リスト中には当該こどもの友達アカウント
が記録されている。保護者は、当該連絡先リスト中から通信許可アカウントを選択して通
信許可アカウントリストを形成して、第２端末に送信してもよい。或は、保護者は、当該
連絡先リスト中から通信不可アカウントを選択して通信不可アカウントリストを形成して
、第２端末に送信してもよい。
【００６７】
　ステップ２において、通信許可アカウントリスト或は通信不可アカウントリストに基づ
いて、通信許可アカウントを特定する。
【００６８】
　実施する際に、第２端末は、第１端末から通信許可アカウントリスト中のアカウントを
取得して、通信許可アカウントとし、通信許可アカウントリスト以外のアカウントを通信
不可アカウントにする。或は、第２端末は、通信不可アカウントリスト中のアカウントを
取得して、通信不可アカウントリスト以外のアカウントを通信許可アカウントにする。
【００６９】
　ステップ３において、ローカルアカウントと通信許可アカウント以外のアカウントとの
間の通信を阻止する。
【００７０】
　実施する際に、第２端末の連絡先リストに、通信許可アカウントのみ表示してもよい。
或は、通信許可アカウントのみと通信できるように設定してもよい。第２端末ユーザが通
信許可アカウント以外のアカウントと通信しようとする場合、図２eに示すように、目標
アプリケーションはメッセージをポップアップして通信してはいけないことを促してもよ
い。
【００７１】
　オプションとして、本発明に係る実施例において、こどもの友達追加についていくつか
の制限条件を設定してもよい。該当する処理は、以下のとおりである。
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【００７２】
　ステップ１において、連絡先追加命令を受信した場合、連絡先追加命令に対応する目標
アカウントのプロパティ情報を取得する。本実施例の方法は無線端末機器に適用できる。
【００７３】
　ここで、連絡先追加命令に対応する目標アカウントは、こどもが連絡先に追加しようと
するアカウントである。プロパティ情報は、当該目標アカウントの年齢、学校、性別、職
業、等の情報であってもよい。
【００７４】
　ステップ２において、目標アカウントのプロパティ情報が予め設定された追加条件を満
たすと、目標アカウントを連絡先に追加し、目標アカウントのプロパティ情報が予め設定
された追加条件を満たさないと、連絡先追加命令を拒否する。本実施例の方法は第２端末
に適用できる。
【００７５】
　実施する際に、保護者は、第１端末に追加条件を設定してもよい。図２ｆに示すように
、当該追加条件を第２端末に通知し、第２端末により保存する。例えば、追加条件は、当
該こどもと学校が同一であること、或は、年齢がある範囲内にあること、等であってもよ
い。これら追加条件がこどもに見られないように設定してもよい。他のユーザにより当該
こどものアカウントを連絡先に追加しようと要求し、当該こどもが追加を許可しようとす
る場合、或は、当該こどもが自発的に他のユーザのアカウントを連絡先に追加しようとす
る場合、第２端末は、こどもが入力した連絡先追加命令が受信されることになり、追加す
る目標アカウントのプロパティ情報が当該追加条件を満たすと、目標アカウントを連絡先
に追加し、目標アカウントのプロパティ情報が当該追加条件を満たさないと、目標アカウ
ントを連絡先に追加することを拒否する。
【００７６】
　オプションとして、本発明に係る実施例において、こどもが友達を追加する際に、保護
者により承認してもよい。該当する処理は、以下のとおりである。
【００７７】
　ステップ１において、連絡先追加命令を受信した場合、連絡先追加命令に対応する目標
アカウントのアカウントＩＤを取得して、アカウントＩＤが付加された連絡先追加要求を
第１端末に送信する。本実施例の方法は無線端末機器に適用できる。
【００７８】
　実施する際に、他のユーザにより当該こどものアカウントを連絡先に追加しようと要求
し、当該こどもが追加を許可しようとする場合、或は、当該こどもが自発的に他のユーザ
のアカウントを連絡先に追加しようとする場合、第２端末は、こどもが入力した連絡先追
加命令が受信されることになり、この時、第２端末は、連絡先追加命令に対応する目標ア
カウントのアカウントトＩＤを取得して、当該アカウントのＩＤが付加された連絡先追加
要求を第１端末に送信してもよい。図２ｇに示すように、要求中には、性別、年齢、学校
、等の目標アカウントのアカウント情報が付加されていてもよい。
【００７９】
　ステップ２において、第１端末が送信した許可メッセージが受信された場合には、目標
アカウントを連絡先に追加し、第１端末が送信した拒否メッセージが受信された場合には
、連絡先追加命令を拒否する。
【００８０】
　実施する際に、第１端末によりアカウントＩＤが付加された連絡先追加要求が受信され
た場合、連絡先追加要求のウィンドウを表示してもよい。ウィンドウには、目標アカウン
トのアカウントＩＤを表示してもよいし、さらに、該当するアカウント情報を表示しても
よいし、また、追加許可キーと追加不可キーを表示してもよい。保護者により許可した場
合、追加許可キーをクリックすることにより、第１端末をトリガーして許可メッセージを
生成して第２端末に送信してもよい。或は、保護者により拒否した場合、追加不可キーを
クリックすることにより、第１端末をトリガーして拒否メッセージを生成して第２端末に
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送信してもよい。
【００８１】
　オプションとして、本発明に係る実施例において、利用許可機能を表示できるほか、こ
れら機能以外の他の機能を表示してもよい。そして、保護者によりこどものそれら他の機
能の利用を承認してもよい。該当する処理は、以下のとおりである。
【００８２】
　ステップ１において、目標アプリケーションの利用許可機能以外の他の機能を表示する
。本実施例の方法は無線端末機器に適用できる。
【００８３】
　実施する際に、上記のステップ１０２によって目標アプリケーションの利用許可機能を
特定した後、さらに、目標アプリケーションの利用許可機能以外の他の機能を特定しても
よい。次に、他の機能も表示する。表示する際に、他の機能、及び利用許可機能を実行す
るためのキーを、それぞれ、異なる表示領域に表示してもよい。或は、他の機能、及び利
用許可機能を実行するためのキーを、すべて、その元の位置に表示してもよい。
【００８４】
　ステップ２において、他の機能中の第２機能の実行命令が受信された場合、第２機能の
ＩＤ情報が付加された機能実行要求を第１端末に送信する。
【００８５】
　実施する際に、第１端末により第２端末が送信した第２機能の機能実行要求が受信され
た場合、第１端末は、機能実行要求ウィンドウを表示してもよい。ウィンドウには、目標
機能のＩＤ情報を表示してもよいし、また、利用許可キーと利用不可キーを表示してもよ
い。図２ｈに示すように、保護者により許可した場合、利用許可キーをクリックすること
により、第１端末をトリガーして許可メッセージを生成して、第２端末に送信してもよい
。或は、保護者により拒否した場合、利用不可キーをクリックすることにより、第１端末
をトリガーして拒否メッセージを生成して、第２端末に送信してもよい。
【００８６】
　ステップ３において、第１端末により送信した許可メッセージが受信された場合、第２
機能を実行し、第１端末により送信した拒否メッセージが受信された場合、命令の実行を
拒否する。
【００８７】
　オプションとして、本発明に係る実施例において、こどもの端末は、その位置、ルート
、等の情報を保護者の端末に報告してもよい。該当する処理において、予め設定されたト
リガーイベントが発生した場合、ローカルの位置情報或は移動ルート情報を第１端末に送
信してもよい。本実施例の方法は無線端末機器に適用できる。
【００８８】
　実施する際に、トリガーイベントは、保護者により第１端末において設定して、第２端
末に通知して、当該第２端末により記録してもよい。或は、アプリケーションに予め設定
されていてもよい。該当するトリガーイベントは、予め設定された時間周期に達したこと
、予め設定されたあるタイミングに達したこと、等であってもよい。予め設定されたトリ
ガーイベントが発生した場合、第２端末は現在の位置情報を取得して第１端末に送信する
か、最近の時間期間内の移動ルート情報を取得して第１端末に送信してもよい。図２ｉに
示すように、第１端末は、位置情報或は移動ルート情報が受信された後、地図上にその該
当する位置、或は移動ルートを表示してもよい。
【００８９】
　本発明に係る実施例によると、第１端末が送信した目標アプリケーションの利用許可機
能リスト或は利用不可機能リストを受信して、利用許可機能リスト或は利用不可機能リス
トに基づいて、目標アプリケーションの利用許可機能を特定し、目標アプリケーションの
こどもモードにおいて、利用許可機能を表示する。このような処理方法によって、こども
モードにおいてアプリケーションの正常な利用には影響を及ぼさない。
【００９０】
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実施例３
　本発明に係る実施例は、同様の技術概念に基づいて、こどもモード処理装置を、さらに
提供する。図３に示すように、この装置は、
　第１端末が送信した目標アプリケーションの利用許可機能リスト或は利用不可機能リス
トを受信する受信モジュール３１０と、
　前記利用許可機能リスト或は前記利用不可機能リストに基づいて、前記目標アプリケー
ションの利用許可機能を特定する特定モジュール３２０と、
　前記目標アプリケーションのこどもモードにおいて、前記利用許可機能を表示する表示
モジュール３３０と、を備える。
【００９１】
　オプションとして、前記表示モジュール３３０は、さらに、
　前記目標アプリケーションの表示待ち内容中に予め設定された第１キャラクターが含ま
れていることが検出された場合、前記表示待ち内容中の第１キャラクターを隠蔽する。
【００９２】
　オプションとして、当該装置は、
　前記目標アプリケーションの表示待ち内容中に予め設定された第１キャラクターが含ま
れていることが検出された場合、前記表示待ち内容を前記第１端末に送信する送信モジュ
ールを、さらに備える。
【００９３】
　オプションとして、当該装置は、
　前記目標アプリケーションにより実行している動作が予め設定された報告条件を満たす
ことが検出された場合、前記動作の内容を前記第１端末に送信する送信モジュールを、さ
らに備える。
【００９４】
　オプションとして、前記送信モジュールは、
　前記目標アプリケーションにより予め設定された第１機能を実行していることが検出さ
れた場合、前記第１機能の実行内容を前記第１端末に送信する。
【００９５】
　オプションとして、当該装置は、阻止モジュールをさらに備える。この阻止モジュール
は、
　前記第１端末が送信した通信許可アカウントリスト或は通信不可アカウントリストを受
信し、
　前記通信許可アカウントリスト或は前記通信不可アカウントリストに基づいて、通信許
可アカウントを特定し、
　ローカルアカウントと、前記通信許可アカウント以外のアカウントとの間の通信を阻止
する。
【００９６】
　オプションとして、当該装置は、追加モジュールをさらに備える。この阻止モジュール
は、
　連絡先追加命令を受信した場合、前記連絡先追加命令に対応する目標アカウントのプロ
パティ情報を取得し、
　前記目標アカウントのプロパティ情報が予め設定された追加条件を満たすと、前記目標
アカウントを連絡先として追加し、前記目標アカウントのプロパティ情報が予め設定され
た追加条件を満たさないと、前記連絡先追加命令を拒否する。
【００９７】
　オプションとして、当該装置は、追加モジュールをさらに備える。この追加モジュール
は、
　連絡先追加命令を受信した場合、前記連絡先追加命令に対応する目標アカウントのアカ
ウントＩＤを取得し、前記アカウントＩＤが付加された連絡先追加要求を前記第１端末に
送信し、
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　前記第１端末が送信した許可メッセージが受信された場合には、前記目標アカウントを
連絡先として追加し、前記第１端末が送信した拒否メッセージが受信された場合には、前
記連絡先追加命令を拒否する。
【００９８】
　オプションとして、当該装置は、実行モジュールをさらに備える。この実行モジュール
は、
　前記目標アプリケーションの利用許可機能以外の他の機能を表示し、
　前記他の機能中の第２機能を実行させるための命令を受信した場合、前記第２機能のＩ
Ｄ情報が付加された機能実行要求を前記第１端末に送信し、
　前記第１端末が送信した許可メッセージが受信された場合には、前記第２機能を実行し
、前記第１端末が送信した拒否メッセージが受信された場合には、前記実行命令を拒否す
る。
【００９９】
　オプションとして、当該装置は、
　予め設定されたトリガーイベントが発生した場合、ローカルの位置情報或は移動ルート
情報を前記第１端末に送信する送信モジュールを、さらに備える。
【０１００】
　本発明に係る実施例によると、第１端末が送信した目標アプリケーションの利用許可機
能リスト或は利用不可機能リストを受信して、利用許可機能リスト或は利用不可機能リス
トに基づいて、目標アプリケーションの利用許可機能を特定し、目標アプリケーションの
こどもモードにおいて、利用許可機能を表示する。このような処理方法によって、こども
モードにおいてアプリケーションの正常な利用には影響を及ぼさない。
【０１０１】
実施例４
　図４は、例示的な一実施例に係るこどもモードを処理するための端末を示すブロック図
である。例えば、端末８００は、携帯電話、コンピュータ、デジタル放送端末、メッセー
ジ送受信デバイス、ゲームコンソール、タブレットデバイス、医療機器、フィットネス機
器、パーソナルデジタルアシスタント等であってもよい。
【０１０２】
　図４を参照して、端末８００は、プロセスアセンブリ８０２、メモリ８０４、電源アセ
ンブリ８０６、マルチメディアアセンブリ８０８、オーディオアセンブリ８１０、入出力
（Ｉ／Ｏ）インターフェイス８１２、センサアセンブリ８１４、及び通信アセンブリ８１
６のような一つ以上のアセンブリを含んでよい。
【０１０３】
　プロセスアセンブリ８０２は、大略、端末８００の全体の動作を制御するものであり、
例えば、表示、電話呼び出し、データ通信、カメラ動作、及び記録動作と関連する動作を
制御する。プロセスアセンブリ８０２は、一つ以上のプロセッサ８２０を含み、これらに
よって命令を実行することにより、上記の方法の全部、或は一部のステップを実現するよ
うにしてもよい。なお、プロセスアセンブリ８０２は、一つ以上のモジュールを含み、こ
れらによってプロセスアセンブリ８０２と他のアセンブリの間のインタラクションを容易
にするようにしてもよい。例えば、プロセスアセンブリ８０２は、マルチメディアモジュ
ールを含み、これらによってマルチメディアアセンブリ８０８とプロセスアセンブリ８０
２の間のインタラクションを容易にするようにしてもよい。
【０１０４】
　メモリ８０４は、各種のデータを記憶することにより端末８００の動作を支援するよう
に構成される。これらのデータの例は、端末８００において動作されるいずれかのアプリ
ケーションプログラム又は方法の命令、連絡対象データ、電話帳データ、メッセージ、画
像、ビデオ等を含む。メモリ８０４は、例えば、ＳＲＡＭ（Ｓｔａｔｉｃ　Ｒａｎｄｏｍ
　Ａｃｃｅｓｓ　Ｍｅｍｏｒｙ）ＥＥＰＲＯＭ（Ｅｌｅｃｔｒｉｃａｌｌｙ Ｅｒａｓａ
ｂｌｅ Ｐｒｏｇｒａｍｍａｂｌｅ Ｒｅａｄ－Ｏｎｌｙ Ｍｅｍｏｒｙ）、ＥＰＲＯＭ（
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Ｅｒａｓａｂｌｅ Ｐｒｏｇｒａｍｍａｂｌｅ Ｒｅａｄ Ｏｎｌｙ Ｍｅｍｏｒｙ）、ＰＲ
ＯＭ（ Ｐｒｏｇｒａｍｍａｂｌｅ ＲＯＭ）、ＲＯＭ（Ｒｅａｄ Ｏｎｌｙ Ｍｅｍｂｅｒ
）、磁気メモリ、フラッシュメモリ、磁気ディスク、或いは光ディスクといった、いずれ
かの種類の揮発性メモリ、不揮発性メモリ記憶デバイスまたはそれらの組み合わせによっ
て実現されてもよい。
【０１０５】
　電源アセンブリ８０６は、端末８００の各種アセンブリに電力を供給する。電源アセン
ブリ８０６は、電源管理システム、一つ以上の電源、及び端末８００のための電力の生成
、管理及び割り当てに関連する他のアセンブリを含んでもよい。
【０１０６】
　マルチメディアアセンブリ８０８は、端末８００とユーザの間に一つの出力インターフ
ェイスを提供するスクリーンを含む。上記の実施例において、スクリーンは液晶モニター
（ＬＣＤ）とタッチパネル（ＴＰ）を含んでもよい。スクリーンがタッチパネルを含むこ
とにより、スクリーンはタッチスクリーンを実現することができ、ユーザからの入力信号
を受信することができる。タッチパネルは一つ以上のタッチセンサを含んでおり、タッチ
、スライド、及びタッチパネル上のジェスチャを検出することができる。前記タッチセン
サは、タッチ、或はスライドの動作の境界だけでなく、前記のタッチ、或はスライド動作
に係る継続時間及び圧力も検出できる。上記の実施例において、マルチメディアアセンブ
リ８０８は、一つのフロントカメラ、及び／又はリアカメラを含む。端末８００が、例え
ば撮影モード、或はビデオモード等の動作モードにある場合、フロントカメラ、及び／又
はリアカメラは外部からマルチメディアデータを受信できる。フロントカメラとリアカメ
ラのそれぞれは、一つの固定型の光レンズ系、或は可変焦点距離と光学ズーム機能を有す
るものであってもよい。
【０１０７】
　オーディオアセンブリ８１０は、オーディオ信号を入出力するように構成されてもよい
。例えば、オーディオアセンブリ８１０は、一つのマイク（ＭＩＣ）を含み、端末８００
が、例えば呼出しモード、記録モード、及び音声認識モード等の動作モードにある場合、
マイクは外部のオーディオ信号を受信することができる。受信されたオーディオ信号は、
さらにメモリ８０４に記憶されたり、通信アセンブリ８１６を介して送信されたりする。
上記の実施例において、オーディオアセンブリ８１０は、オーディオ信号を出力するため
の一つのスピーカーをさらに含む。
【０１０８】
　Ｉ／Ｏインターフェイス８１２は、プロセスアセンブリ８０２と周辺インターフェイス
モジュールの間にインターフェイスを提供するものであり、上記周辺インターフェイスモ
ジュールは、キーボード、クリックホイール、ボタン等であってもよい。これらのボタン
は、ホームボタン、ボリュームボタン、起動ボタン、ロッキングボタンを含んでもよいが
、これらに限定されない。
【０１０９】
　センサアセンブリ８１４は、端末８００に各方面の状態に対する評価を提供するための
一つ以上のセンサを含む。例えば、センサアセンブリ８１４は、端末８００のＯＮ／ＯＦ
Ｆ状態、端末８００のディスプレイとキーパッドのようなアセンブリの相対的な位置決め
を検出できる。また、例えば、センサアセンブリ８１４は、端末８００、或は端末８００
の一つのアセンブリの位置変更、ユーザと端末８００とが接触しているか否か、端末８０
０の方位、又は加速／減速、端末８００の温度の変化を検出できる。センサアセンブリ８
１４は、何れの物理的接触がない状態にて付近の物体の存在を検出するための近接センサ
を含んでもよい。センサアセンブリ８１４は、撮影アプリケーションに適用するため、Ｃ
ＭＯＳ、又はＣＣＤ図像センサのような光センサを含んでもよい。上記の実施例において
、当該センサアセンブリ８１４は、加速度センサ、ジャイロスコープセンサ、磁気センサ
、圧力センサ、及び温度センサをさらに含んでもよい。
【０１１０】
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　通信アセンブリ８１６は、端末８００と他の機器の間に有線、又は無線通信を提供する
。端末８００は、例えばＷｉＦｉ、２Ｇ、３Ｇ、或はこれらの組み合わせのような、通信
規格に基づいた無線ネットワークに接続されてもよい。一つの例示的な実施例において、
通信アセンブリ８１６は、放送チャンネルを介して外部の放送管理システムからの放送信
号、又は放送に関連する情報を受信する。一つの例示的な実施例において、前記通信アセ
ンブリ８１６は、近距離無線通信（ＮＦＣ）モジュールをさらに含むことにより、近距離
通信を推進するようにする。例えば、ＮＦＣモジュールは、ＲＦＩＤ（Ｒａｄｉｏ Ｆｒ
ｅｑｕｅｎｃｙ ＩＤｅｎｔｉｆｉｃａｔｉｏｎ）技術、ＩｒＤＡ（Ｉｎｆｒａｒｅｄ Ｄ
ａｔａ Ａｓｓｏｃｉａｔｉｏｎ）技術、ＵＷＢ（Ｕｌｔｒａ Ｗｉｄｅ Ｂａｎｄ）技術
、ＢＴ（Ｂｌｕｅｔｏｏｔｈ（登録商標））技術、他の技術に基づいて実現できる。
【０１１１】
　例示的な実施例において、端末８００は、一つ以上のＡＳＩＣ（Ａｐｐｌｉｃａｔｉｏ
ｎ　Ｓｐｅｃｉｆｉｃ Ｉｎｔｅｇｒａｔｅｄ Ｃｉｒｃｕｉｔ）、ＤＳＰ（Ｄｉｇｉｔａ
ｌ Ｓｉｇｎａｌ Ｐｒｏｃｅｓｓｏｒ）、ＤＳＰＤ（Ｄｉｇｉｔａｌ Ｓｉｇｎａｌ Ｐｒ
ｏｃｅｓｓｉｎｇ Ｄｅｖｉｃｅ）、ＰＬＤ（Ｐｒｏｇｒａｍｍａｂｌｅ Ｌｏｇｉｃ Ｄ
ｅｖｉｃｅ）、ＦＰＧＡ（Ｆｉｅｌｄ－Ｐｒｏｇｒａｍｍａｂｌｅ Ｇａｔｅ Ａｒｒａｙ
）、コントローラ、マイクロコントローラ、マイクロプロセッサ、または他の電子部品に
よって実現されるものであり、上記方法を実行する。
【０１１２】
　例示的な実施例において、さらに、命令を含むコンピュータ読取り可能な非一時的な記
録媒体、例えば命令を含むメモリ８０４を提供しており、端末８００のプロセッサ８２０
により上記命令を実行して上記方法を実現する。例えば、前記コンピュータ読取り可能な
非一時的な記録媒体は、ＲＯＭ、ＲＡＭ、ＣＤ-ＲＯＭ、磁気テープ、フロッピー（登録
商標）ディスク、光データ記憶デバイス等である。
【０１１３】
　コンピュータ読取り可能な非一時的な記録媒体は、当該記録媒体中の命令が移動端末の
プロセッサによって実行される際に、端末にクロスドメインのデータ取得するための方法
を実行させることができる。
【０１１４】
　前記方法は、
　第１端末が送信した目標アプリケーションの利用許可機能リスト或は利用不可機能リス
トを受信するステップと、
　前記利用許可機能リスト或は前記利用不可機能リストに基づいて、前記目標アプリケー
ションの利用許可機能を特定するステップと、
　前記目標アプリケーションのこどもモードにおいて、前記利用許可機能を表示するステ
ップと、
　を含む。
【０１１５】
　オプションとして、前記方法は、
　前記目標アプリケーションの表示待ち内容中に予め設定された第１キャラクターが含ま
れていることが検出された場合、前記表示待ち内容中の第１キャラクターを隠蔽するステ
ップ、
　をさらに含む。
【０１１６】
　オプションとして、前記方法は、
　前記目標アプリケーションの表示待ち内容中に予め設定された第１キャラクターが含ま
れていることが検出された場合、前記表示待ち内容を前記第１端末に送信するステップ、
　をさらに含む。
【０１１７】
　オプションとして、前記方法は、
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　前記目標アプリケーションにより実行している動作が予め設定された報告条件を満たす
ことが検出された場合、前記動作の内容を前記第１端末に送信するステップ、
　をさらに含む。
【０１１８】
　オプションとして、前記目標アプリケーションにより実行している動作が予め設定され
た報告条件を満たすことが検出された場合、前記動作の内容を前記第１端末に送信するス
テップは、
　前記目標アプリケーションにより予め設定された第１機能を実行していることが検出さ
れた場合、前記第１機能の実行内容を前記第１端末に送信するステップ、
　を含む。
【０１１９】
　オプションとして、前記方法は、
　前記第１端末が送信した通信許可アカウントリスト或は通信不可アカウントリストを受
信するステップと、
　前記通信許可アカウントリスト或は前記通信不可アカウントリストに基づいて、通信許
可アカウントを特定するステップと、
　ローカルアカウントと、前記通信許可アカウント以外のアカウントとの間の通信を阻止
するステップと、
　をさらに含む。
【０１２０】
　オプションとして、前記方法は、
　連絡先追加命令を受信した場合、前記連絡先追加命令に対応する目標アカウントのプロ
パティ情報を取得するステップと、
　前記目標アカウントのプロパティ情報が予め設定された追加条件を満たすと、前記目標
アカウントを連絡先として追加し、前記目標アカウントのプロパティ情報が予め設定され
た追加条件を満たさないと、前記連絡先追加命令を拒否するステップと、
　をさらに含む。
【０１２１】
　オプションとして、前記方法は、
　連絡先追加命令を受信した場合、前記連絡先追加命令に対応する目標アカウントのアカ
ウントＩＤを取得し、前記アカウントＩＤが付加された連絡先追加要求を前記第１端末に
送信するステップと、
　前記第１端末が送信した許可メッセージが受信された場合には、前記目標アカウントを
連絡先として追加し、前記第１端末が送信した拒否メッセージが受信された場合には、前
記連絡先追加命令を拒否するステップと、
　をさらに含む。
【０１２２】
　オプションとして、前記方法は、
　前記目標アプリケーションの利用許可機能以外の他の機能を表示するステップと、
　前記他の機能中の第２機能を実行させるための命令を受信した場合、前記第２機能のＩ
Ｄ情報が付加された機能実行要求を前記第１端末に送信するステップと、
　前記第１端末が送信した許可メッセージが受信された場合には、前記第２機能を実行し
、前記第１端末が送信した拒否メッセージが受信された場合には、前記実行命令を拒否す
るステップと、
　をさらに含む。
【０１２３】
　オプションとして、前記方法は、
　予め設定されたトリガーイベントが発生した場合、ローカルの位置情報或は移動ルート
情報を前記第１端末に送信するステップ、
　をさらに含む。
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【０１２４】
　本発明に係る実施例によると、第１端末が送信した目標アプリケーションの利用許可機
能リスト或は利用不可機能リストを受信して、利用許可機能リスト或は利用不可機能リス
トに基づいて、目標アプリケーションの利用許可機能を特定し、目標アプリケーションの
こどもモードにおいて、利用許可機能を表示する。このような処理方法によって、こども
モードにおいてアプリケーションの正常な利用には影響を及ぼさない。
【０１２５】
　当業者は、明細書を検討して本発明を実践した後、本発明の他の実施案を容易に考え出
すことができる。本願は、本発明のいずれの変形、用途、又は適応的な変更をカバーする
ことを狙っているし、これらの変形、用途、又は適応的な変更は、本発明の一般的な原理
に従い、また、本発明は公開していない当業界の公知の知識又は通常の技術手段を含む。
明細書と実施例はただ例示として考慮され、本発明の本当の範囲と精神は以下の特許請求
の範囲に記載される。
【０１２６】
　本発明は上記に記述され、また図面で示した正確な構成に限定されず、その範囲を逸脱
しない限り多様な置換えと変更を行うことができると、理解するべきである。本発明の範
囲は添付の特許請求の範囲のみにより限定される。

【図１】 【図２ａ】
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【図２ｄ】 【図２ｅ】
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【図２ｈ】 【図２ｉ】
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