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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　動作モードとしてスリープモードが設定可能な情報処理装置であって、
　ユーザから操作を受け付ける受付部と、
　前記受付部が、第１の時間、操作を受け付けない場合、前記情報処理装置の動作モード
を前記スリープモードに設定する設定部と、
　前記情報処理装置の動作モードが前記スリープモードに設定された状態で、前記受付部
が第１の操作を受け付けた場合、通常モードよりも電力消費が低い遷移モードに前記情報
処理装置の動作モードを設定し、前記情報処理装置が実行可能なアプリケーションプログ
ラムのうちの予め選定された少なくとも１個のアプリケーションプログラムと予め対応付
けられた少なくとも１つの指標を、前記遷移モードにおいて表示する表示部と、
　前記遷移モードにおいて前記指標が表示された状態において、当該指標を指定する操作
を前記受付部が受け付けると、当該指定された指標に対応付けられているアプリケーショ
ンプログラムを起動する起動部と、
　を備えることを特徴とする情報処理装置。
【請求項２】
　前記指標が表示されてから、前記受付部が、第２の時間、操作を受け付けない場合、前
記表示部は、前記指標を消去する
　ことを特徴とする請求項１に記載の情報処理装置。
【請求項３】
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　前記受付部が操作を受け付けると、発光する発光部をさらに備え、
　前記発光部は、前記情報処理装置の動作モードが前記スリープモードに設定されている
状態で、前記受付部が操作を受け付けると、前記情報処理装置の動作モードが前記スリー
プモードに設定される前の状態で前記受付部が操作を受け付けたときよりも暗く発光する
　ことを特徴とする請求項１又は２に記載の情報処理装置。
【請求項４】
　前記設定部はロックを設定し、
　前記受付部は、前記ロックが設定されると、前記ロックを解除する操作と第２の操作と
を除いて、操作を受け付けず、
　前記ロックが設定された状態で、前記受付部が第２の操作を受け付けた場合、前記表示
部は、前記ロックを解除する操作が行われるロック解除用画面を表示し、
　前記ロック解除用画面において前記ロックを解除する操作が行われると、前記設定部は
前記ロックを解除し、前記表示部は前記指標を表示する
　ことを特徴とする請求項１乃至３のいずれか１項に記載の情報処理装置。
【請求項５】
　前記受付部は、前記第１の操作を、前記ロックを解除する操作として受け付ける
　ことを特徴とする請求項４に記載の情報処理装置。
【請求項６】
　前記受付部は、アプリケーションプログラムを前記指標に対応付ける操作を受け付ける
　ことを特徴とする請求項１乃至５のいずれか１項に記載の情報処理装置。
【請求項７】
　前記受付部は、アプリケーションプログラムが実現する複数の機能のうちの選定された
一部の機能を前記指標に対応付ける操作を受け付ける
　ことを特徴とする請求項１乃至６のいずれか１項に記載の情報処理装置。
【請求項８】
　前記受付部は、軌跡を描く操作を、前記第１の操作として受け付ける
　ことを特徴とする請求項１乃至７のいずれか１項に記載の情報処理装置。
【請求項９】
　第１の時間、ユーザの操作を受け付けない場合、スリープモードに設定する設定工程と
、
　スリープモードで、第１の操作を受け付けた場合、通常モードよりも電力消費が低い遷
移モードにし、複数のアプリケーションプログラムのうちの予め選定された少なくとも１
個のアプリケーションプログラムと予め対応付けられた少なくとも１つの指標を、前記遷
移モードにおいて表示する表示工程と、
　前記遷移モードにおいて前記指標が表示された状態において、当該指標を指定する操作
を受け付けると、当該指定された指標に対応付けられているアプリケーションプログラム
を起動する起動工程と、
　を備えることを特徴とする処理方法。
【請求項１０】
　コンピュータを、
　ユーザから操作を受け付ける受付部、
　前記受付部が、第１の時間、操作を受け付けない場合、前記コンピュータの動作モード
を、スリープモードに設定する設定部、
　前記コンピュータの動作モードが前記スリープモードに設定された状態で、前記受付部
が第１の操作を受け付けた場合、通常モードよりも電力消費が低い遷移モードに前記コン
ピュータの動作モードを設定し、前記コンピュータが実行可能なアプリケーションプログ
ラムのうちの予め選定された少なくとも１個のアプリケーションプログラムと予め対応付
けられた少なくとも１つの指標を、前記遷移モードにおいて表示する表示部、
　前記遷移モードにおいて前記指標が表示された状態において、当該指標を指定する操作
を前記受付部が受け付けると、当該指定された指標に対応付けられたアプリケーションプ
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ログラムを起動する起動部、
　として機能させることを特徴とするプログラム。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、情報処理装置、処理方法、及び、プログラムに関する。
【背景技術】
【０００２】
　携帯端末のなかには、一定期間操作が行われないと、消費電力の少ないスリープモード
に入るものがある。スリープモードにある携帯端末を使用するためには、スリープモード
を解除し、機能選択用のメニューを表示させ、メニューから、所望の機能（アプリケーシ
ョン）を選択して起動するという操作が必要である。このため、より簡単な操作で、機能
を使用したいという要望がある。
　また、ロックモードを備える携帯端末が特許文献１に記載されている。ユーザは、ロッ
クモードを解除しなければ、携帯端末を使用できない。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００３】
【特許文献１】特表２０１０－５４１０４６号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　仮に、スリープモードとロックモードを共に備える携帯端末を使用する場合には、携帯
端末を使用するために、以下の操作が必要になると予想される。（１）スリープモードを
解除し、ロック解除用画面を表示させる操作、（２）ロック解除用画面においてロックを
解除する操作、（３）アプリケーション選択用のメニューを表示させる操作、（４）メニ
ューから、所望のアプリケーションを選択して起動する操作。しかしながら、上記のよう
な一連の操作を行うことは、ユーザにとっては煩雑である。また、アプリケーションプロ
グラムを実行する度に、上記のような一連の操作を行うと、消費電力が大きくなる。
【０００５】
　本発明は、上記の課題を解決するもので、スリープモードを備え、機能を簡単に使用す
ることが可能な情報処理装置、処理方法、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】
【０００６】
　本発明の第１の観点に係る情報処理装置は、
　動作モードとしてスリープモードが設定可能な情報処理装置であって、
　ユーザから操作を受け付ける受付部と、
　前記受付部が、第１の時間、操作を受け付けない場合、前記情報処理装置の動作モード
を前記スリープモードに設定する設定部と、
　前記情報処理装置の動作モードが前記スリープモードに設定された状態で、前記受付部
が第１の操作を受け付けた場合、通常モードよりも電力消費が低い遷移モードに前記情報
処理装置の動作モードを設定し、前記情報処理装置が実行可能なアプリケーションプログ
ラムのうちの予め選定された少なくとも１個のアプリケーションプログラムと予め対応付
けられた少なくとも１つの指標を、前記遷移モードにおいて表示する表示部と、
　前記遷移モードにおいて前記指標が表示された状態において、当該指標を指定する操作
を前記受付部が受け付けると、当該指定された指標に対応付けられているアプリケーショ
ンプログラムを起動する起動部と、
　を備えることを特徴とする。
【０００７】
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　本発明の第２の観点に係る処理方法は、
　第１の時間、ユーザの操作を受け付けない場合、スリープモードに設定する設定工程と
、
　スリープモードで、第１の操作を受け付けた場合、通常モードよりも電力消費が低い遷
移モードにし、複数のアプリケーションプログラムのうちの予め選定された少なくとも１
個のアプリケーションプログラムと予め対応付けられた少なくとも１つの指標を、前記遷
移モードにおいて表示する表示工程と、
　前記遷移モードにおいて前記指標が表示された状態において、当該指標を指定する操作
を受け付けると、当該指定された指標に対応付けられているアプリケーションプログラム
を起動する起動工程と、
　を備えることを特徴とする。
【０００８】
　本発明の第３の観点に係るプログラムは、
　コンピュータを、
　ユーザから操作を受け付ける受付部、
　前記受付部が、第１の時間、操作を受け付けない場合、前記コンピュータの動作モード
を、スリープモードに設定する設定部、
　前記コンピュータの動作モードが前記スリープモードに設定された状態で、前記受付部
が第１の操作を受け付けた場合、通常モードよりも電力消費が低い遷移モードに前記コン
ピュータの動作モードを設定し、前記コンピュータが実行可能なアプリケーションプログ
ラムのうちの予め選定された少なくとも１個のアプリケーションプログラムと予め対応付
けられた少なくとも１つの指標を、前記遷移モードにおいて表示する表示部、
　前記遷移モードにおいて前記指標が表示された状態において、当該指標を指定する操作
を前記受付部が受け付けると、当該指定された指標に対応付けられたアプリケーションプ
ログラムを起動する起動部、
　として機能させることを特徴とする。
【発明の効果】
【０００９】
　本発明によれば、スリープモードにおいて簡易に機能を使用することが可能な情報処理
装置、処理方法、及び、プログラムを提供することができる。
【図面の簡単な説明】
【００１０】
【図１】本願発明の実施形態に係る携帯型通信装置のハードウエア構成を示す図である。
【図２】実施形態に係る携帯型通信装置の外観を示す図である。
【図３】実施形態に係る携帯型通信装置の機能構成を示す図である。
【図４】実施形態に係る携帯型通信装置のスリープモード時の画面の状態を説明するため
の図である。
【図５】実施形態に係る携帯型通信装置の簡単メニューの表示例を示す図である。
【図６】実施形態に係る携帯型通信装置の簡単メニューの他の表示例を示す図である。
【図７】実施形態に係る携帯型通信装置のロック解除用画面の表示例を示す図である。
【図８】実施形態に係る携帯型通信装置が行う処理を説明するためのフローチャートであ
る。
【図９】実施形態に係る携帯型通信装置のモード遷移の一例を示す図である。
【図１０】管理テーブルの一例を示す図である。
【図１１Ａ】（ａ）～（ｃ）は、実施形態に係る携帯型通信装置の操作例を示す図である
。
【図１１Ｂ】（ａ）～（ｅ）は、実施形態に係る携帯型通信装置の操作例を示す図である
。
【発明を実施するための形態】
【００１１】
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　以下、本発明の実施の形態に係る情報処理装置と処理方法を、携帯型通信装置を例に説
明する。
【００１２】
（１．携帯型通信装置のハードウエア構成）
　まず、本実施形態に係る携帯型型通信装置１のハードウエア構成について説明する。携
帯型通信装置１は、図１に示すように、ＣＰＵ（Central Processing Unit）１０と、不
揮発性記憶部１１と、ＲＡＭ（Random Access Memory）１２、無線通信部１３と、画像処
理部１４と、音声処理部１５と、ディスプレイ１６と、操作部１７と、タッチパネル１８
と、カメラ１９と、スピーカ２０と、マイク２１と、イルミネーション部２２と、クロッ
ク供給部２３と、電源供給部２４と、を備える。
【００１３】
　ＣＰＵ１０は、不揮発性記憶部１１、ＲＡＭ１２に記憶されたアプリケーションプログ
ラムを実行することにより、電話通話機能を含む種々の機能を実現する。また、ＣＰＵ１
０は、携帯型通信装置１の動作モードを、通常モード、スリープモード、遷移モード等に
設定する動作を行う。また、ＣＰＵ１０は、計時を行うタイマ１０Ｔを備える。
【００１４】
　不揮発性記憶部１１は、ＲＯＭ（Read Only Memory）と書き換え可能な不揮発性メモリ
とを備える。ＲＯＭは、携帯型通信装置１全体の制御に必要なオペレーティングシステム
や各種の固定データを記憶する。また、書き換え可能な不揮発性メモリは、フラッシュメ
モリ等から構成され、アプリケーションプログラム、例えば、ユーザがダウンロードした
アプリケーションプログラム等を記憶する。
【００１５】
　ＲＡＭ１２は、データやプログラムを一時的に記憶するためのもので、ＣＰＵ１０が各
種処理を実行する際のワークエリアとして機能する。
【００１６】
　無線通信部１３は、基地局との間で、無線通信を行うユニットであり、図示せぬアンテ
ナ（内蔵アンテナ等）を介してデータを送受信する。なお、無線通信部１３は、無線ＬＡ
Ｎ通信機能を有してもよい。この場合、無線通信部１３は、アクセスポイントとの間で、
無線ＬＡＮ通信を行う。また、無線通信部１３には、固有のＭＡＣ（Media Access Contr
ol）アドレスが付与されている。
【００１７】
　画像処理部１４は、不揮発性記憶部１１から読み出されたデータ、カメラ１９により撮
影された画像のデータ、又は、ＣＰＵ１０が処理したデータを加工し、ＲＡＭ１２に格納
する。
【００１８】
　音声処理部１５は、不揮発性記憶部１１から読み出した音声データをアナログ音声信号
に変換し、このアナログ音声信号を増幅して、スピーカ２０や、携帯型通信装置１に接続
されるヘッドフォンから出力させる。また、音声処理部１５は、マイク２１に入力された
音声を、デジタル音声信号に変換し、ＲＡＭ１２に格納する。
【００１９】
　ディスプレイ１６は、ＬＣＤ(Liquid Crystal Display）１６１、バックライト１６２
、ディスプレイコントローラ、等を備え、ＣＰＵ１０の制御に従って、画像を表示する。
ディスプレイ１６は、図２に例示するように、筐体の一主面に配置され、種々の画像を表
示する。
【００２０】
　図１に示す操作部１７は、携帯型通信装置１の筐体に配置されたボタン等から構成され
、ユーザの操作に従って、指示入力を受け付ける。操作部１７は、図２に例示するように
、複数の操作キー１７ａ、１７ｂ、１７ｃ、ディスプレイ１６に表示されるソフトウェア
キーボード３１を含む。また、操作部１７は図示しない電源ボタンも含む。
【００２１】
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　図１に示すタッチパネル１８は、ディスプレイ１６の前面に重畳して配置され、ユーザ
の指又はタッチペンの接触による入力を受け付ける。
【００２２】
　カメラ１９は、ユーザの指示に従い空間等を撮影し、撮影した映像を電気信号に変換す
る。カメラ１９は、例えば、ＣＭＯＳ（Complimentary MOS）センサ等から構成される。
【００２３】
　スピーカ２０は、音声処理部１５にて増幅された音声信号に従って、音声を出力する。
スピーカ２０は、図２に例示するように、筐体の上方に配置されている。
【００２４】
　図１に示すマイク２１は、ユーザの声等のアナログ音声信号を受け付け、受け付けたア
ナログ音声信号は音声処理部１５で処理される。マイク２１は、図２に例示するように、
筐体の下方に配置されている。
【００２５】
　図１に示すイルミネーション部２２は、例えば、１色又は複数色の光を発光する１又は
複数のＬＥＤ（Light Emitting Diode）から構成される。イルミネーション部２２は、携
帯型通信装置１において通話や種々の操作が行われている間、任意の色で発光する。ＬＥ
Ｄの配置位置及び数は任意である。図２では、操作キー１７ｂに配置されている。
【００２６】
　クロック供給部２３は、発振回路を備え、各構成要素に対して、動作クロック信号を供
給する。クロック供給部２３は、ＣＰＵ１０の制御に従って、供給する動作クロックの周
波数を切り替える。
【００２７】
　電源供給部２４は、上述のＣＰＵ１０～クロック供給部２３に動作用電力を供給する。
電源供給部２４は、ＣＰＵ１０の制御に従って、電力の供給・停止、電圧等を制御する。
【００２８】
（２．携帯型通信装置１の機能構成）
　上記物理的構成を有する携帯型通信装置１は、機能的には、図３に示すように、受付部
１０１と、設定部１０２と、表示部１０３と、起動部１０４と、発光部１０５と、を備え
る。なお、携帯型通信装置１は、通話機能、カメラ機能等も備えるが、図３では、特徴的
な部分を主に示し、他を図示していない。
【００２９】
　受付部１０１は、ユーザの操作を受け付ける。例えば、図２の状態において、ユーザが
ソフトウェアキーボード３１にタッチすると、受付部１０１は、当該タッチを受け付ける
。また、受付部１０１は、電源ボタン、操作キー１７ａ～１７ｃの押圧を受け付ける。受
付部１０１は、ＣＰＵ１０、操作部１７、及びタッチパネル１８等から構成される。
【００３０】
　設定部１０２は、携帯型通信装置１の動作モードを設定する。携帯型通信装置１は、動
作モードとして、通常モード、スリープモード、遷移モードを少なくとも備える。
【００３１】
　ここで、スリープモードとは、通話時やアプリケーションプログラム等を実行可能な動
作モード（通常モード）よりも電力消費が低い状態であり、省電力モード、バックアップ
モード、休止モード等、表現は任意である。スリープモードにおいては、電源供給部２４
は、不揮発性記憶部１１，画像処理部１４，音声処理部１５，ディスプレイ１６（ＬＣＤ
１６１、バックライト１６２、ディスプレイコントローラ）、カメラ１９、への電力の供
給を停止する。また、電源供給部２４は、ＣＰＵ１０に供給する電力の電圧を通常モード
時の電圧よりも低下する。また、クロック供給部２３は、スリープモードでＣＰＵ１０に
供給する動作クロックの周波数を、通常モードでＣＰＵ１０に供給する動作クロックの周
波数よりも低くする。従って、スリープモードは、一般的には、ディスプレイ１６へ電力
が供給されず、何も画面に表示されない状態であり、アプリケーションプログラムの実行
もできない状態である。
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【００３２】
　また、遷移モードは、スリープモードのうち省電力の程度の低いモードである。遷移モ
ードでは、電源供給部２４は、不揮発性記憶部１１、画像処理部１４、音声処理部１５、
ディスプレイ１６（ＬＣＤ１６１、バックライト１６２、ディスプレイコントローラ）、
カメラ１９、への電力の供給を停止した状態を維持する。一方、電源供給部２４は、ディ
スプレイ１６を構成するＬＣＤ１６１とディスプレイコントローラとに通常の動作電力を
供給し、バックライト１６２には、通常より小さい電力を供給する。また、電源供給部２
４は、ＣＰＵ１０に通常モードと同様の電圧を供給する。また、クロック供給部２３は、
遷移モードでは、動作クロックの周波数を通常モードと同一の周波数とする。
【００３３】
　また、設定部１０２は、ロックを設定することができる。設定部１０２がロックを設定
すると、受付部１０１は、後述する第１の操作と第２の操作を除いて、操作を受け付けな
い。
【００３４】
　設定部１０２は、ＣＰＵ１０とクロック供給部２３と電源供給部２４との協働により実
現される。
【００３５】
　表示部１０３は、様々な画像を表示する。
【００３６】
　通常モードでは、表示部１０３は、図２に例示するように、操作と処理とに応じた画面
を表示する。また、表示部１０３は、通常モードにおいて、図１１Ｂ（ｄ）に示すように
複数の指標４５を含む通常メニューを表示する。
【００３７】
　ここで、指標とは、携帯型通信装置１が実行可能なアプリケーションプログラム（機能
）と予め対応付けられている指標（アイコン、ボタン等）である。
【００３８】
　一方、スリープモードでは、ＬＣＤ１６１とバックライト１６２への電力の供給が停止
されているので、図４に示すように、画像は表示されない。
【００３９】
　一方、遷移モードでは、表示部１０３は、携帯型通信装置１が実行可能なアプリケーシ
ョンプログラムのうちの予め選定された、少なくとも１個（本実施形態では３つ）のアプ
リケーションプログラム（機能）と、予め対応付けられている指標を少なくとも１つ含む
簡単メニューを画面に表示する。ただし、バックライト１６２が通常モード時よりも暗い
ため、表示画像も通常モード時よりも暗い。
【００４０】
　なお、指標は、携帯型通信装置１において実行可能なアプリケーションプログラムが実
現する複数の機能のうちの選定された一部の機能と予め対応付けられている指標（アイコ
ン、ボタン）でもよい。
【００４１】
　ここで、予め選択された少なくとも１つの機能は、例えば、比較的多用される、音楽再
生録音ソフトの再生機能、メールソフトの新着メール表示機能、又は、時刻表示機能等で
ある。
【００４２】
　遷移モードにおいて表示部１０３が表示する簡単メニューに含まれる指標に対応付けら
れるアプリケーションプログラム又はアプリケーションプログラムの機能を、ユーザが適
宜設定できるようにしてもよい。この際、簡単メニューに含まれる指標に対応付けること
が可能なアプリケーションプログラム又はアプリケーションプログラムの一部の機能を、
操作数が少ないアプリケーションプログラム又はアプリケーションプログラムの機能や、
電力消費が少ないアプリケーションプログラム又はアプリケーションプログラムの機能に
限定してもよい。具体的には、受付部１０１が、簡単メニューに含まれる指標に対応付け
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られるアプリケーションプログラム又はアプリケーションプログラムの機能を指定する操
作を受け付ける。
【００４３】
　図１０に示す管理テーブルは、通常メニュー及び簡単メニューに含まれる指標に対応付
けられているアプリケーションプログラムを管理する。携帯型通信装置１が実行可能なＮ
個のアプリケーションプログラムは、各アプリケーションプログラムを識別するためのア
プリＩＤを割り当てられている。さらに、管理テーブルには、各アプリケーションプログ
ラム又はそのアプリケーションプログラムが実現する機能のうちの一部の機能を示す指標
のＩＤが登録されている。遷移モードにおいて表示される簡単メニューから選択可能なア
プリケーションプログラム又は機能には、管理テーブルの簡単メニューの欄に「○」が表
示される。簡単メニューから選択できないアプリケーションプログラム又は機能の、簡単
メニューの欄には「－」が表示される。
【００４４】
　表示部１０３は、簡単メニュー中の指標を画面に表示する際、指標の背景を、通常モー
ドの画面に比べ暗く表示する。例えば、図５に示すように、表示部１０３は、ディスプレ
イ１６の指標４１、４２、４３の背景の領域を、図２の画面よりも暗く表示する。
【００４５】
　また、表示部１０３は、簡単メニュー中の指標を、通常モードで指標（メニュー）を表
示するときの明るさ（明度、輝度、又は照度）より暗く表示する。
【００４６】
　また、表示部１０３は、簡単メニュー中の指標の背景を表示する明るさを、時間の経過
に従い明るくしてもよい。例えば、図５の指標４１、４２、４３は、図１１Ｂ（ｄ）に示
す通常モードの画面で表示された通常メニュー中の指標４５に比べて暗く表示されている
。表示部１０３は、時間の経過に従い、指標４１、４２、４３を表示する明るさを、時間
の経過に従い明るくし、やがて、指標４１、４２、４３を、図６に示すように通常モード
で表示される通常メニュー中の指標４５と同等の明るさで表示する。
【００４７】
　表示部１０３は、ＣＰＵ１０と、画像処理部１４、ディスプレイ１６、及び電源供給部
２４との協働により実現する。
【００４８】
　ここで、受付部１０１が受け付ける操作と、設定部１０２が設定する動作モードと、表
示部１０３が表示する画面との関係を説明する。
【００４９】
　携帯型通信装置１は、動作状態として、図９に示す、動作モードが通常モードに設定さ
れた状態Ｍ１、スリープモードに設定されかつロックが設定された状態Ｍ２、遷移モード
に設定された状態Ｍ３を少なくとも有する。
【００５０】
　設定部１０２は、受付部１０１が、第１の時間操作を受け付けない場合、動作モードを
通常モードからスリープモードに設定する。なお、第１の時間とは、例えば、３分である
。第１の時間は、ユーザの操作で変更可能である。
【００５１】
　設定部１０２は、携帯型通信装置１の動作モードをスリープモードに設定する際、ロッ
クを設定する。ロックが設定されると、受付部１０１が、第１の操作及び第２の操作を除
いて、操作を受け付けなくなる。
【００５２】
　ここで、第１の操作は、例えば、ユーザが指等で、ディスプレイ１６に対して行うスラ
イド操作又はジェスチャ操作のような、画面に所定の軌跡を示す操作である。なお、ここ
でいう「ジェスチャ操作」とは、指の移動距離や移動速度、移動軌跡、ダブルタップ等、
指やタッチペン等が行う様々な動きであって、予め操作の意味付けが行われているもので
ある。
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【００５３】
　あるいは、第１の操作は、例えば、図４に示すディスプレイ１６のある位置３２を所定
の時間（例えば、３秒）押圧する操作のような、画面の所定の位置で所定の時間行われる
操作でもよい。
【００５４】
　あるいは、第１の操作は、例えば、図４に示すディスプレイ１６のある領域３３に接触
する操作のような、画面の所定の領域に対して行われる操作でもよい。
【００５５】
　なお、第１の操作は、これらいずれかに限定してもよいし、これら全てを第１の操作と
してもよい。
【００５６】
　設定部１０２は、スリープモードかつロックが設定された状態で、受付部１０１が、第
１の操作（例えば、スライド操作）を受け付けた場合、動作モードを遷移モードに設定す
る。
【００５７】
　表示部１０３は、設定部１０２が、動作モードを遷移モードに設定すると、図５に示す
ように、所定のアプリケーションプログラム（又は特定の機能）を示す指標４１、４２、
４３を含む簡単メニューをディスプレイ１６に表示する。
【００５８】
　表示部１０３は、少なくとも１つの指標を含む簡単メニューを表示してから、受付部１
０１が指標を指定する操作を受け付けることなく第２の時間が経過した場合、指標（簡単
メニュー）の表示をやめる。
【００５９】
　例えば、表示部１０３は、指標４１、４２、４３を含む簡単メニューを図５に示すよう
に表示してから、受付部１０１が指標を指定する操作を受け付けることなく第２の時間で
ある１分が経過した場合、指標４１、４２、４３の表示をやめ、ディスプレイ１６は、図
４に示す画面に何も表示されない状態になる。
【００６０】
　一方、第２の操作は、例えば、操作キー１７ａを所定の時間押圧する操作である。
【００６１】
　表示部１０３は、スリープモードかつロックが設定された状態で、受付部１０３が第２
の操作を受け付けた場合、ロックを解除するためのロック解除用画面を表示する。
【００６２】
　例えば、表示部１０３は、スリープモードかつロックが設定された状態で、ユーザが図
１１Ｂ（ａ）に示すように操作キー１７ａを所定の時間（例えば、３秒）押圧した場合、
図７及び図１１Ｂ（ｂ）に示すロック画像４４を含むロック解除用画面を表示する。
【００６３】
　設定部１０２は、表示部１０３がロック解除用画面を表示してから受付部１０１が第１
の操作を受け付けると、ロックを解除し、携帯型通信装置１の動作モードを遷移モードに
設定する。表示部１０３は、設定部１０２がロックを解除し携帯型通信装置１の動作モー
ドを遷移モードに設定すると、アプリケーションプログラムと予め対応付けられている指
標を少なくとも１つ含む簡単メニューを画面に表示する。
【００６４】
　例えば、設定部１０２は、図７で、ユーザがロック画像４４において第１の操作である
指をスライドさせる操作を行うと、ロックを解除し、携帯型通信装置１の動作モードを遷
移モードに設定する。表示部１０３は、設定部１０２によってロックが解除され、携帯型
通信装置１の動作モードが遷移モードに設定されると、図５に示すように指標４１、４２
、４３を含む簡単メニューを表示する。
【００６５】
　ロック解除用画面が表示されてからロックを解除するために行われる第１の操作は、指



(10) JP 6156360 B2 2017.7.5

10

20

30

40

50

標を表示するための第１の操作と同じであればよく、上記の例に限らない。例えば、ディ
スプレイ１６のロック画像４４以外の領域３３におけるジェスチャ操作であってもよい。
【００６６】
　設定部１０２は、遷移モードにおいて、設定部１０１が第３の操作を受け付けると、動
作モードを通常モードに設定する。そして、表示部１０３は、アプリケーションプログラ
ムに対応付けられた指標をメニュー表示する。第３の操作は、例えば、操作キー１７ｃの
押圧である。例えば、図１１Ｂ（ｃ）に示す簡単メニューが表示された状態で、第３の操
作である操作キー１７ｃの押圧が受け付けられると、動作モードが通常モードに設定され
、図１１Ｂ（ｄ）に示す指標４５を含む通常メニューが表示される。
【００６７】
　起動部１０４は、受付部１０１が、指標を指定する操作を受け付けると、指定された指
標に予め対応付けられているアプリケーションプログラムを起動する。
【００６８】
　例えば、図１１Ａ（ｂ）に示すように指標４２を指定する操作として、ユーザの指が指
標４２に接触すると、起動部１０４は、指標４２に予め対応付けられたアプリケーション
プログラム（例えば、電卓ソフト）を起動する。
【００６９】
　図２に示す起動部１０４は、ＣＰＵ１０により実現する。
【００７０】
　発光部１０５は、通常モードで受付部１０１が操作を受け付けると、発光する。発光部
１０５は、遷移モードで受付部１０１が操作を受け付けると、通常モードで操作を受け付
けた場合よりも暗い光を発する。
【００７１】
　例えば、イルミネーション部２２は、通常モードで受付部１０１が操作を受け付けると
、図２に示すように、発光する。イルミネーション部２２は、通常モードからスリープモ
ードに移行すると、図４に示すように、消灯する。イルミネーション部２２は、遷移モー
ドで受付部１０１が操作を受け付けると、図５に示すように、図２の状態よりも暗い光を
発する。
【００７２】
　発光部１０５は、ＣＰＵ１０及びイルミネーション部２２の協働により実現する。イル
ミネーション部２２は、ＣＰＵ１０の制御に従って、発光を制御する。
【００７３】
（３．携帯型通信装置１の動作）
　以下、携帯型通信装置１の動作について図８を用いて説明する。尚、以下の説明におい
ては携帯型通信装置１の特徴的な動作を主として説明する。詳細な説明は省略するものの
、携帯型通信装置１は通常の携帯端末と同様に通話、撮影、音楽再生等種々の機能を実行
可能である。
【００７４】
　携帯型通信装置１は、電源が投入されると、動作モードが通常モードに設定され、図８
のフローチャートに示す処理を開始する。
【００７５】
　設定部１０２は、タイマ１０Ｔにより、受付部１０１が、第１の時間（例えば、３分間
）、操作を受け付けていないかを判別する（ステップＳ１０１）。設定部１０２は、受付
部１０１が、第１の時間、操作を受け付けていないと判別すると（ステップＳ１０１；Ｙ
ｅｓ）、携帯型通信装置１の動作モードをスリープモードに設定し、例えば、電源供給部
２４を制御して、ディスプレイ１６への電力の供給を停止する。さらに、同時にロックを
設定する（ステップＳ１０２）。ロックが設定されると、上述したとおり、第１の操作と
第２の操作を除いて、受付部１０１が受け付けた操作が無効にされる。
　設定部１０２は、受付部１０１が、第１の時間が経過する前に操作を受け付けたと判別
した場合、又は、受付部１０１が操作を受け付けていないものの、最後に受付部１０１が
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操作を受け付けてからまだ第１の時間が経過していないと判別した場合（ステップＳ１０
１；Ｎｏ）、ステップＳ１０１を繰り返す。
【００７６】
　動作モードがスリープモードに設定されロックが設定された状態で、表示部１０３は、
受付部１０１が第１の操作であるスライド操作を受け付けたか否かを判別する（ステップ
Ｓ１０３）。表示部１０３は、受付部１０１が第１の操作を受け付けたと判別すると（ス
テップＳ１０３；Ｙｅｓ）、図１０に示す管理テーブルを参照し、簡易メニューに含める
指標４１，４２，４３を特定し、図５に示すように、これらを表示する（ステップＳ１０
４）。
【００７７】
　次に、発光部１０５は、通常モードにおいて受付部１０１が操作を受け付けた場合の発
光よりも暗く発光する（ステップＳ１０５）。例えば、発光部１０５は、イルミネーショ
ン部２２を構成する１又は複数のＬＥＤを、定格よりも暗く発光させる（ステップＳ１０
５）。図５では、イルミネーション部２２にドットを付すことにより、イルミネーション
部２２が、図２に例示した通常モードで操作を受け付けたときのイルミネーション部２２
よりも暗く発光していることを示している。
【００７８】
　続いて、受付部１０１は、何らかの操作を受け付けたか否かを判別する（ステップＳ１
０６）。受付部１０１が、操作を受け付け、それが指標４１～４３の何れかを指定する操
作であると（ステップＳ１０６；Ｙｅｓ）、設定部１０２は、動作モードを通常モードに
設定し、起動部１０４は指定された指標に予め対応付けられたアプリケーションプログラ
ム又は機能を起動する（ステップＳ１０７）。アプリケーションプログラムの起動後、処
理はステップＳ１０１に戻り、次の入力操作を待機する。
　また、受付部１０１が、受け付けた操作が第３の操作（操作キー１７ｃの操作）である
と判別すると（ステップＳ１０６；Ｙｅｓ）、設定部１０２は動作モードを通常モードに
設定し、起動部１０４は、図１０に示す管理テーブルを参照して多数の指標を含む通常メ
ニューを表示する。その後、処理はステップＳ１０１に戻り、次の入力操作を待機する。
以後は、通常メニューの操作に応じた処理が実行される。
　一方、ステップＳ１０６で、受付部１０１が指標を指定する操作を受け付けていないと
起動部１０４が判別した場合（ステップＳ１０６；Ｎｏ）、設定部１０２は、第２の時間
が経過したか否かを判別する（ステップＳ１０８）。
【００７９】
　設定部１０２が、ステップＳ１０４で指標を表示してから第２の時間が経過したと判別
した場合（ステップＳ１０８；Ｙｅｓ）、処理はステップＳ１０２に戻り、設定部１０２
は、再度、スリープモードを設定し、また、ロックを設定する。従って、例えば、ディス
プレイ１６は、図５の表示状態から図４の非表示状態に変化し、受付部１０１は、第１の
操作と第２の操作を除いて受け付けられた操作を無効にする状態になる。設定部１０２が
、指標を表示してから第２の時間が経過していないと判別した場合（ステップＳ１０８；
Ｎｏ）、処理はＳ１０６に戻る。
【００８０】
　一方、ステップＳ１０３において、表示部１０３は、動作モードがスリープモードに設
定され、かつ、ロックが設定された状態で、受付部１０１が第１の操作を受け付けていな
いと判別すると（ステップＳ１０３；Ｎｏ）、受付部１０１が第２の操作を受け付けたか
否かを判別する（ステップＳ１０９）。
【００８１】
　表示部１０３は、受付部１０１が第２の操作を受け付けたと判別すると（ステップＳ１
０９；Ｙｅｓ）、ロック解除用画面を表示する（ステップＳ１１０）。例えば、表示部１
０３は、受付部１０１が第２の操作である操作キー１７ａを押圧する操作を受け付けたと
判別すると（ステップＳ１０９；Ｙｅｓ）、図７に示すロック画像４４を含むロック解除
用画面を表示する。表示部１０３が、受付部１０１が第２の操作を受け付けていないと判
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別すると（ステップＳ１０９；Ｎｏ）、処理はステップＳ１０３に戻る。
【００８２】
　設定部１０２は、受付部１０１が、ロック解除用画面が表示されてから第１の操作を受
け付けたか否かを判別する（ステップＳ１１１）。設定部１０２が、受付部１０１が第１
の操作を受け付けたと判別すると（ステップＳ１１１；Ｙｅｓ）、設定部１０２はロック
を解除し、表示部１０３はロック解除用画面を非表示にする（ステップＳ１１２）。なお
、ロックの解除にパスワードの入力などを条件としてもよい。
　続いて、処理は、ステップＳ１０４に進み、指標４１、４２、４３を表示する（ステッ
プＳ１０４）。
【００８３】
　なお、ロック解除用画面が表示されてから所定の時間第１の操作を受け付けない場合、
ロック解除用画面を非表示にして、ステップＳ１０３に戻るようにしてもよい。
【００８４】
　次に、以上の動作を具体例に基づいて説明する。
　例えば、図１１Ａ（ａ）に示すように、携帯型通信装置１がスリープ状態にあるとする
。この携帯型通信装置１の画面１６をスライド操作すると、ステップＳ１０３でこれが検
出される（ステップＳ１０３；Ｙｅｓ）。すると、図１１Ａ（ｂ）に示すように、簡単メ
ニュー（指標４１～４３）が表示される（ステップＳ１０４）。指標４１～４３は、徐々
に明るく表示される。また、イルミネーション２２が暗く発光する（ステップＳ１０５）
。
【００８５】
　ここで、図１１Ａ（ｂ）に示すように、ユーザが指標４２を指定（選択）すると、ステ
ップＳ１０６で検出され、図１１Ａ（ｃ）に示すように、対応するアプリケーションプロ
グラム又はその一部の機能が起動される（ステップＳ１０７）。
【００８６】
　また、図１１Ｂ（ａ）に示すように、スリープ状態にある携帯型通信装置１の操作キー
１７ａが操作されたとする。この操作（第２の操作）は、ステップＳ１０９で検出される
（ステップＳ１０９；Ｙｅｓ）。すると、図１１Ｂ（ｂ）に示すように、ロック解除用画
面が表示される（ステップＳ１１０）。ここで、スライド操作（第１の操作）を実行する
と、ステップＳ１１１でＹｅｓと判別され、図１１Ｂ（ｃ）に示すように、ステップＳ１
０４で、簡単メニュー（指標４１～４３）が表示される（ステップＳ１０４）。指標４１
～４３は、徐々に明るく表示される。また、イルミネーション２２が暗く発光する（ステ
ップＳ１０５）。
【００８７】
　ここで、図１１Ｂ（ｃ）に示すように、ユーザが操作キー１７ｃを押したとする。この
操作は、ステップＳ１０６で検出され、動作モードが通常モードに設定され、図１１Ｂ（
ｄ）に示すように、通常メニューが表示される（ステップＳ１０７）。ここで、通常メニ
ュー上のいずれかの指標が指示されると、図１１Ｂ（ｅ）に示すように、対応するアプリ
ケーションプログラム又はその一部の機能が起動される（ステップＳ１０７）。
【００８８】
　以上説明したように、本実施形態によれば、携帯型通信装置１の動作モードがスリープ
モードに設定されている場合、第１の特定の操作を行うことにより、特定のアプリケーシ
ョンプログラム又は特定の機能を起動するための指標（メニュー）が表示される。従って
、スリープモードに携帯型通信装置１を使用して、アプリケーションプログラムを簡易な
操作で実行させることができる。
【００８９】
　また、指標が表示されてから、第２の時間、指標を指定する操作を受け付けない場合、
指標を画面から消去することにより、電力消費を抑制することができる。なお、第２の時
間は、動作モードがスリープモードに設定されるまでの第１の時間よりも短くしてもよい
。第２の時間を第１の時間よりも短く設定することにより、指標が表示されても短い時間
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で非表示に戻ってしまうので、簡易に操作を行うための表示（画面）であることをユーザ
に認識させることができる。
【００９０】
　また、スリープモードで受付部１０１が操作を受け付けたときのイルミネーション部２
２の発光を、通常モードで受付部１０１が操作を受け付けたときの発光よりも抑制するこ
とにより、電力消費を抑制することができる。また、通常モードに比べて暗い光が放たれ
るので、簡易に操作を行うための表示であることをユーザに認識させることができる。
【００９１】
　また、本実施形態によれば、スリープモードで、誤操作を防止するためのロックを設定
することができる。ロックを解除するための操作と、指標を表示させるための操作と、を
同じ操作にすることで、直感的な操作で指標を表示させることができる。
【００９２】
　また、簡単メニューで表示する指標（即ち、アプリケーションプログラム又はその一部
機能）をユーザが適宜選択することができる。さらに、簡単メニューで表示する指標を、
操作数が少ないアプリケーションプログラムや電力消費が少ないアプリケーションプログ
ラム等の指標に限定するようにしてもよい。
【００９３】
　また、指標に、アプリケーションプログラムの所定の機能を対応付けることにより、「
アプリケーションプログラムを選択する操作を行い、所望の機能を選択する操作を行い、
その機能を使用する操作を行う」という通常の操作に比べ、機能の使用までの操作数が少
なくて済むので電力消費を抑制することができる。
【００９４】
　また、所定の軌跡を示す操作、所定の位置で所定の時間行われる操作、あるいは、所定
の領域に対して行われる操作を受け付けた場合に、指標が表示されるので、ユーザが意図
的に操作したときに指標を表示することができる。従って、誤操作により指標が表示され
るのを防ぐことができる。
【００９５】
　また、通常モードの画面に比べ指標の背景を暗く表示することにより、通常の画面では
なく、簡易にアプリケーションプログラムを実行させるための画面であることをユーザに
視覚的に認識させることができる。また、指標と背景とを明確に区別することができる。
【００９６】
　また、指標が表示される明るさを、通常モードにおいてメニュー表示用指標が表示され
る明るさよりも暗く設定することにより、電力消費を抑えることができる。また、簡易に
操作を行うための表示であることをユーザに認識させることができる。さらに、指標を表
示する明るさを徐々に明るくすることにより、ユーザは指標が見難ければ待機すればよく
、ユーザに見易くすることができる。
【００９７】
　上記実施の形態では、情報処理装置の一例として携帯型通信装置１（例えば、スマート
フォン）を例示したが、スリープモードに設定される全ての情報処理装置に本願発明を適
用可能である。
【００９８】
　また、上記実施の形態においては、スリープモードとして、ディスプレイ１６を非表示
とするモードとしたが、これに限定されない。例えば、スリープモードにおいて、ＣＰＵ
１０に供給する動作クロックの周波数を通常モードよりも低下し、ＲＡＭ１２に印加する
電圧を通常モードよりも下げる等してもよい。また、スリープモードで、タッチパネルへ
の電力の供給を停止してもよい。この場合は、第１の操作として、操作部１７への操作が
必要となる。
【００９９】
　携帯型通信装置１は、専用のシステムによらず、通常のコンピュータシステムを用いて
実現することが可能である。例えば、携帯型通信装置１の動作を実行させるためのコンピ
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ュータプログラムを、コンピュータが読み取り可能な記録媒体（フレキシブルディスク、
ＣＤ－ＲＯＭ、ＤＶＤ－ＲＯＭ等）に格納して配布し、上記コンピュータプログラムをコ
ンピュータにインストールすることにより、上記動作を実行する携帯型通信装置１を実現
してもよい。
【０１００】
　また、上記コンピュータプログラムを、インターネット等の通信ネットワーク上のサー
バ装置が有する記憶装置（例えば、ディスク装置）に格納しておき、通常のコンピュータ
システムがダウンロードすることによって携帯型通信装置１を実現してもよい。
【０１０１】
　また、携帯型通信装置１の機能を、オペレーティングシステムとアプリケーションプロ
グラムの協働により実現する場合には、アプリケーションプログラム部分のみを記録媒体
や記憶装置に格納してもよい。
【０１０２】
　なお、上記コンピュータプログラムを搬送波に重畳し、通信ネットワークを介して配信
することも可能である。
【０１０３】
　なお、本発明は、本発明の広義の精神と範囲を逸脱することなく、様々な実施形態及び
変形が可能とされるものである。また、上述した実施形態は、本発明を説明するためのも
のであり、本発明の範囲を限定するものではない。つまり、本発明の範囲は、実施形態で
はなく、特許請求の範囲によって示される。そして、特許請求の範囲内及びそれと同等の
発明の意義の範囲内で施される様々な変形が、本発明の範囲内とみなされる。
【０１０４】
　上記の実施形態の一部又は全部は、以下の付記のようにも記載されうるが、以下には限
られない。
【０１０５】
（付記１）
　動作モードとして、画面に何も表示されないスリープモードが設定可能な情報処理装置
であって、
　ユーザから操作を受け付ける受付部と、
　前記受付部が、第１の時間、操作を受け付けない場合、前記情報処理装置の動作モード
を前記スリープモードに設定する設定部と、
　前記情報処理装置の動作モードが前記スリープモードに設定された状態で、前記受付部
が第１の操作を受け付けた場合、前記情報処理装置が実行可能なアプリケーションプログ
ラムのうちの予め選定された少なくとも１個のアプリケーションプログラムと予め対応付
けられた少なくとも１つの指標を、前記画面に表示する表示部と、
　前記受付部が前記指標を指定する操作を受け付けると、当該指定された指標に対応付け
られているアプリケーションプログラムを起動する起動部と、
　を備えることを特徴とする情報処理装置。
【０１０６】
（付記２）
　前記指標が表示されてから、前記受付部が、第２の時間、操作を受け付けない場合、前
記表示部は、前記指標を前記画面から消去する
　ことを特徴とする付記１に記載の情報処理装置。
【０１０７】
（付記３）
　前記受付部が操作を受け付けると、発光する発光部をさらに備え、
　前記発光部は、前記情報処理装置の動作モードが前記スリープモードに設定されている
状態で、前記受付部が操作を受け付けると、前記情報処理装置の動作モードが前記スリー
プモードに設定される前の状態で前記受付部が操作を受け付けたときよりも暗く発光する
　ことを特徴とする付記１又は２に記載の情報処理装置。
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【０１０８】
（付記４） 
　前記設定部は、前記情報処理装置の動作モードを前記スリープモードに設定する際、ロ
ックをさらに設定し、
　前記受付部は、前記ロックが設定されると、前記ロックを解除する操作と第２の操作と
を除いて、操作を受け付けず、
　前記情報処理装置の動作モードが前記スリープモードに設定され、かつ、前記ロックが
設定された状態で、前記受付部が第２の操作を受け付けた場合、前記表示部は、前記ロッ
クを解除する操作が行われるロック解除用画面を表示し、
　前記ロック解除用画面において前記ロックを解除する操作が行われると、前記設定部は
前記ロックを解除し、前記表示部は前記指標を前記画面に表示する
　ことを特徴とする付記１乃至３のいずれか１つに記載の情報処理装置。
【０１０９】
（付記５）
　前記受付部は、前記第１の操作を、前記ロックを解除する操作として受け付ける
　ことを特徴とする付記４に記載の情報処理装置。
【０１１０】
（付記６）
　前記受付部は、アプリケーションプログラムを前記指標に対応付ける操作を受け付ける
　ことを特徴とする付記１乃至５のいずれか１つに記載の情報処理装置。
【０１１１】
（付記７）
　前記受付部は、アプリケーションプログラムが実現する複数の機能のうちの選定された
一部の機能を前記指標に対応付ける操作を受け付ける
　ことを特徴とする付記１乃至６のいずれか１つに記載の情報処理装置。
【０１１２】
（付記８）
　前記受付部は、前記画面に軌跡を描く操作を、前記第１の操作として受け付ける
　ことを特徴とする付記１乃至７のいずれか１つに記載の情報処理装置。
【０１１３】
（付記９）
　前記表示部は、前記指標の背景を、前記情報処理装置の動作モードが前記スリープモー
ドに設定される前の画面に比べ暗く表示する
　ことを特徴とする付記１乃至８のいずれか１つに記載の情報処理装置。
【０１１４】
（付記１０）
　前記表示部は、前記情報処理装置の動作モードが前記スリープモードに設定される前の
状態において、前記情報処理装置が実行可能なアプリケーションプログラムそれぞれを示
している指標を表示し、
　前記スリープモードにおいて、前記指標を、前記情報処理装置の動作モードが設定され
る前の状態において表示された指標よりも暗く表示する
　ことを特徴とする付記１乃至８のいずれか１つに記載の情報処理装置。
【０１１５】
（付記１１）
　前記表示部は、前記指標を表示する明るさを、時間の経過に従い明るくする
　ことを特徴とする付記１０に記載の情報処理装置。
【０１１６】
（付記１２）
　第１の時間、ユーザの操作を受け付けない場合、スリープモードにする設定工程と、
　スリープモードで、第１の操作を受け付けた場合、複数のアプリケーションプログラム
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のうちの予め選定された少なくとも１個のアプリケーションプログラムと予め対応付けら
れた少なくとも１つの指標を表示する表示工程と、
　前記指標を指定する操作を受け付けると、当該指定された指標に対応付けられているア
プリケーションプログラムを起動する起動工程と、
　を備えることを特徴とする処理方法。
【０１１７】
（付記１３）
　コンピュータを、
　ユーザから操作を受け付ける受付部、
　前記受付部が、第１の時間、操作を受け付けない場合、前記コンピュータの動作モード
を、スリープモードに設定する設定部、
　前記コンピュータの動作モードが前記スリープモードに設定された状態で、前記受付部
が第１の操作を受け付けた場合、前記コンピュータが実行可能なアプリケーションプログ
ラムのうちの予め選定された少なくとも１個のアプリケーションプログラムと予め対応付
けられた少なくとも１つの指標を表示する表示部、
　前記受付部が前記指標を指定する操作を受け付けると、当該指定された指標に対応付け
られたアプリケーションプログラムを起動する起動部、
　として機能させる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み取り可能な
記録媒体。
【０１１８】
　本出願は、２０１２年３月２日に出願された日本国特許出願２０１２－４７２４８号に
基づく。本明細書中に日本国特許出願２０１２－４７２４８号の明細書、特許請求の範囲
、図面全体を参照として取り込むものとする。
【符号の説明】
【０１１９】
　１　携帯型通信装置
１０　ＣＰＵ
１１　不揮発性記憶部
１２　ＲＡＭ
１３　無線通信部
１４　画像処理部
１５　音声処理部
１６　ディスプレイ
１７　操作部
１７ａ、１７ｂ、１７ｃ　操作キー
１８　タッチパネル
１９　カメラ
２０　スピーカ
２１　マイク
２２　イルミネーション部
２３　クロック供給部
２４　電力供給部
３０　メールソフト
３１　ソフトウェアキーボード
３２　位置
３３　領域
４１、４２、４３、４５　指標
４４　ロック画像
１０１　受付部
１０２　設定部
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１０３　表示部
１０４　起動部
１０５　発光部
１６１　ＬＣＤ
１６２　バックライト

【図１】 【図２】
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【図９】 【図１０】
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【図１１Ｂ】
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