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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　タッチスクリーンディスプレイと、
　アドレス帳データに登録されている個別情報に対し、画像を対応付けて設定可能なコン
トローラと、を備え、
　前記コントローラは、前記個別情報に前記画像を設定するための所定のジェスチャが検
出される場合、前記個別情報に登録された通信サービスを介して前記個別情報に対応付け
られる前記画像を取得するための選択肢を有する画像選択画面を表示する装置であって、
　前記アドレス帳データに登録された前記通信サービスにおけるアカウント情報から、該
アカウント情報に対応付けられた画像を取得し、
　前記タッチスクリーンディスプレイ上のホーム画面において、
　前記個別情報として人物に関する情報を表示するコンタクトウィジェットの配置と、特
定のアプリケーションと対応付けられたアイコンの配置とが競合する場合、
　前記アイコンよりも前記コンタクトウィジェットを優先的に表示する装置。
【請求項２】
　前記タッチスクリーンディスプレイは、前記アドレス帳データに前記個別情報を登録す
るための登録画面を表示し、
　前記登録画面は、前記画像を表示する画像領域を含み、
　前記コントローラは、前記所定のジェスチャとして、前記登録画面の前記画像領域に対
するジェスチャが検出される場合、前記画像選択画面を表示する請求項１に記載の装置。
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【請求項３】
　前記画像は、前記個別情報に登録されるプロフィール画像と、空白の状態を示すブラン
ク画像とを含み、
　前記コントローラは、前記個別情報に前記プロフィール画像が登録されている場合、前
記個別情報に前記プロフィール画像を対応付け、前記登録画面の前記画像領域に前記プロ
フィール画像を表示し、前記個別情報に前記プロフィール画像が登録されていない場合、
前記個別情報に前記ブランク画像を対応付け、前記登録画面の前記画像領域に前記ブラン
ク画像を表示する請求項２に記載の装置。
【請求項４】
　前記コントローラは、前記タッチスクリーンディスプレイにホーム画面を表示する場合
、前記ホーム画面の所定の領域に、前記画像を表示する請求項１から３のいずれか１項に
記載の装置。
【請求項５】
　タッチスクリーンディスプレイを備える装置を制御する方法であって、
　アドレス帳データに登録されている個別情報に対し、画像を対応付けて設定するための
所定のジェスチャが検出される場合、前記個別情報に登録された通信サービスを介して前
記個別情報に対応付けられる前記画像を取得するための選択肢を有する画像選択画面を表
示するステップと、
　前記アドレス帳データに登録された前記通信サービスにおけるアカウント情報から、該
アカウント情報に対応付けられた画像を取得するステップと、
　前記タッチスクリーンディスプレイ上のホーム画面において、前記個別情報として人物
に関する情報を表示するコンタクトウィジェットの配置と、特定のアプリケーションと対
応付けられたアイコンの配置とが競合する場合、前記アイコンよりも前記コンタクトウィ
ジェットを優先的に表示するステップとを、
　含む方法。
【請求項６】
　タッチスクリーンディスプレイを備える装置に、
　アドレス帳データに登録されている個別情報に対し、画像を対応付けて設定するための
所定のジェスチャが検出される場合、前記個別情報に登録された通信サービスを介して前
記個別情報に対応付けられる前記画像を取得するための選択肢を有する画像選択画面を表
示するステップと、
　前記アドレス帳データに登録された前記通信サービスにおけるアカウント情報から、該
アカウント情報に対応付けられた画像を取得するステップと、
　前記タッチスクリーンディスプレイ上のホーム画面において、前記個別情報として人物
に関する情報を表示するコンタクトウィジェットの配置と、特定のアプリケーションと対
応付けられたアイコンの配置とが競合する場合、前記アイコンよりも前記コンタクトウィ
ジェットを優先的に表示するステップとを、
　実行させるプログラム。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、装置、方法、及びプログラムに関する。特に、本発明は、タッチスクリーン
ディスプレイを有する装置、その装置を制御する方法、及びその装置を制御するためのプ
ログラムに関する。
【背景技術】
【０００２】
　タッチスクリーンディスプレイを備える装置が知られている。タッチスクリーンディス
プレイを備える装置には、例えば、スマートフォン及びタブレットが含まれる。タッチス
クリーンディスプレイを備える装置は、タッチスクリーンディスプレイを介して指又はス
タイラスペンのジェスチャを検出する。そして、タッチスクリーンディスプレイを備える
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装置は、検出したジェスチャに従って動作する。検出したジェスチャに従った動作の例は
、例えば、特許文献１に記載されている。
【０００３】
　タッチスクリーンディスプレイを備える装置の基本的な動作は、装置に搭載されるＡｎ
ｄｒｏｉｄ（登録商標）、ＢｌａｃｋＢｅｒｒｙ（登録商標）　ＯＳ、ｉＯＳ、Ｗｉｎｄ
ｏｗｓ（登録商標）　Ｐｈｏｎｅ等のＯＳ（Ｏｐｅｒａｔｉｎｇ　Ｓｙｓｔｅｍ）によっ
て実現される。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００４】
【特許文献１】国際公開第２００８／０８６３０２号
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
　タッチスクリーンディスプレイを備える装置では、個別情報を登録するためのアプリケ
ーションを有する場合がある。個別情報を登録するためのアプリケーションとしては、例
えば、アドレス帳アプリケーションである。タッチスクリーンディスプレイを備える装置
は、アドレス帳アプリケーションを実行すると、個別情報として、例えば、人物の名前、
電話番号、電子メールアドレス、画像を登録できる。タッチスクリーンディスプレイを備
える装置では、個別情報に登録された画像を人物のプロフィール画像として、タッチスク
リーンディスプレイに表示する場合がある。タッチスクリーンディスプレイを備える装置
は、プロフィール画像が登録されている場合、タッチスクリーンディスプレイにプロフィ
ール画像を表示する。一方、タッチスクリーンディスプレイを備える装置は、プロフィー
ル画像が登録されていない場合、タッチスクリーンディスプレイに空白の状態を示すブラ
ンク画像を表示する。
【０００６】
　本発明は、個別情報に対して画像を簡単に登録することができる装置、方法、及びプロ
グラム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】
【０００７】
　本発明に係る装置は、１つの態様において、タッチスクリーンディスプレイと、アドレ
ス帳データに登録されている個別情報に対し、画像を対応付けて設定可能なコントローラ
と、を備え、コントローラは、個別情報に画像を設定するための所定のジェスチャが検出
される場合、個別情報に登録された通信サービスを介して個別情報に対応付けられる画像
を取得するための選択肢を有する画像選択画面を表示する。
【０００８】
　本発明に係る方法は、１つの態様において、タッチスクリーンディスプレイを備える装
置を制御する方法であって、アドレス帳データに登録されている個別情報に対し、画像を
対応付けて設定するための所定のジェスチャが検出される場合、個別情報に登録された通
信サービスを介して個別情報に対応付けられる画像を取得するための選択肢を有する画像
選択画面を表示するステップを、含む。
【０００９】
　本発明に係るプログラムは、１つの態様において、タッチスクリーンディスプレイを備
える装置に、アドレス帳データに登録されている個別情報に対し、画像を対応付けて設定
するための所定のジェスチャが検出される場合、個別情報に登録された通信サービスを介
して個別情報に対応付けられる画像を取得するための選択肢を有する画像選択画面を表示
するステップを、実行させる。
【図面の簡単な説明】
【００１０】
【図１】図１は、実施形態に係るスマートフォンの外観を示す斜視図である。
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【図２】図２は、実施形態に係るスマートフォンの外観を示す正面図である。
【図３】図３は、実施形態に係るスマートフォンの外観を示す背面図である。
【図４】図４は、ホーム画面の一例を示す図である。
【図５】図５は、実施形態に係るスマートフォンの機能を示すブロック図である。
【図６】図６は、アドレス帳データの一例を示す図である。
【図７】図７は、グループデータの一例を示す図である。
【図８】図８は、コンタクトウィジェットの一例を示す図である。
【図９】図９は、人物リスト画面を表示する操作の一例を示す図である。
【図１０】図１０は、登録画面を表示する操作の一例を示す図である。
【図１１】図１１は、画像選択画面の表示中に行われる操作の一例を示す図である。
【図１２】図１２は、プロフィール画像の選択及び変更のための処理手順を示すフローチ
ャートである。
【発明を実施するための形態】
【００１１】
　本発明を実施するための実施形態を、図面を参照しつつ詳細に説明する。以下では、タ
ッチスクリーンディスプレイを備える装置の一例として、スマートフォンについて説明す
る。
【００１２】
（実施形態）
　図１から図３を参照しながら、実施形態に係るスマートフォン１の外観について説明す
る。図１から図３に示すように、スマートフォン１は、ハウジング２０を有する。ハウジ
ング２０は、フロントフェイス１Ａと、バックフェイス１Ｂと、サイドフェイス１Ｃ１～
１Ｃ４とを有する。フロントフェイス１Ａは、ハウジング２０の正面である。バックフェ
イス１Ｂは、ハウジング２０の背面である。サイドフェイス１Ｃ１～１Ｃ４は、フロント
フェイス１Ａとバックフェイス１Ｂとを接続する側面である。以下では、サイドフェイス
１Ｃ１～１Ｃ４を、どの面であるかを特定することなく、サイドフェイス１Ｃと総称する
ことがある。
【００１３】
　スマートフォン１は、タッチスクリーンディスプレイ２と、ボタン３Ａ～３Ｃと、照度
センサ４と、近接センサ５と、レシーバ７と、マイク８と、カメラ１２と、をフロントフ
ェイス１Ａに有する。スマートフォン１は、カメラ１３をバックフェイス１Ｂに有する。
スマートフォン１は、ボタン３Ｄ～３Ｆと、コネクタ１４と、をサイドフェイス１Ｃに有
する。以下では、ボタン３Ａ～３Ｆを、どのボタンであるかを特定することなく、ボタン
３と総称することがある。
【００１４】
　タッチスクリーンディスプレイ２は、ディスプレイ２Ａと、タッチスクリーン２Ｂと、
を有する。ディスプレイ２Ａは、液晶ディスプレイ（Ｌｉｑｕｉｄ　Ｃｒｙｓｔａｌ　Ｄ
ｉｓｐｌａｙ）、有機ＥＬパネル（Ｏｒｇａｎｉｃ　Ｅｌｅｃｔｒｏ－Ｌｕｍｉｎｅｓｃ
ｅｎｃｅ　ｐａｎｅｌ）、又は無機ＥＬパネル（Ｉｎｏｒｇａｎｉｃ　Ｅｌｅｃｔｒｏ－
Ｌｕｍｉｎｅｓｃｅｎｃｅ　ｐａｎｅｌ）等の表示デバイスを備える。ディスプレイ２Ａ
は、文字及び図形等を表示する。
【００１５】
　タッチスクリーン２Ｂは、タッチスクリーンディスプレイ２に対する指、又はスタイラ
スペン等の接触を検出する。タッチスクリーン２Ｂは、複数の指、又はスタイラスペン等
がタッチスクリーンディスプレイ２に接触した位置を検出することができる。
【００１６】
　タッチスクリーン２Ｂの検出方式は、静電容量方式、抵抗膜方式、表面弾性波方式（又
は超音波方式）、赤外線方式、電磁誘導方式、及び荷重検出方式等の任意の方式でよい。
以下では、説明を簡単にするため、タッチスクリーン２Ｂがタッチスクリーンディスプレ
イ２に対する接触を検出する指、又はスタイラスペン等を単に「指」ということがある。
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【００１７】
　スマートフォン１は、タッチスクリーン２Ｂにより検出された接触及び接触が行われた
位置に基づいてジェスチャの種別を判別する。ジェスチャは、タッチスクリーンディスプ
レイ２に対して行われる操作である。スマートフォン１によって判別されるジェスチャに
は、タッチ、ロングタッチ、リリース、スワイプ、タップ、ダブルタップ、ロングタップ
、ドラッグ、フリック、ピンチイン、ピンチアウト等が含まれる。
【００１８】
　タッチは、タッチスクリーン２Ｂに指が触れるジェスチャである。スマートフォン１は
、タッチスクリーン２Ｂに指が接触するジェスチャをタッチとして判別する。ロングタッ
チとは、タッチスクリーン２Ｂに指が一定時間以上触れるジェスチャである。スマートフ
ォン１は、タッチスクリーン２Ｂに指が一定時間以上接触するジェスチャをロングタッチ
として判別する。
【００１９】
　リリースは、指がタッチスクリーン２Ｂから離れるジェスチャである。スマートフォン
１は、指がタッチスクリーン２Ｂから離れるジェスチャをリリースとして判別する。スワ
イプは、指がタッチスクリーンディスプレイ２上に接触したままで移動するジェスチャで
ある。スマートフォン１は、指がタッチスクリーンディスプレイ２上に接触したままで移
動するジェスチャをスワイプとして判別する。
【００２０】
　タップは、タッチに続いてリリースをするジェスチャである。スマートフォン１は、タ
ッチに続いてリリースをするジェスチャをタップとして判別する。ダブルタップは、タッ
チに続いてリリースをするジェスチャが２回連続するジェスチャである。スマートフォン
１は、タッチに続いてリリースをするジェスチャが２回連続するジェスチャをダブルタッ
プとして判別する。
【００２１】
　ロングタップは、ロングタッチに続いてリリースをするジェスチャである。スマートフ
ォン１は、ロングタッチに続いてリリースをするジェスチャをロングタップとして判別す
る。ドラッグは、移動可能なオブジェクトが表示されている領域を始点としてスワイプを
するジェスチャである。スマートフォン１は、移動可能なオブジェクトが表示されている
領域を始点としてスワイプをするジェスチャをドラッグとして判別する。
【００２２】
　フリックは、タッチに続いて指が一方方向へ高速で移動しながらリリースするジェスチ
ャである。スマートフォン１は、タッチに続いて指が一方方向へ高速で移動しながらリリ
ースするジェスチャをフリックとして判別する。フリックは、指が画面の上方向へ移動す
る上フリック、指が画面の下方向へ移動する下フリック、指が画面の右方向へ移動する右
フリック、指が画面の左方向へ移動する左フリック等を含む。
【００２３】
　ピンチインは、複数の指が近付く方向にスワイプするジェスチャである。スマートフォ
ン１は、複数の指が近付く方向にスワイプするジェスチャをピンチインとして判別する。
ピンチアウトは、複数の指が遠ざかる方向にスワイプするジェスチャである。スマートフ
ォン１は、複数の指が遠ざかる方向にスワイプするジェスチャをピンチアウトとして判別
する。
【００２４】
　スマートフォン１は、タッチスクリーン２Ｂを介して判別するこれらのジェスチャに従
って動作を行う。したがって、利用者にとって直感的で使いやすい操作性が実現される。
判別されるジェスチャに従ってスマートフォン１が行う動作は、タッチスクリーンディス
プレイ２に表示されている画面に応じて異なる。
【００２５】
　図４を参照しながら、ディスプレイ２Ａに表示される画面の例について説明する。図４
は、ホーム画面の一例を示している。ホーム画面は、デスクトップ、又は待受画面と呼ば
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れることもある。ホーム画面は、ディスプレイ２Ａに表示される。ホーム画面は、スマー
トフォン１にインストールされているアプリケーションのうち、どのアプリケーションを
実行するかを利用者に選択させる画面である。スマートフォン１は、ホーム画面で選択さ
れたアプリケーションをフォアグランドで実行する。フォアグランドで実行されるアプリ
ケーションは、ホーム画面とは異なる画面をディスプレイ２Ａに表示させる。
【００２６】
　スマートフォン１は、ホーム画面にアイコンを配置することができる。図４に示すホー
ム画面４０には、複数のアイコン５０が配置されている。それぞれのアイコン５０は、ス
マートフォン１にインストールされている特定のアプリケーションと予め対応付けられて
いる。スマートフォン１は、アイコン５０に対する特定のジェスチャ（例えば、タップ）
を検出すると、そのアイコン５０に対応付けられているアプリケーションを実行する。例
えば、スマートフォン１は、メールアプリケーションに対応付けられたアイコン５０に対
するタップが検出されると、メールアプリケーションを実行する。
【００２７】
　アイコン５０は、画像と文字列を含む。アイコン５０は、画像に代えて、記号又は図形
を含んでもよい。アイコン５０は、画像又は文字列のいずれか一方を含まなくてもよい。
アイコン５０は、所定の規則に従って配置される。アイコン５０の背後には、壁紙４１が
表示される。壁紙４１は、フォトスクリーン又はバックスクリーンと呼ばれることもある
。スマートフォン１は、任意の画像を壁紙４１として用いることができる。画像は、例え
ば、利用者の設定に従って壁紙４１として決定される。
【００２８】
　図４に示すホーム画面４０には、アイコン５０が第１領域４６と第２領域４８の２つの
領域にそれぞれ配置されている。ホーム画面４０には、第１領域４６に８個のアイコン５
０が配置され、第２領域４８に３つのアイコン５０が配置されている。
【００２９】
　第１領域４６は、ホーム画面４０に対応付けられたアイコン５０が表示される個別アイ
コンエリアである。スマートフォン１は、タッチスクリーンディスプレイ２に表示させる
ホーム画面４０が切り替えられた場合、第１領域４６に切り替え後のホーム画面４０に対
応付けられたアイコン５０が表示される。第２領域４８は、全てのホーム画面４０に共通
のアイコン５０が表示される共通アイコンエリアである。スマートフォン１は、タッチス
クリーンディスプレイ２に表示させるホーム画面４０が切り替えられた場合も、第２領域
４８に表示されるアイコン５０は、変化しない。つまりスマートフォン１は、ホーム画面
４０が切り替えられても第２領域４８には同じアイコン５０が表示される。
【００３０】
　スマートフォン１は、ホーム画面４０の数を増減することができる。スマートフォン１
は、例えば、ホーム画面の数を利用者による設定に従って決定する。スマートフォン１は
、ホーム画面４０を表示する場合、ホーム画面４０の数が複数であっても、それらのうち
から選択された１つをディスプレイ２Ａに表示する。
【００３１】
　スマートフォン１は、ホーム画面４０上に、インジケータ（ロケータ）５１を表示する
。インジケータ５１は、１つ又は複数のシンボルを含む。シンボルの数は、ホーム画面４
０の数と一致する。インジケータ５１は、現在表示されているホーム画面４０の位置を示
す。現在表示されているホーム画面４０に対応するシンボルは、他のホーム画面４０に対
応するシンボルと異なる態様で表示される。
【００３２】
　図４に示す例では、インジケータ５１のシンボル５２が４つ表示されている。これは、
ホーム画面４０の数が４つであることを示す。４つのシンボル５２は、画面左側から右側
に向けて列状に配置されている。また、図４に示す例では、左端から２番目のシンボル５
２が他のシンボル５２と異なる態様で表示されている。これは、左端から２番目のホーム
画面４０が現在表示されていることを示している。
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【００３３】
　スマートフォン１は、ホーム画面４０を表示中に特定のジェスチャを検出すると、ディ
スプレイ２Ａに表示するホーム画面４０を切り替える。例えば、スマートフォン１は、右
フリックを検出すると、ディスプレイ２Ａに表示するホーム画面４０を１つ左のホーム画
面４０に切り替える。また、スマートフォン１は、左フリックを検出すると、ディスプレ
イ２Ａに表示するホーム画面４０を１つ右のホーム画面４０に切り替える。
【００３４】
　ディスプレイ２Ａの上端には、領域４２が設けられている。領域４２には、充電池の残
量を示す残量マーク４３、及び通信用の電波の電界強度を示す電波レベルマーク４４が表
示される。スマートフォン１は、領域４２に、現在時刻、天気の情報、実行中のアプリケ
ーション、通信システムの種別、電話のステータス、装置のモード、装置に生じたイベン
ト等を表示してもよい。このように、領域４２は、利用者に対して各種の通知を行うため
に用いられる。領域４２は、ホーム画面４０以外の画面でも設けられることがあり、例え
ば、後述する登録画面にも設けられている。領域４２が設けられる位置は、ディスプレイ
２Ａの上端に限られない。
【００３５】
　なお、図４に示したホーム画面４０は、一例であり、各種の要素の形態、各種の要素の
配置、ホーム画面４０の数、及びホーム画面４０での各種の操作の仕方等は上記の説明の
通りでなくてもよい。
【００３６】
　図５は、スマートフォン１の構成を示すブロック図である。スマートフォン１は、タッ
チスクリーンディスプレイ２と、ボタン３と、照度センサ４と、近接センサ５と、通信ユ
ニット６と、レシーバ７と、マイク８と、ストレージ９と、コントローラ１０と、カメラ
１２及び１３と、コネクタ１４と、加速度センサ１５と、方位センサ１６と、ジャイロス
コープ１７とを有する。
【００３７】
　タッチスクリーンディスプレイ２は、上述したように、ディスプレイ２Ａと、タッチス
クリーン２Ｂとを有する。ディスプレイ２Ａは、文字、画像、記号、又は図形等を表示す
る。タッチスクリーン２Ｂは、ジェスチャを検出する。
【００３８】
　ボタン３は、利用者によって操作される。ボタン３は、ボタン３Ａ～ボタン３Ｆを有す
る。コントローラ１０はボタン３と協働することによってボタンに対する操作を検出する
。ボタンに対する操作は、例えば、クリック、ダブルクリック、プッシュ、及びマルチプ
ッシュである。
【００３９】
　例えば、ボタン３Ａ～３Ｃは、ホームボタン、バックボタン又はメニューボタンである
。例えば、ボタン３Ｄは、スマートフォン１のパワーオン／オフボタンである。ボタン３
Ｄは、スリープ／スリープ解除ボタンを兼ねてもよい。例えば、ボタン３Ｅ及び３Ｆは、
音量ボタンである。
【００４０】
　照度センサ４は、照度を検出する。例えば、照度とは、光の強さ、明るさ、輝度等であ
る。照度センサ４は、例えば、ディスプレイ２Ａの輝度の調整に用いられる。近接センサ
５は、近隣の物体の存在を非接触で検出する。近接センサ５は、例えば、タッチスクリー
ンディスプレイ２が顔に近付けられたことを検出する。
【００４１】
　通信ユニット６は、無線により通信する。通信ユニット６によって行われる通信方式は
、無線通信規格がある。例えば、無線通信規格として、２Ｇ、３Ｇ、４Ｇ等のセルラーフ
ォンの通信規格である。例えば、セルラーフォンの通信規格として、ＬＴＥ（Ｌｏｎｇ　
Ｔｅｒｍ　Ｅｖｏｌｕｔｉｏｎ）、Ｗ－ＣＤＭＡ、ＣＤＭＡ２０００、ＰＤＣ、ＧＳＭ、
ＰＨＳ（Ｐｅｒｓｏｎａｌ　Ｈａｎｄｙ－ｐｈｏｎｅ　Ｓｙｓｔｅｍ）等がある。例えば
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、無線通信規格として、ＷｉＭＡＸ（Ｗｏｒｌｄｗｉｄｅ　Ｉｎｔｅｒｏｐｅｒａｂｉｌ
ｉｔｙ　ｆｏｒ　Ｍｉｃｒｏｗａｖｅ　Ａｃｃｅｓｓ）、ＩＥＥＥ８０２．１１、Ｂｌｕ
ｅｔｏｏｔｈ（登録商標）、ＩｒＤＡ、ＮＦＣ等がある。通信ユニット６は、上述した通
信規格の１つ又は複数をサポートしていてもよい。
【００４２】
　レシーバ７は、コントローラ１０から送信される音声信号を音声として出力する。マイ
ク８は、利用者等の音声を音声信号へ変換してコントローラ１０へ送信する。なお、スマ
ートフォン１は、レシーバ７に加えて、又は、レシーバ７に代えて、スピーカをさらに有
してもよい。
【００４３】
　ストレージ９は、プログラム及びデータを記憶する。また、ストレージ９は、コントロ
ーラ１０の処理結果を一時的に記憶する作業領域としても利用される。ストレージ９は、
半導体記憶デバイス、及び磁気記憶デバイス等の任意の記憶デバイスを含んでよい。また
、ストレージ９は、複数の種類の記憶デバイスを含んでよい。また、ストレージ９は、メ
モリカード等の可搬の記憶媒体と、記憶媒体の読み取り装置との組み合わせを含んでよい
。
【００４４】
　ストレージ９に記憶されるプログラムには、フォアグランド又はバックグランドで実行
されるアプリケーションと、アプリケーションの動作を支援する制御プログラムとが含ま
れる。アプリケーションは、例えば、ディスプレイ２Ａに所定の画面を表示させ、タッチ
スクリーン２Ｂによって検出されるジェスチャに応じた処理をコントローラ１０に実行さ
せる。制御プログラムは、例えば、ＯＳである。アプリケーション及び制御プログラムは
、通信ユニット６による無線通信又は記憶媒体を介してストレージ９にインストールされ
てもよい。
【００４５】
　ストレージ９は、例えば、制御プログラム９Ａ、メールアプリケーション９Ｂ、ブラウ
ザアプリケーション９Ｃ、アドレス帳アプリケーション９Ｄ、コンタクトアプリケーショ
ン９Ｅ、カメラアプリケーション９Ｆ、画像データ９Ｗ、アドレス帳データ９Ｘ、グルー
プデータ９Ｙ、及び設定データ９Ｚを記憶する。メールアプリケーション９Ｂは、電子メ
ールの作成、送信、受信、及び表示等のための電子メール機能を提供する。ブラウザアプ
リケーション９Ｃは、ＷＥＢページを表示するためのＷＥＢブラウジング機能を提供する
。カメラアプリケーション９Ｆは、インカメラ１２又はアウトカメラ１３によって対象物
を撮影する機能を提供する。画像データ９Ｗは、ストレージ９に保存された画像の情報を
含む。設定データ９Ｚは、スマートフォン１の動作に関する各種の設定に関する情報を含
む。
【００４６】
　アドレス帳アプリケーション９Ｄは、アドレス帳データ９Ｘに格納される個別情報を管
理する機能、すなわち、個別情報の登録、編集、削除、及び表示等に関する機能を提供す
る。また、アドレス帳アプリケーション９Ｄは、タッチスクリーンディスプレイ２上に、
個別情報を登録するための画面を表示する機能を提供する。
【００４７】
　コンタクトアプリケーション９Ｅは、アドレス帳データ９Ｘに格納される個別情報に基
づいて、ホーム画面４０上にコンタクトウィジェットを表示する機能を提供する。コンタ
クトウィジェットは、アイコン５０と同様にホーム画面４０上に配置され、定期的に、又
は利用者の操作に応じて、表示する内容が更新される画面である。
【００４８】
　アドレス帳データ９Ｘは、個別情報を保持する。アドレス帳データ９Ｘは、例えば、個
別情報として、人物の名前（姓及び名）、電話番号、電子メールアドレス、画像、ＳＮＳ
（Ｓｏｃｉａｌ　Ｎｅｔｗｏｒｋ　Ｓｅｒｖｉｃｅ）等のコミュニケーションサイトでそ
の人物が各種のメッセージを投稿する際に用いるアカウント情報を保持する。
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【００４９】
　図６を参照しながら、アドレス帳データ９Ｘの一例について説明する。図６に示すアド
レス帳データ９Ｘは、ＩＤ、姓、名、画像、サービス名、サービスＩＤ、通知数、及び最
終利用日時という項目を有する。アドレス帳データ９Ｘは、１つのＩＤと対応付けて１つ
の個別情報を保持する。また、アドレス帳データ９Ｘは、１つのＩＤと対応付けて、サー
ビス名、サービスＩＤ、通知数、及び最終利用日時の組み合わせを複数保持することがで
きる。
【００５０】
　ＩＤの項目は、アドレス帳データ９Ｘにおいて、人物を識別するための識別番号を保持
する。姓の項目は、人物の姓を保持する。名の項目は、人物の名を保持する。画像の項目
は、人物と、画像データ９Ｗに含まれる画像とを対応付けた情報を保持する。画像は、例
えば、人物に登録されたプロフィール画像を含む。また、画像は、例えば、人物にプロフ
ィール画像が登録されていないときに表示される、空白の状態を示すブランク画像を含む
。プロフィール画像は、人物の顔の画像、イラスト等の画像及び風景の画像であり、限定
されない。
【００５１】
　サービス名の項目は、人物が利用する通信サービスの種類に関する情報を保持する。サ
ービス名の項目には、例えば、電話サービスを示す「Ｐｈｏｎｅ」、電子メールサービス
を示す「Ｅｍａｉｌ」、それぞれ異なる事業者によって運営されるＳＮＳを示す「Ｆ－Ｓ
ＮＳ」、「Ｔ－ＳＮＳ」、「Ｄ－ＳＮＳ」、及び「Ｍ－ＳＮＳ」等の通信サービスが設定
される。サービスＩＤの項目は、通信サービスに対応付けられた人物の電話番号及びアカ
ウント情報を保持する。サービスＩＤの項目には、例えば、電話サービスに対応付けられ
た電話番号、電子メールサービスに対応付けられた電子メールアドレス、各ＳＮＳに対応
付けられたアカウント情報が設定される。
【００５２】
　通知数の項目は、対応する通信サービスにおいて人物が行った事象のうち、スマートフ
ォン１の利用者に通知すべき事象の数を保持する。例えば、対応する通信サービスが電話
サービスの場合、通知数の項目には、対応する人物からスマートフォン１の利用者へ発信
されたが、利用者が応答することができなかった通話の数が設定される。対応する通信サ
ービスが電子メールサービスの場合、通知数の項目には、対応する人物からスマートフォ
ン１の利用者へ送信された未開封の電子メールの数が設定される。
【００５３】
　対応する通信サービスがＳＮＳの場合、通知数の項目には、対応する人物が投稿したが
、スマートフォン１の利用者が読んでいないメッセージの数が設定される。ここでいうメ
ッセージは、不特定多数向けのメッセージと、利用者が属するグループ向けのメッセージ
と、利用者宛のメッセージとを含んでよい。
【００５４】
　最終利用日時の項目は、対応する通信サービスにおいて人物が行った事象のうち、スマ
ートフォン１の利用者に関連する最後の事象が行われた日時を保持する。例えば、対応す
る通信サービスが電話サービスの場合、最終利用日時の項目には、対応する人物からスマ
ートフォン１の利用者へ発信された最後の通話の発信日時が設定される。対応する通信サ
ービスが電子メールサービスの場合、最終利用日時の項目には、対応する人物からスマー
トフォン１の利用者へ送信された最後のメールの送信日時が設定される。
【００５５】
　対応する通信サービスがＳＮＳの場合、最終利用日時の項目には、対応する人物が投稿
した最後のメッセージの投稿日時が設定される。ここでいうメッセージは、不特定多数向
けのメッセージと、利用者が属するグループ向けのメッセージと、利用者宛のメッセージ
とを含んでよい。
【００５６】
　アドレス帳データ９Ｘは、上記の情報以外に、例えば、住所、勤務先、生年月日等の各
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種の個人情報を含んでよい。また、アドレス帳データ９Ｘは、家の電話番号、勤務先の電
話番号、携帯電話の電話番号というように、同一の種類の通信サービスに関する複数の情
報を同一の人物に対応付けて保持してもよい。
【００５７】
　グループデータ９Ｙは、アドレス帳データ９Ｘに登録されている人物のグループ分けに
関する情報を保持する。図７を参照しながら、グループデータ９Ｙの一例について説明す
る。図７に示すグループデータ９Ｙは、グループ番号、グループ名、メンバ番号、及びＩ
Ｄという項目を有する。グループデータ９Ｙは、１つのグループ番号と対応付けて、メン
バ番号及びＩＤの組み合わせを複数保持することができる。
【００５８】
　グループ番号の項目は、グループを識別するための識別番号を保持する。グループ名の
項目は、グループの名称を保持する。メンバ番号の項目は、グループに含まれるメンバの
表示順序を示す番号を保持する。ＩＤの項目は、アドレス帳データ９Ｘにおけるメンバの
識別番号を保持する。グループデータ９ＹのＩＤの項目の値は、アドレス帳データ９Ｘの
ＩＤの項目の値と対応する。
【００５９】
　制御プログラム９Ａは、スマートフォン１を稼働させるための各種制御に関する機能を
提供する。制御プログラム９Ａは、例えば、通信ユニット６、レシーバ７、及びマイク８
等を制御することによって、通話を実現させる。制御プログラム９Ａが提供する機能には
、タッチスクリーン２Ｂを介して検出されたジェスチャに応じて、ディスプレイ２Ａに表
示されている人物に関する情報を変更する等の各種制御を行う機能が含まれる。制御プロ
グラム９Ａが提供する機能は、アドレス帳アプリケーション９Ｄ等の他のプログラムが提
供する機能と組み合わせて利用されることがある。
【００６０】
　コントローラ１０は、例えば、ＣＰＵ（Ｃｅｎｔｒａｌ　Ｐｒｏｃｅｓｓｉｎｇ　Ｕｎ
ｉｔ）である。コントローラ１０は、通信ユニット６等の他の構成要素が統合されたＳｏ
Ｃ（Ｓｙｓｔｅｍ－ｏｎ－ａ－ｃｈｉｐ）等の集積回路であってもよい。コントローラ１
０は、スマートフォン１の動作を統括的に制御して各種の機能を実現する。
【００６１】
　具体的には、コントローラ１０は、ストレージ９に記憶されているデータを必要に応じ
て参照しつつ、ストレージ９に記憶されているプログラムに含まれる命令を実行して、デ
ィスプレイ２Ａ及び通信ユニット６等を制御することによって各種機能を実現する。コン
トローラ１０は、タッチスクリーン２Ｂ、ボタン３、加速度センサ１５等の各種検出部の
検出結果に応じて、制御を変更することもある。
【００６２】
　コントローラ１０は、例えば、制御プログラム９Ａを実行することにより、ディスプレ
イ２Ａにホーム画面４０を表示させる。また、コントローラ１０は、アドレス帳アプリケ
ーション９Ｄを実行することにより、ディスプレイ２Ａに個別情報を登録するための画面
を表示させる。さらに、コントローラ１０は、コンタクトアプリケーション９Ｅを実行す
ることにより、コンタクトウィジェットをホーム画面４０上に表示させる。
【００６３】
　カメラ１２は、フロントフェイス１Ａに面している物体を撮影するインカメラである。
カメラ１３は、バックフェイス１Ｂに面している物体を撮影するアウトカメラである。
【００６４】
　コネクタ１４は、他の装置が接続される端子である。コネクタ１４は、ＵＳＢ（Ｕｎｉ
ｖｅｒｓａｌ　Ｓｅｒｉａｌ　Ｂｕｓ）、ＨＤＭＩ（Ｈｉｇｈ－Ｄｅｆｉｎｉｔｉｏｎ　
Ｍｕｌｔｉｍｅｄｉａ　Ｉｎｔｅｒｆａｃｅ）、ライトピーク（サンダーボルト）、イヤ
ホンマイクコネクタのような汎用的な端子であってもよい。コネクタ１４は、Ｄｏｃｋコ
ネクタのような専用に設計された端子でもよい。コネクタ１４に接続される装置には、例
えば、外部ストレージ、スピーカ、通信装置が含まれる。
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【００６５】
　加速度センサ１５は、スマートフォン１に働く加速度の方向及び大きさを検出する。方
位センサ１６は、地磁気の向きを検出する。ジャイロスコープ１７は、スマートフォン１
の回転を検出する。加速度センサ１５、方位センサ１６及びジャイロスコープ１７の検出
結果は、スマートフォン１の位置及び姿勢の変化を検出するために、組み合わせて利用さ
れる。
【００６６】
　図５においてストレージ９が記憶することとしたプログラムの一部又は全部は、通信ユ
ニット６による無線通信で他の装置からダウンロードされてもよい。また、図５において
ストレージ９が記憶することとしたプログラムの一部又は全部は、ストレージ９に含まれ
る読み取り装置が読み取り可能な記憶媒体に記憶されていてもよい。また、図５において
ストレージ９が記憶することとしたプログラムの一部又は全部は、コネクタ１４に接続さ
れる読み取り装置が読み取り可能なＣＤ、ＤＶＤ、又はＢｌｕ－ｒａｙ等の記憶媒体に記
憶されていてもよい。
【００６７】
　また、図５に示したスマートフォン１の構成は一例であり、本発明の要旨を損なわない
範囲において適宜変更してよい。例えば、ボタン３の数と種類は図５の例に限定されない
。例えば、スマートフォン１は、画面に関する操作のためのボタンとして、ボタン３Ａ～
３Ｃに代えて、テンキー配列又はＱＷＥＲＴＹ配列等のボタンを備えていてもよい。また
、スマートフォン１は、画面に関する操作のために、ボタンを１つだけ備えてよいし、ボ
タンを備えなくてもよい。また、図５に示した例では、スマートフォン１が２つのカメラ
を備えることとしたが、スマートフォン１は、１つのカメラのみを備えてもよいし、カメ
ラを備えなくてもよい。また、図５に示した例では、スマートフォン１が位置及び姿勢を
検出するために３種類のセンサを備えることとしたが、スマートフォン１は、このうちい
くつかのセンサを備えなくてもよいし、位置及び姿勢を検出するための他の種類のセンサ
を備えてもよい。
【００６８】
　図８を参照しながら、コンタクトアプリケーション９Ｅが提供する機能について説明す
る。コンタクトアプリケーション９Ｅが提供する機能には、ホーム画面４０上にコンタク
トウィジェットを表示する機能と、コンタクトウィジェットを更新する機能とが含まれる
。
【００６９】
　図８は、コンタクトウィジェットの一例を示す図である。図８に示すように、コンタク
トウィジェット６０は、アドレス帳データ９Ｘに含まれる個別情報として、人物に関する
情報を表示する。コンタクトウィジェット６０に表示される情報には、アドレス帳データ
９Ｘにおいて人物と対応付けて保持されている通信サービスに関する情報が含まれる。
【００７０】
　コンタクトウィジェット６０は、第１領域４６に配置されたアイコン５０と同様に、ホ
ーム画面４０の第１領域４６上に配置される。スマートフォン１は、第１領域４６に配置
されたコンタクトウィジェット６０と、第１領域４６に配置されたアイコン５０とが重な
る場合、コンタクトウィジェット６０を優先的に表示する。つまり、スマートフォン１は
、ホーム画面４０の第１領域４６上において、コンタクトウィジェット６０が表示される
領域の位置情報と、アイコン５０が表示される領域の位置情報とから、コンタクトウィジ
ェット６０が表示される領域とアイコン５０が表示される領域とが重なっていると判定す
ると、重なっているアイコン５０の表示を行わずに、コンタクトウィジェット６０を表示
する。
【００７１】
　コンタクトウィジェット６０は、スマートフォン１の電源が投入され、ホーム画面４０
がディスプレイ２Ａに表示されると、アイコン５０と同様に、利用者が特に操作を行わな
くてもホーム画面４０の一部として表示される。また、コンタクトウィジェット６０は、
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アイコン５０のタップによって起動されたアプリケーションが終了してホーム画面４０が
ディスプレイ２Ａに再表示されると、アイコン５０と同様に、利用者が特に操作を行わな
くてもホーム画面４０の一部として表示される。
【００７２】
　コンタクトウィジェット６０は、メンバリスト領域６１と、詳細情報領域６２と、更新
アイコン６８と、編集アイコン６９とを有する。メンバリスト領域６１は、グループデー
タ９Ｙに登録されているグループの１つに関する情報を表示する。具体的には、メンバリ
スト領域６１は、名称領域７１と、画像領域７２と、名前領域７３とを有する。名称領域
７１は、グループの名称を表示する領域である。画像領域７２は、グループに含まれる人
物と対応付けてアドレス帳データ９Ｘに登録されている画像を表示する領域である。画像
領域７２には、人物にプロフィール画像９Ｗａが対応付けられている場合、プロフィール
画像９Ｗａが表示される。また、画像領域７２には、人物にブランク画像９Ｗｂが対応付
けられている場合、ブランク画像９Ｗｂが表示される。ブランク画像９Ｗｂは、例えば、
人影の画像である。名前領域７３は、グループに含まれる人物の名前と共に、最後に利用
した通信サービスの利用日又は利用時間を表示する領域である。メンバリスト領域６１に
含まれる情報は、アドレス帳データ９Ｘから取得される。
【００７３】
　詳細情報領域６２は、アドレス帳データ９Ｘに含まれる人物の中から選択された１人の
人物に関する詳細な情報を表示する。詳細情報領域６２は、画像領域６３と、名前領域６
４と、アイコン領域６５とを有する。画像領域６３は、メンバリスト領域６１の画像領域
７２と同様であり、選択された人物と対応付けてアドレス帳データ９Ｘに登録されている
画像を表示する領域である。名前領域６４は、選択された人物の名前が表示される領域で
ある。選択された人物の画像及び名前は、アドレス帳データ９Ｘから取得される。
【００７４】
　アイコン領域６５は、選択された人物と対応付けてアドレス帳データ９Ｘに登録されて
いる通信サービスを示すアイコン６６が配列される領域である。アイコン６６は、対応す
る通信サービスと予め対応付けられた画像を用いて表示される。アイコン６６に対応する
通信サービスと対応付けてアドレス帳データ９Ｘに設定されている通知数の値が０より大
きい場合、アイコン６６には、通知数の値を示す数値アイコン６６ａが付加される。
【００７５】
　選択された人物と対応付けてアドレス帳データ９Ｘに登録されている通信サービスの数
が、アイコン領域６５に表示可能なアイコン６６の数よりも多い場合、図８の例に示すよ
うに、ページ切り替えアイコン６７がアイコン領域６５に表示される。ページ切り替えア
イコン６７は、アイコン領域６５に表示しきれないアイコン６６があることを利用者に示
す。また、スマートフォン１は、ページ切り替えアイコン６７へのタップが検出された場
合、アイコン領域６５に表示しきれていなかったアイコン６６をアイコン領域６５に表示
する。
【００７６】
　選択された人物と対応付けてアドレス帳データ９Ｘに登録されている通信サービスは、
アイコンではなく、名称等の文字列を用いて一覧表示されてもよい。また、通知数を示す
のではなく、通知数が０であるか否かに応じて対応するサービスを表示する態様を変更し
てもよい。
【００７７】
　スマートフォン１は、更新アイコン６８へのタップが検出された場合、詳細情報領域６
２に表示される情報を、選択された人物に関する最新の情報に更新する。例えば、スマー
トフォン１は、選択された人物から受信した未開封の電子メールの件数が２件から３件に
増えていれば、電子メールサービスに対応するアイコン６６に付加される数値アイコン６
６ａを「２」を表すものから「３」を表すものへ変更する。スマートフォン１は、更新ア
イコン６８へのタップが検出されなくても、各アイコン６６に付加される数値アイコン６
６ａを最新の状況に合わせて定期的に更新する。



(13) JP 5852392 B2 2016.2.3

10

20

30

40

50

【００７８】
　スマートフォン１は、編集アイコン６９へのタップが検出された場合、コンタクトウィ
ジェット６０に表示されている人物に関する情報を管理するための処理を実行する。つま
り、スマートフォン１は、人物に関する情報を管理するための処理として、アドレス帳ア
プリケーション９Ｄを実行する。人物に関する情報を管理するための処理については、後
で詳しく説明する。
【００７９】
　このように、コンタクトウィジェット６０は、選択された人物と対応付けてアドレス帳
データ９Ｘに登録されている通信サービスに対応するアイコン６６を含む。このため、利
用者は、コンタクトウィジェット６０を見ることにより、選択された人物がどの通信サー
ビスを利用しているかを容易に把握することができる。
【００８０】
　次に、図９から図１１を参照しながら、アドレス帳アプリケーション９Ｄが提供する機
能について説明する。アドレス帳アプリケーション９Ｄが提供する機能としては、個別情
報として、人物に関する情報を管理するための画面を表示させる機能を提供している。人
物に関する情報を管理するための画面としては、例えば、人物リスト画面と、登録画面と
がある。人物リスト画面は、アドレス帳データ９Ｘに登録された人物のリストを表示する
。登録画面は、アドレス帳データ９Ｘに登録された個別情報である所定の人物に関する情
報を表示する。また、アドレス帳アプリケーション９Ｄが提供する機能としては、登録画
面上において、所定の人物に関する情報の登録、編集、削除、及び表示する機能がある。
【００８１】
　アドレス帳アプリケーション９Ｄは、利用者がタッチスクリーン２Ｂに対して、アドレ
ス帳アプリケーション９Ｄを起動する所定のジェスチャを行うことで実行される。利用者
は、例えば、所定のジェスチャとして、ホーム画面４０に表示されているコンタクトウィ
ジェット６０の編集アイコン６９をタップすることで、アドレス帳アプリケーション９Ｄ
をコンタクトウィジェット６０から起動することができる。つまり、スマートフォン１は
、コンタクトウィジェット６０の編集アイコン６９のタップを検出すると、アドレス帳ア
プリケーション９Ｄを実行する。
【００８２】
　アドレス帳アプリケーション９Ｄを起動する所定のジェスチャは、上記に限定されない
。利用者は、例えば、タッチスクリーンディスプレイ２にアドレス帳アプリケーション９
Ｄに対応付けられたアイコン５０を表示させるジェスチャを行う。この後、利用者は、ア
ドレス帳アプリケーション９Ｄに対応付けられたアイコン５０をタップすることで、アド
レス帳アプリケーション９Ｄを起動してもよい。スマートフォン１は、所定のジェスチャ
として、アドレス帳アプリケーション９Ｄに対応付けられたアイコン５０のタップを検出
すると、アドレス帳アプリケーション９Ｄを実行してもよい。
【００８３】
　以下では、利用者がコンタクトウィジェット６０の編集アイコン６９をタップしてアド
レス帳アプリケーション９Ｄを起動する場合について説明する。図９に示すステップＳ１
１では、利用者は、ホーム画面４０に表示されているコンタクトウィジェット６０の編集
アイコン６９をタップしている。スマートフォン１は、コンタクトウィジェット６０の編
集アイコン６９におけるタップを検出すると、アドレス帳アプリケーション９Ｄを実行す
る。スマートフォン１は、図９のステップＳ１２に示すように、アドレス帳アプリケーシ
ョン９Ｄが実行されると、ディスプレイ２Ａに人物リスト画面８０を表示する。人物リス
ト画面８０は、アドレス帳データ９Ｘに登録された人物のリストを表示する。
【００８４】
　人物リスト画面８０は、例えば、アドレス帳データ９Ｘに登録された人物の名前が、Ａ
ＢＣ順又はあいうえお順に並べられた状態で、人物のリストを表示する。また、人物リス
ト画面８０は、例えば、グループデータ９Ｙのグループに対応付けて、アドレス帳データ
９Ｘに登録された人物のリストを表示する。
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【００８５】
　図９のステップＳ１２は、人物リスト画面８０の一例を示している。利用者は、コンタ
クトウィジェット６０の編集アイコン６９をタップすることで、コンタクトウィジェット
６０のメンバリスト領域６１に表示された人物を編集できる。このため、スマートフォン
１は、コンタクトウィジェット６０の編集アイコン６９のタップを検出すると、コンタク
トウィジェット６０のメンバリスト領域６１の人物のリストを、人物リスト画面８０に表
示する。
【００８６】
　人物リスト画面８０は、ヘッダ８１と、人物リスト領域８２と、フッタ８３とを有する
。ヘッダ８１は、人物リスト画面８０の名称と、追加ボタン８１ａと、新規ボタン８１ｂ
とを含む。人物リスト画面８０の名称は、例えば、「グループ編集」である。追加ボタン
８１ａは、アドレス帳データ９Ｘに含まれる所定の人物を、新たに所定のグループに追加
するボタンである。新規ボタン８１ｂは、アドレス帳データ９Ｘに新規に人物を登録する
ボタンである。
【００８７】
　スマートフォン１は、追加ボタン８１ａへのタップが検出されると、アドレス帳データ
９Ｘに含まれる所定の人物を選択するための画面をディスプレイ２Ａに表示する。スマー
トフォン１は、その画面で人物が選択されると、選択された人物が人物リスト画面８０に
表示されているグループに含まれるようにグループデータ９Ｙを更新する。ただし、同一
の人物が同一のグループに重複して属することは禁止される。
【００８８】
　スマートフォン１は、新規ボタン８１ｂへのタップが検出されると、新規の人物を登録
するための登録画面をディスプレイ２Ａに表示する。スマートフォン１は、登録画面にお
いて、新規の人物に関する情報が入力されると、新規の人物に関する情報をアドレス帳デ
ータ９Ｘに格納する。
【００８９】
　人物リスト領域８２では、画像領域８２ａと、人物の所定の情報を表示する情報表示領
域８２ｂとがグループに属する人物毎に表示される。画像領域８２ａは、メンバリスト領
域６１の画像領域７２と同様であり、人物と対応付けてアドレス帳データ９Ｘに登録され
ている画像を表示する。情報表示領域８２ｂには、名前８２ｃと、人物と対応付けてアド
レス帳データ９Ｘに登録されている通信サービスを示すアイコン８２ｄと、削除アイコン
８２ｅとが表示される。スマートフォン１は、削除アイコン８２ｅへのタップが検出され
ると、タップされた削除アイコン８２ｅに対応する人物が人物リスト画面８０に表示され
ているグループに含まれないようにグループデータ９Ｙを更新する。また、スマートフォ
ン１は、タップされた削除アイコン８２ｅに対応する人物を人物リスト領域８２から消去
する。
【００９０】
　フッタ８３は、現在表示されているグループの名称と、右フリックが検出された場合に
表示されるグループの名称と、左フリックが検出された場合に表示されるグループの名称
とを表示する。
【００９１】
　スマートフォン１は、人物リスト領域８２で上下方向へのフリック又はスワイプのジェ
スチャが検出されると、検出されたジェスチャの方向に応じて、人物リスト領域８２に表
示される人物のリストをスクロールさせる。スマートフォン１は、所定のジェスチャが検
出された場合に、人物リスト領域８２に表示されるメンバの順序を変更し、順序の変更を
グループデータ９Ｙに反映させてもよい。
【００９２】
　図１０に示すステップＳ２１では、利用者は、人物リスト画面８０の人物リスト領域８
２において、情報表示領域８２ｂをタップしている。スマートフォン１は、情報表示領域
８２ｂへのタップを検出すると、図１０のステップＳ２２に示すように、ディスプレイ２
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Ａに登録画面９０を表示する。登録画面９０は、アドレス帳データ９Ｘに登録された所定
の人物に関する情報を表示する。
【００９３】
　図１０のステップＳ２２は、登録画面９０の一例を示している。利用者は、人物リスト
画面８０の画像領域８２ａ又は情報表示領域８２ｂをタップすることで、所定の人物に関
する情報を登録することができる。スマートフォン１は、画像領域８２ａ又は情報表示領
域８２ｂへのタップを検出することで、所定の人物に関する情報を登録するための登録画
面９０を、ディスプレイ２Ａに表示する。
【００９４】
　登録画面９０は、ヘッダ９１と、プロフィール領域９２と、サービスリスト領域９３と
を有する。ヘッダ９１には、登録画面９０の名称として、例えば、「アドレス情報」が表
示される。
【００９５】
　プロフィール領域９２は、画像領域９２ａと、所定の人物の姓入力項目９２ｂと、所定
の人物の名入力項目９２ｃとを有する。姓入力項目９２ｂは、人物の姓を入力するための
欄である。名入力項目９２ｃは、人物の名を入力するための欄である。
【００９６】
　画像領域９２ａは、メンバリスト領域６１の画像領域７２と同様であり、登録画面９０
に表示された人物と対応付けてアドレス帳データ９Ｘに登録されている画像を表示する。
ステップＳ２２では、人物にブランク画像９Ｗｂが対応付けられているため、画像領域９
２ａにブランク画像９Ｗｂが表示されている。スマートフォン１は、画像領域９２ａに対
するタップを検出すると、画像領域９２ａに表示される画像を選択するための画像選択画
面を、登録画面９０上に表示する。
【００９７】
　サービスリスト領域９３では、サービス選択項目９３ａと、サービスＩＤ入力項目９３
ｂとがサービス毎に表示される。サービス選択項目９３ａは、予め登録された通信サービ
スから人物が利用している通信サービスを選択するための項目である。サービス選択項目
９３ａとしては、例えば、「Ｐｈｏｎｅ　Ｎｕｍｂｅｒ」、「Ｅｍａｉｌ　Ａｄｄｒｅｓ
ｓ」、「Ｆ－ＳＮＳ」、「Ｔ－ＳＮＳ」、「Ｄ－ＳＮＳ」及び「Ｍ－ＳＮＳ」がある。サ
ービスＩＤ入力項目９３ｂは、対応するサービス選択項目９３ａで選択した通信サービス
における人物のアカウントのＩＤを入力するための欄である。つまり、サービスＩＤ入力
項目９３ｂは、サービス選択項目９３ａが「Ｐｈｏｎｅ　Ｎｕｍｂｅｒ」である場合、電
話番号が入力される。また、サービスＩＤ入力項目９３ｂは、サービス選択項目９３ａが
「Ｅｍａｉｌ　Ａｄｄｒｅｓｓ」である場合、電子メールアドレスが入力される。さらに
、サービスＩＤ入力項目９３ｂは、サービス選択項目９３ａが各ＳＮＳである場合、各Ｓ
ＮＳのアカウント情報が入力される。サービスリスト領域９３に表示されるリストに含ま
れるサービスの総数は、利用者の操作に応じて増減される。
【００９８】
　スマートフォン１は、登録画面９０において入力された情報を、所定の人物に関する情
報として、アドレス帳データ９Ｘに格納する。つまり、スマートフォン１は、登録画面９
０に表示された人物と登録画面９０において入力された情報とを対応付けたアドレス帳デ
ータ９Ｘに変更して、ストレージ９に保存する。
【００９９】
　スマートフォン１は、人物リスト画面８０において、画像領域８２ａ又は情報表示領域
８２ｂへのタップを検出することで、ディスプレイ２Ａに登録画面９０を表示したが、新
規ボタン８１ｂへのタップを検出することで、ディスプレイ２Ａに登録画面９０を表示し
てもよい。この場合、登録画面９０は、新規の人物に関する情報を登録するための画面と
なる。つまり、登録画面９０は、各入力項目が全て空白となっており、画像領域９２ａが
ブランク画像９Ｗｂとなっている。
【０１００】
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　図１１に示すステップＳ３１では、スマートフォン１は、画像領域９２ａにブランク画
像９Ｗｂが表示された登録画面９０を表示している。利用者が、登録画面９０の画像領域
９２ａをタップしている。スマートフォン１は、画像領域９２ａにおけるタップを検出す
ると、ステップＳ３２に示すように、登録画面９０上に画像選択画面１００を表示する。
【０１０１】
　図１１のステップＳ３２は、画像選択画面１００の一例を示している。画像選択画面１
００は、人物に対応付けられる画像を選択する画面である。画像選択画面１００は、ヘッ
ダ１０１と、複数の選択肢１０２とを含む。ヘッダ１０１には、例えば、画像選択画面１
００の名称として、「画像選択」が表示される。
【０１０２】
　複数の選択肢１０２は、登録画面９０に表示されている人物に対応付けられる画像を取
得するための機能を有する。複数の選択肢１０２は、例えば、「カメラ」の選択肢１０２
ａ、「データフォルダ」の選択肢１０２ｂ、「Ｆ－ＳＮＳ」の選択肢１０２ｃ、「Ｔ－Ｓ
ＮＳ」の選択肢、「Ｄ－ＳＮＳ」の選択肢、「Ｍ－ＳＮＳ」の選択肢１０２ｄ、及び「プ
リセット」の選択肢１０２ｅを含む。複数の選択肢１０２のうち、「カメラ」の選択肢１
０２ａ、「データフォルダ」の選択肢１０２ｂ及び「プリセット」の選択肢１０２ｅは、
画像選択画面１００に常に表示される選択肢１０２である。複数の選択肢１０２のうち、
各ＳＮＳの選択肢１０２は、登録画面９０に表示されている人物のアドレス帳データ９Ｘ
に各ＳＮＳのアカウント情報が含まれている場合に表示される選択肢１０２である。本実
施の形態では、画像選択画面１００に、「Ｆ－ＳＮＳ」の選択肢１０２ｃおよび「Ｍ－Ｓ
ＮＳ」の選択肢１０２ｄが表示されている。スマートフォン１は、画像選択画面１００を
表示する場合、アドレス帳データ９Ｘから人物に対応付けられた各ＳＮＳのアカウント情
報を取得する。そして、スマートフォン１は、選択肢として、「カメラ」の選択肢１０２
ａ、「データフォルダ」の選択肢１０２ｂ及び「プリセット」の選択肢１０２ｅを表示す
る。また、スマートフォン１は、取得した人物に対応付けられた各ＳＮＳのアカウント情
報から、人物に対応付けられた各ＳＮＳの選択肢１０２を表示する。
【０１０３】
　利用者は、画像選択画面１００の表示中において、「カメラ」の選択肢１０２ａをタッ
プする。スマートフォン１は、「カメラ」の選択肢１０２ａへのタップを検出すると、カ
メラアプリケーション９Ｆを実行する。スマートフォン１は、カメラアプリケーション９
Ｆが実行されると、インカメラ１２又はアウトカメラ１３を用いた対象物の撮影を実行で
きる。利用者は、タッチスクリーン２Ｂに対して、対象物を撮影するジェスチャを行う。
スマートフォン１は、対象物を撮影するジェスチャを検出すると、インカメラ１２又はア
ウトカメラ１３によって撮影した画像を画像データ９Ｗとして取得する。利用者は、タッ
チスクリーン２Ｂに対して、取得した画像データ９Ｗを保存するジェスチャを行う。スマ
ートフォン１は、取得した画像データ９Ｗを保存するジェスチャを検出すると、撮影した
画像を画像データ９Ｗとしてストレージ９に保存する。そして、スマートフォン１は、撮
像した画像を、人物のプロフィール画像９Ｗａとして登録する。つまり、スマートフォン
１は、撮像した画像と人物とを対応付けたアドレス帳データ９Ｘに変更する。
【０１０４】
　利用者は、画像選択画面１００の表示中において、「データフォルダ」の選択肢１０２
ｂをタップする。スマートフォン１は、「データフォルダ」の選択肢１０２ｂへのタップ
を検出すると、ストレージ９に保存された画像データを展開して、ディスプレイ２Ａに画
像を表示する。利用者は、表示された画像の中から、所定の画像を選択するジェスチャを
行う。スマートフォン１は、所定の画像を選択するジェスチャを検出すると、選択した画
像を、人物のプロフィール画像９Ｗａとして登録する。つまり、スマートフォン１は、選
択した画像と人物とを対応付けたアドレス帳データ９Ｘに変更する。
【０１０５】
　利用者は、画像選択画面１００の表示中において、各ＳＮＳの選択肢１０２をタップす
る。スマートフォン１は、各ＳＮＳの選択肢１０２へのタップを検出すると、各ＳＮＳの
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通信サービスに通信接続し、アドレス帳データ９Ｘに登録されたアカウント情報から、ア
カウント情報に対応付けられた画像を取得する。そして、スマートフォン１は、取得した
画像を、人物のプロフィール画像９Ｗａとして登録する。つまり、スマートフォン１は、
取得した画像と人物とを対応付けたアドレス帳データ９Ｘに変更する。スマートフォン１
は、アカウント情報に対応付けられた画像を取得できない場合、画像選択画面１００を再
表示する。
【０１０６】
　利用者は、画像選択画面１００の表示中において、「プリセット」の選択肢１０２ｅを
タップする。スマートフォン１は、「プリセット」の選択肢１０２ｅへのタップを検出す
ると、人物に登録されているプロフィール画像９Ｗａを削除する。つまり、スマートフォ
ン１は、「プリセット」の選択肢１０２ｅのタップを検出すると、人物に対応付けたプロ
フィール画像９Ｗａを、ブランク画像９Ｗｂに変更する。つまり、スマートフォン１は、
ブランク画像９Ｗｂと人物とを対応付けたアドレス帳データ９Ｘに変更する。
【０１０７】
　図１１に示すステップＳ３３では、利用者が、画像選択画面１００の表示中において、
「Ｆ－ＳＮＳ」の選択肢１０２ｃをタップしている。スマートフォン１は、「Ｆ－ＳＮＳ
」の選択肢１０２ｃのタップを検出すると、「Ｆ－ＳＮＳ」の通信サービスに通信接続し
、アドレス帳データ９Ｘに登録されたアカウント情報から、アカウント情報に対応付けら
れた画像を取得する。そして、スマートフォン１は、取得した画像を、人物のプロフィー
ル画像９Ｗａとして登録する。
【０１０８】
　スマートフォン１は、アドレス帳データ９Ｘの画像の項目を変更すると、画像選択画面
１００の表示を終了する。そして、スマートフォン１は、変更後のアドレス帳データ９Ｘ
に基づいて、ディスプレイ２Ａに登録画面９０を表示する。これにより、図１１に示すス
テップＳ３４では、スマートフォン１は、登録画面９０において、画像領域９２ａに人物
のプロフィール画像９Ｗａを表示している。
【０１０９】
　また、スマートフォン１は、アドレス帳データ９Ｘの画像の項目が変更されると、コン
タクトウィジェット６０において、メンバリスト領域６１の画像領域７２に表示される画
像、詳細情報領域６２の画像領域６３に表示される画像、及び人物リスト領域８２の画像
領域８２ａに表示される画像を変更する。
【０１１０】
　以上のように、スマートフォン１は、画像選択画面１００の表示中において、各ＳＮＳ
の選択肢１０２のタップを検出すると、各ＳＮＳの通信サービスに通信接続し、アドレス
帳データ９Ｘに登録されたアカウント情報から、アカウント情報に対応付けられた画像を
取得する。これにより、利用者は、各ＳＮＳの選択肢１０２をタップすることで、人物の
プロフィール画像９Ｗａを自動で登録することができる。この結果、利用者は、プロフィ
ール画像９Ｗａが登録されていない人物に対して、プロフィール画像９Ｗａを簡単に登録
できる。
【０１１１】
　スマートフォン１は、登録画面９０の表示中において、画像領域９２ａへのタップを検
出すると、画像選択画面１００を表示する。これにより、利用者は、画像選択画面１００
に表示された選択肢１０２をタップすることで、人物のプロフィール画像９Ｗａを簡単に
登録することができる。つまり、利用者は、プロフィール画像９Ｗａが登録されていない
人物に対して、プロフィール画像９Ｗａを簡単に登録できる。この結果、スマートフォン
１は、人物のプロフィール画像９Ｗａが登録されれば、コンタクトウィジェット６０にお
いて、メンバリスト領域６１の画像領域７２及び詳細情報領域６２の画像領域６３に、人
物のプロフィール画像９Ｗａを表示できる。このため、利用者は、コンタクトウィジェッ
ト６０に表示されたプロフィール画像９Ｗａを視認することで、人物の特定も行い易くな
るため、コンタクトウィジェット６０の操作性も高めることが可能となる。
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【０１１２】
　スマートフォン１は、人物のプロフィール画像９Ｗａが登録されている場合、メンバリ
スト領域６１の画像領域７２、詳細情報領域６２の画像領域６３、人物リスト画面８０の
画像領域８２ａ、及び登録画面９０の画像領域９２ａに、プロフィール画像９Ｗａを表示
することができる。また、スマートフォン１は、人物のプロフィール画像９Ｗａが登録さ
れていない場合、メンバリスト領域６１の画像領域７２、詳細情報領域６２の画像領域６
３、人物リスト画面８０の画像領域８２ａ、及び登録画面９０の画像領域９２ａに、ブラ
ンク画像９Ｗｂを表示することができる。これにより、利用者は、人物にプロフィール画
像９Ｗａが登録されているか否かを容易に判断することができる。この結果、スマートフ
ォン１は、利用者に、人物のプロフィール画像９Ｗａの登録を促すことができる。
【０１１３】
　ここで、本実施の形態では、利用者は、コンタクトウィジェット６０の編集アイコン６
９をタップすることで、アドレス帳アプリケーション９Ｄを起動したが、これに限定され
ない。利用者は、アドレス帳アプリケーション９Ｄに対応付けられたアイコン５０をタッ
プすることで、アドレス帳アプリケーション９Ｄを起動してもよい。
【０１１４】
　また、スマートフォン１は、所定の領域に対するタップを検出することで、アドレス帳
アプリケーション９Ｄを実行したが、タップ以外のジェスチャを検出して、アドレス帳ア
プリケーション９Ｄを実行してもよい。
【０１１５】
　また、スマートフォン１は、画像選択画面１００の各ＳＮＳの選択肢１０２のタップを
検出することで、各ＳＮＳの通信サービスを介して画像を取得したが、取得した画像が複
数ある場合、取得した画像を選択する画面を表示してもよい。つまり、利用者は、取得し
た画像を選択する画面において、所定の画像を選択することにより、選択した画像を人物
のプロフィール画像９Ｗａとして登録してもよい。
【０１１６】
　また、スマートフォン１は、画像選択画面１００の表示中に、各ＳＮＳの通信サービス
を介して画像を取得できない場合、画像選択画面１００を再表示したが、画像選択画面１
００を再表示する前に、取得した画像がない旨を報知する画面を表示してもよい。
【０１１７】
　また、スマートフォン１は、タッチスクリーンディスプレイ２に対して行われるジェス
チャ以外の操作を検出して処理を行ってもよい。例えば、スマートフォン１は、ボタン３
を介して検出される操作、加速度センサ１５等を介して検出されるスマートフォン１を振
る操作又は音声による操作を検出して処理を行ってもよい。ここで、音声による操作は、
例えば、マイク８から送信される音声信号に対してコントローラ１０が音声認識処理を実
行することによって実現されてもよい。また、音声による操作は、マイク８から送信され
る音声信号を通信ユニット６を介して他の装置へ送信し、他の装置に行わせた音声認識処
理の結果に基づいて実現されてもよい。
【０１１８】
　図１２を参照しながら、制御プログラム９Ａが提供する機能に基づく制御の処理手順の
例について説明する。図１２は、登録画面９０を表示している間に実行される制御の処理
手順を示している。図１２に示す処理手順は、コントローラ１０が、制御プログラム９Ａ
及びアドレス帳アプリケーション９Ｄを実行することによって実現される。図１２に示す
処理手順は、登録画面９０が表示されている間、繰り返し実行される。コントローラ１０
は、図１２に示す処理手順と並行して、登録画面９０に関する制御のための他の処理手順
を実行することがある。
【０１１９】
　コントローラ１０は、ステップＳ１００として、利用者による所定のジェスチャを検出
すると、登録画面９０を表示する。利用者による所定のジェスチャは、アドレス帳アプリ
ケーション９Ｄを実行し、人物リスト画面８０の画像領域８２ａ又は情報表示領域８２ｂ
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をタップするジェスチャである。コントローラ１０は、登録画面９０を表示すると、ステ
ップＳ１０２として、登録画面９０の表示中において、タッチスクリーン２Ｂの検出結果
を取得し、取得した検出結果に基づいて、ジェスチャが検出されたかを判定する。コント
ローラ１０は、ステップＳ１０２でジェスチャが検出されてない（ステップＳ１０２：Ｎ
ｏ）と判定した場合、ステップＳ１０２に進む。つまり、コントローラ１０は、タッチス
クリーン２Ｂでジェスチャが検出されるまで、ステップＳ１０２の処理を繰り返す。
【０１２０】
　コントローラ１０は、ステップＳ１０２でジェスチャが検出された（ステップＳ１０２
：Ｙｅｓ）と判定した場合、ステップＳ１０４として、画像領域９２ａへのタップである
かを判定する。つまり、コントローラ１０は、ステップＳ１０２で検出されたジェスチャ
が画像領域９２ａへのタップである（ステップＳ１０４：Ｙｅｓ）と判定した場合、ステ
ップＳ１０６として、画像選択画面１００を表示する。コントローラ１０は、ステップＳ
１０４で画像領域９２ａへのタップではない（ステップＳ１０４：Ｎｏ）と判定した場合
、ステップＳ１２２として、検出したジェスチャの処理を実行し、本処理を終了する。こ
こで、検出したジェスチャの処理としては、登録画面９０における姓入力項目９２ｂ又は
名入力項目９２ｃへの入力処理等、コントローラ１０が登録画面９０を表示している際に
実行する種々の処理が含まれる。
【０１２１】
　コントローラ１０は、画像選択画面１００を表示すると、ステップＳ１０８として、画
像選択画面１００の表示中において、タッチスクリーン２Ｂの検出結果を取得し、取得し
た検出結果に基づいて、ジェスチャが検出されたかを判定する。コントローラ１０は、ス
テップＳ１０８でジェスチャが検出されてない（ステップＳ１０８：Ｎｏ）と判定した場
合、ステップＳ１０８に進む。つまり、コントローラ１０は、タッチスクリーン２Ｂでジ
ェスチャが検出されるまで、ステップＳ１０８の処理を繰り返す。
【０１２２】
　コントローラ１０は、ステップＳ１０８でジェスチャが検出された（ステップＳ１０８
：Ｙｅｓ）と判定した場合、ステップＳ１１０として、選択肢１０２へのタップであるか
を判定する。つまり、コントローラ１０は、ステップＳ１０８で検出されたジェスチャが
選択肢１０２へのタップである（ステップＳ１１０：Ｙｅｓ）と判定した場合、ステップ
Ｓ１１２として、選択肢１０２に対応する画像の取得を実行する。つまり、コントローラ
１０は、「カメラ」の選択肢１０２ａへのタップを検出した場合、撮影された画像を、人
物のプロフィール画像９Ｗａとして取得する。コントローラ１０は、「データフォルダ」
の選択肢１０２ｂへのタップを検出した場合、画像データ９Ｗに含まれる画像を、人物の
プロフィール画像９Ｗａとして取得する。コントローラ１０は、各ＳＮＳの選択肢１０２
へのタップを検出した場合、各ＳＮＳの通信サービスを介して取得される画像を、人物の
プロフィール画像９Ｗａとして取得する。コントローラ１０は、「プリセット」の選択肢
１０２ｅへのタップを検出した場合、ブランク画像９Ｗｂを取得する。コントローラ１０
は、ステップＳ１１０で選択肢１０２へのタップではない（ステップＳ１１０：Ｎｏ）と
判定した場合、ステップＳ１２２として、検出したジェスチャの処理を実行し、本処理を
終了する。ここで、検出したジェスチャの処理としては、画像選択画面１００の表示を終
了する処理等、コントローラ１０が画像選択画面１００を表示している際に実行する種々
の処理が含まれる。
【０１２３】
　コントローラ１０は、画像の取得を実行すると、ステップＳ１１４として、画像の取得
を実行した結果、取得可能な画像があるか否かを判定する。コントローラ１０は、ステッ
プＳ１１４で取得可能な画像がある（ステップＳ１１４：Ｙｅｓ）と判定した場合、ステ
ップＳ１１６として、画像を取得する。コントローラ１０は、ステップＳ１１４で取得可
能な画像がない（ステップＳ１１４：Ｎｏ）と判定した場合、ステップＳ１０６に進み、
画像選択画面１００を再表示する。
【０１２４】
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　コントローラ１０は、画像を取得すると、ステップＳ１１８として、登録画面９０に表
示されている人物のプロフィール画像９Ｗａとして、取得した画像を登録する。つまり、
コントローラ１０は、登録画面９０に表示されている人物と、取得した画像とを対応付け
たアドレス帳データ９Ｘに変更する。コントローラ１０は、アドレス帳データ９Ｘを変更
すると、ステップＳ１２０として、画像選択画面１００の表示を終了し、本処理を終了す
る。
【０１２５】
　本発明を完全かつ明瞭に開示するために特徴的な実施例に関し記載してきた。しかし、
添付の請求項は、上記実施例に限定されるべきものでなく、本明細書に示した基礎的事項
の範囲内で当該技術分野の当業者が創作しうるすべての変形例及び代替可能な構成を具現
化するように構成されるべきである。
【０１２６】
　例えば、図５に示した各プログラムは、複数のモジュールに分割されていてもよいし、
他のプログラムと結合されていてもよい。
【０１２７】
　また、上記の実施形態では、タッチスクリーンディスプレイを備える装置の一例として
、スマートフォンについて説明したが、添付の請求項に係る装置は、スマートフォンに限
定されない。例えば、添付の請求項に係る装置は、モバイルフォン、携帯型パソコン、デ
ジタルカメラ、メディアプレイヤ、電子書籍リーダ、ナビゲータ、又はゲーム機等の携帯
電子機器であってもよい。また、添付の請求項に係る装置は、デスクトップパソコン、テ
レビ受像器等の据え置き型の電子機器であってもよい。
【符号の説明】
【０１２８】
　１　　スマートフォン
　２　　タッチスクリーンディスプレイ
　２Ａ　ディスプレイ
　２Ｂ　タッチスクリーン
　３　　ボタン
　４　　照度センサ
　５　　近接センサ
　６　　通信ユニット
　７　　レシーバ
　８　　マイク
　９　　ストレージ
　９Ａ　制御プログラム
　９Ｂ　メールアプリケーション
　９Ｃ　ブラウザアプリケーション
　９Ｚ　設定データ
１０　　コントローラ
１２、１３　カメラ
１４　　コネクタ
１５　　加速度センサ 
１６　　方位センサ
１７　　ジャイロスコープ
２０　　ハウジング
４０　　ホーム画面
５０　　アイコン
５１　　インジケータ
６０　　コンタクトウィジェット
６１　　メンバリスト領域
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６２　　詳細情報領域
６８　　更新アイコン
６９　　編集アイコン
９Ｗａ　プロフィール画像
９Ｗｂ　ブランク画像
８０　　人物リスト画面
９０　　登録画面
９２ａ　画像領域
１００　画像選択画面
１０２　選択肢

【図１】

【図２】

【図３】
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