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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　ロック画面を表示するタッチスクリーンディスプレイと、
　ロック状態において、前記タッチスクリーンディスプレイに表示された同じ画像に対す
る特定のジェスチャが検出された場合、複数のアプリケーションのうち当該検出されたジ
ェスチャの操作パターンに対応するアプリケーションを実行するコントローラと、
を備える装置。
【請求項２】
　ロック画面を表示するタッチスクリーンディスプレイと、
　ロック状態において、前記タッチスクリーンディスプレイに対する特定のジェスチャが
検出された場合、当該検出されたジェスチャの操作パターンに対応するアプリケーション
を実行するコントローラと、
を備え、
　前記コントローラは、前記アプリケーションを実行後、当該アプリケーションを終了さ
せるジェスチャが検出された場合、前記ロック画面を前記タッチスクリーンディスプレイ
に表示させる装置。
【請求項３】
　前記コントローラは、前記アプリケーションを実行後、当該アプリケーションを終了さ
せるジェスチャが検出された場合、前記ロック画面を前記タッチスクリーンディスプレイ
に表示させる請求項１に記載の装置。
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【請求項４】
　前記操作パターンは、利用者により任意に設定されるパターンである請求項１から３の
いずれか一項に記載の装置。
【請求項５】
　前記操作パターンは、所定の軌跡を入力するジェスチャのパターンである請求項１から
４のいずれか一項に記載の装置。
【請求項６】
　前記コントローラは、前記ロック状態を解除して、前記アプリケーションを実行後、当
該アプリケーションを終了させるジェスチャが検出された場合、ホーム画面を前記タッチ
スクリーンディスプレイに表示させる請求項１から５のいずれか一項に記載の装置。
【請求項７】
　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、
　ロック画面を前記タッチスクリーンディスプレイに表示させるステップと、
　ロック状態において、前記タッチスクリーンディスプレイに表示された同じ画像に対す
る特定のジェスチャが検出された場合、複数のアプリケーションのうち当該検出されたジ
ェスチャの操作パターンに対応するアプリケーションを実行するステップと、
　を含む方法。
【請求項８】
　タッチスクリーンディスプレイを備える装置に、
　ロック画面を前記タッチスクリーンディスプレイに表示させるステップと、
　ロック状態において、前記タッチスクリーンディスプレイに対する特定のジェスチャが
検出された場合、当該検出されたジェスチャの操作パターンに対応するアプリケーション
を実行するステップと、
　前記対応するアプリケーションを実行後、当該アプリケーションを終了させるジェスチ
ャが検出された場合、前記ロック画面を前記タッチスクリーンディスプレイに表示させる
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】
　本出願は、装置、方法、及びプログラムに関する。特に、本出願は、タッチスクリーン
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】
　タッチスクリーンを備えるタッチスクリーンデバイスが知られている。タッチスクリー
ンデバイスには、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
デバイスは、タッチスクリーンを介して指、ペン、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バイスは、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、特許文献１に記載されている。
【０００３】
　タッチスクリーンデバイスの基本的な動作は、デバイスに搭載されるＯＳ（Ｏｐｅｒａ
ｔｉｎｇ　Ｓｙｓｔｅｍ）によって実現される。タッチスクリーンデバイスに搭載される
ＯＳは、例えば、Ａｎｄｒｏｉｄ（登録商標）、ＢｌａｃｋＢｅｒｒｙ（登録商標）　Ｏ
Ｓ、ｉＯＳ、Ｓｙｍｂｉａｎ（登録商標）　ＯＳ、Ｗｉｎｄｏｗｓ（登録商標）　Ｐｈｏ
ｎｅである。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００４】
【特許文献１】国際公開第２００８／０８６３０２号
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【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バイスの多くは、利用者によって操作されない期間がある期間継続
するとロック状態へ移行する。ロック状態において、タッチスクリーンデバイスは、特定
のジェスチャを除いて、利用者のジェスチャを受け付けない。この特定のジェスチャとは
、例えば、ロック状態を解除するためのロック解除ジェスチャである。
【０００６】
　タッチスクリーンデバイスは、ロック状態においてロック解除ジェスチャが検出された
場合、ロック状態を解除して、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。
ホーム画面には、アイコンと呼ばれるオブジェクトが配置される。タッチスクリーンデバ
イスは、アイコンに対する特定のジェスチャを検出すると、ジェスチャが検出されたアイ
コンに対応する機能を実行する。このアイコンに対する特定のジェスチャとは、例えば、
アイコンをタップするジェスチャである。
【０００７】
　そのため、利用者は、ロック状態へ移行したタッチスクリーンデバイスにおいて、所望
のアプリケーションを実行する場合、まず、ロック状態を解除してホーム画面を表示し、
次にホーム画面上から所望のアプリケーションに対応するアイコンを選択して、所望のア
プリケーションを実行させるジェスチャを行う必要がある。
【０００８】
　このような理由により、ロック画面が表示された状態から所望のアプリケーションを実
行する際の操作性を向上させることができる装置、方法、及びプログラムに対するニーズ
がある。
【課題を解決するための手段】
【０００９】
　１つの態様に係る装置は、ロック画面を表示するタッチスクリーンディスプレイと、ロ
ック状態において、前記タッチスクリーンディスプレイに対する特定のジェスチャが検出
された場合、当該検出されたジェスチャの操作パターンに対応するアプリケーションを実
行するコントローラと、を備える。
【００１０】
　１つの態様に係る方法は、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、ロック画面を前記タッチスクリーンディスプレイに表示させるステップと、ロ
ック状態において、前記タッチスクリーンディスプレイに対する特定のジェスチャが検出
された場合、当該検出されたジェスチャの操作パターンに対応するアプリケーションを実
行するステップと、を含む。
【００１１】
　１つの態様に係るプログラムは、タッチスクリーンディスプレイを備える装置に、ロッ
ク画面を前記タッチスクリーンディスプレイに表示させるステップと、ロック状態におい
て、前記タッチスクリーンディスプレイに対する特定のジェスチャが検出された場合、当
該検出されたジェスチャの操作パターンに対応するアプリケーションを実行するステップ
と、を実行させる。
【図面の簡単な説明】
【００１２】
【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。
【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６Ａ】図６Ａは、ロック画面の一例を示す図である。
【図６Ｂ】図６Ｂは、ロック画面の一例を示す図である。
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【図６Ｃ】図６Ｃは、ロック画面の一例を示す図である。
【図７】図７は、実施形態に係るスマートフォンが行う制御の第１の例を示す図である。
【図８】図８は、実施形態に係るスマートフォンが行う制御の第２の例を示す図である。
【図９】図９は、実施形態に係るスマートフォンが行う制御の第３の例を示す図である。
【図１０】図１０は、実施形態に係るスマートフォンが行う制御の第４の例を示す図であ
る。
【図１１】図１１は、実施形態に係るスマートフォンが行う制御の第５の例を示す図であ
る。
【図１２】図１２は、実施形態に係るスマートフォンが行う制御の第６の例を示す図であ
る。
【図１３】図１３は、実施形態に係るスマートフォンが行う制御の第７の例を示す図であ
る。
【図１４】図１４は、実施形態に係るスマートフォンが行う制御の第８の例を示す図であ
る。
【図１５】図１５は、実施形態に係るスマートフォンが行う制御の第９の例を示す図であ
る。
【図１６】図１６は、実施形態に係るスマートフォンが行う制御の第１０の例を示す図で
ある。
【図１７Ａ】図１７Ａは、実施形態に係るスマートフォンが行う制御の第１１の例を示す
図である。
【図１７Ｂ】図１７Ｂは、実施形態に係るスマートフォンが行う制御の第１１の例を示す
図である。
【図１８Ａ】図１８Ａは、実施形態に係るスマートフォンが行う制御の第１２の例を示す
図である。
【図１８Ｂ】図１８Ｂは、実施形態に係るスマートフォンが行う制御の第１２の例を示す
図である。
【図１９】図１９は、実施形態に係るスマートフォンが行う制御の処理手順を示すフロー
チャートである。
【図２０】図２０は、実施形態に係るスマートフォンが行う制御の処理手順を示すフロー
チャートである。
【図２１】図２１は、実施形態に係るスマートフォンが行う制御の処理手順を示すフロー
チャートである。
【図２２】図２２は、選択画面の一例を示す図である。
【図２３】図２３は、登録画面の一例を示す図である。
【図２４】図２４は、実施形態に係るスマートフォンが行う制御の第１３の例を示す図で
ある。
【図２５】図２５は、実施形態に係るスマートフォンが行う制御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】
【００１３】
　図面を参照しつつ実施形態を詳細に説明する。以下では、タッチスクリーンを備える装
置の一例として、スマートフォンについて説明する。
【００１４】
（実施形態）
　図１から図３を参照しながら、本実施形態に係るスマートフォン１の全体的な構成につ
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
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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。
【００１５】
　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、スピーカ１１と、カメラ１３とをバックフェイ
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。
【００１６】
　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　Ｄｉ
ｓｐｌａｙ）、有機ＥＬパネルディスプレイ（Ｏｒｇａｎｉｃ　Ｅｌｅｃｔｒｏ－Ｌｕｍ
ｉｎｅｓｃｅｎｃｅ　Ｐａｎｅｌ　Ｄｉｓｐｌａｙ）、又は無機ＥＬパネルディスプレイ
（Ｉｎｏｒｇａｎｉｃ　Ｅｌｅｃｔｒｏ－Ｌｕｍｉｎｅｓｃｅｎｃｅ　Ｐａｎｅｌ　Ｄｉ
ｓｐｌａｙ）等の表示デバイスを備える。ディスプレイ２Ａは、文字、画像、記号、及び
図形等を表示する。
【００１７】
　タッチスクリーン２Ｂは、タッチスクリーン２Ｂに対する指、ペン、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、ペン、又はスタイラスペン
等がタッチスクリーン２Ｂに接触した位置を検出することができる。
【００１８】
　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。
以下の説明では、説明を簡単にするため、利用者はスマートフォン１を操作するために指
を用いてタッチスクリーン２Ｂに接触するものと想定する。
【００１９】
　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、接触が検出された
位置、接触が検出された間隔、及び接触が検出された回数の少なくとも１つに基づいてジ
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２Ｂ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。
【００２０】
　「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」は、タッチスクリーン２Ｂに指が一定時間より長く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に指が一定時間より長く接触するジェスチャ
をロングタッチとして判別する。
【００２１】
　「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２Ｂ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２Ｂ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。
【００２２】
　「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
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ブルタップとして判別する。
【００２３】
　「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。
【００２４】
　「フリック」は、タッチに続いて指が一方方向へ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。フリックにおける
指の移動は、スワイプにおける指の移動よりも素早いことが多い。
【００２５】
　「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。
【００２６】
　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。このため、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、ディスプレイ２Ａに表示さ
れている画面に応じて異なる。以下では、説明を簡単にするために、「タッチスクリーン
２Ｂがジェスチャを検出し、検出されたジェスチャの種別をスマートフォン１がＸと判別
すること」を、「スマートフォン１がＸを検出する」、又は「コントローラがＸを検出す
る」と記載することがある。
【００２７】
　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
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
ケーションの画面は、ディスプレイ２Ａに表示される。
【００２８】
　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に対するジェスチャを検出すると、ジェスチャが検出
されたアイコン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。
【００２９】
　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、配置パターンに基づいて配置される。アイコン５０の背後には、壁紙４
１が表示される。壁紙は、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。スマートフォ
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ン１は、壁紙４１として表示する画像を利用者が選択できるように構成されてもよい。
【００３０】
　スマートフォン１は、複数のホーム画面を含むことができる。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
ム画面の数が複数であっても、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、ホーム画面上に、１つ又は複数のロケータを表示する。ロケータ
の数は、ホーム画面の数と一致する。ロケータは、どのホーム画面が現在表示されている
かを示す。現在表示されているホーム画面に対応するロケータは、他のロケータと異なる
態様で表示される。
【００３２】
　図４に示す例では、４つのロケータ５１が表示されている。これは、ホーム画面４０の
数が４つであることを示す。さらに、図４に示す例では、左から２番目のシンボルが他の
シンボルと異なる態様で表示されている。これは、左から２番目のホーム画面が現在ディ
スプレイ２Ａに表示されていることを示している。
【００３３】
　スマートフォン１は、ホーム画面を表示中にジェスチャを検出すると、ディスプレイ２
Ａに表示するホーム画面を切り替える。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を１つ左のホーム画面に切り替える。例
えば、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
ム画面を１つ右のホーム画面に切り替える。
【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、時刻、天気、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の上端に限定されない。
【００３５】
　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、スピー
カ１１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１
６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３に対する操作を検出す
る。ボタン３に対する操作は、例えば、クリック、ダブルクリック、トリプルクリック、
プッシュ、及びマルチプッシュである。
【００３９】
　ボタン３Ａ～３Ｃは、例えば、ホームボタン、バックボタン、又はメニューボタンであ
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る。ボタン３Ｄは、例えば、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
３Ｄは、スリープ／スリープ解除ボタンを兼ねてもよい。ボタン３Ｅ及び３Ｆは、例えば
、音量ボタンである。
【００４０】
　照度センサ４は、照度を検出する。照度は、光の強さ、明るさ、又は輝度を示す。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。照度センサ４及び近接センサ５は、一つの
センサとして構成されていてもよい。
【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
、無線通信規格である。無線通信規格として、例えば、２Ｇ、３Ｇ、４Ｇ等のセルラーフ
ォンの通信規格がある。セルラーフォンの通信規格として、例えば、ＬＴＥ（Ｌｏｎｇ　
Ｔｅｒｍ　Ｅｖｏｌｕｔｉｏｎ）、Ｗ－ＣＤＭＡ（Ｗｉｄｅｂａｎｄ　Ｃｏｄｅ　Ｄｉｖ
ｉｓｉｏｎ　Ｍｕｌｔｉｐｌｅ　Ａｃｃｅｓｓ）、ＣＤＭＡ２０００、ＰＤＣ（Ｐｅｒｓ
ｏｎａｌ　Ｄｉｇｉｔａｌ　Ｃｅｌｌｕｌａｒ）、ＧＳＭ（登録商標）（Ｇｌｏｂａｌ　
Ｓｙｓｔｅｍ　ｆｏｒ　Ｍｏｂｉｌｅ　Ｃｏｍｍｕｎｉｃａｔｉｏｎｓ）、ＰＨＳ（Ｐｅ
ｒｓｏｎａｌ　Ｈａｎｄｙ－ｐｈｏｎｅ　Ｓｙｓｔｅｍ）等がある。無線通信規格として
、例えば、ＷｉＭＡＸ（Ｗｏｒｌｄｗｉｄｅ　Ｉｎｔｅｒｏｐｅｒａｂｉｌｉｔｙ　ｆｏ
ｒ　Ｍｉｃｒｏｗａｖｅ　Ａｃｃｅｓｓ）、ＩＥＥＥ８０２．１１、Ｂｌｕｅｔｏｏｔｈ
（登録商標）、ＩｒＤＡ（Ｉｎｆｒａｒｅｄ　Ｄａｔａ　Ａｓｓｏｃｉａｔｉｏｎ）、Ｎ
ＦＣ（Ｎｅａｒ　Ｆｉｅｌｄ　Ｃｏｍｍｕｎｉｃａｔｉｏｎ）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及びスピーカ１１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。レシーバ７は、例えば、通話時に相手の声を出力するために用いられる。ス
ピーカ１１は、例えば、着信音及び音楽を出力するために用いられる。レシーバ７及びス
ピーカ１１の一方が、他方の機能を兼ねてもよい。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。
【００４３】
　ストレージ９は、プログラム及びデータを記憶する。ストレージ９は、コントローラ１
０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非一過的（ｎｏｎ－ｔｒａｎｓｉｔｏｒ
ｙ）な記憶デバイスを含んでよい。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。ストレージ９は、メモリカード、光ディスク、又は光磁気ディスク等の可搬の記憶
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。ストレージ９は、ＲＡＭ
（Ｒａｎｄｏｍ　Ａｃｃｅｓｓ　Ｍｅｍｏｒｙ）等の一時的な記憶領域として利用される
記憶デバイスを含んでよい。
【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非一過的な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、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、電子メール機能を提供する。電子メール機能は、例えば、電子メールの作成、送信、
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受信、及び表示等を可能にする。ブラウザアプリケーション９Ｃは、ＷＥＢブラウジング
機能を提供する。ＷＥＢブラウジング機能は、例えば、ＷＥＢページの表示、及びブック
マークの編集等を可能にする。この他、ストレージ９は、テキスト入力機能を提供するテ
キストエディタアプリケーション、及び、カメラ機能を提供するカメラアプリケーション
を記憶していてもよい。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。例えば、設定データ９Ｚは、タッチスクリーンディスプレイ２に対
する特定のジェスチャの操作パターンを記憶している。特定のジェスチャの操作パターン
の例については図７～図１８Ｂを参照して後述する。
【００４６】
　本実施形態において、設定データ９Ｚに記憶される特定のジェスチャの操作パターンは
、ロック状態の解除中に、利用者により任意に設定される。例えば、スマートフォン１は
、特定のボタン３がクリックされる等の所定の操作が検出されると、特定のジェスチャと
対応付けるアプリケーションを選択するための選択画面をディスプレイ２Ａに表示する。
そして、スマートフォン１は、利用者が選択画面上で所望のアプリケーションを選択する
と、スマートフォン１は、当該特定のジェスチャの操作パターン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。そして、スマートフォン１は、利用者が登録画面上で
タッチスクリーン２Ｂに対して後述する図７～図１８Ｂ、図２４等に示すように特定のジ
ェスチャを行うと、スマートフォン１は、登録画面上で検出された特定のジェスチャの操
作パターンと、選択画面上で選択されたアプリケーションとを対応付けて設定データ９Ｚ
に記憶する。スマートフォン１は、特定のジェスチャの操作パターンを登録する際、所定
回数、利用者に同じ動作を促すようメッセージを登録画面上に表示してもよい。この場合
、スマートフォン１は、１回目に登録した操作パターンと２回目に登録した操作パターン
が異なる場合、操作パターンの設定をやり直すメッセージを登録画面上に表示する。特定
のジェスチャの操作パターンを登録する制御の例については図２２～図２５を参照して後
述する。
【００４７】
　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
、ロック画面を表示する機能と、ロック状態において、タッチスクリーンディスプレイ２
に対する特定のジェスチャが検出された場合、当該検出されたジェスチャの操作パターン
に対応するアプリケーションを実行する機能とが含まれる。制御プログラム９Ａが提供す
る機能は、メールアプリケーション９Ｂ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。
【００４８】
　コントローラ１０は、演算回路である。演算回路は、例えば、ＣＰＵ（Ｃｅｎｔｒａｌ
　Ｐｒｏｃｅｓｓｉｎｇ　Ｕｎｉｔ）、ＳｏＣ（Ｓｙｓｔｅｍ－ｏｎ－ａ－ｃｈｉｐ）、
ＭＣＵ（Ｍｉｃｒｏ　Ｃｏｎｔｒｏｌ　Ｕｎｉｔ）、又はＦＰＧＡ（Ｆｉｅｌｄ－Ｐｒｏ
ｇｒａｍｍａｂｌｅ　Ｇａｔｅ　Ａｒｒａｙ）である。コントローラ１０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。
【００４９】
　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する。そ
して、コントローラ１０は、データ及び命令に応じて機能部を制御し、それによって各種
機能を実現する。コントローラ１０は、検出部の検出結果に応じて、制御を変更すること
がある。機能部は、ディスプレイ２Ａ、通信ユニット６、マイク８、及びスピーカ１１を
含むが、これらに限定されない。検出部は、タッチスクリーン２Ｂ、ボタン３、照度セン
サ４、近接センサ５、レシーバ７、カメラ１２、カメラ１３、加速度センサ１５、方位セ
ンサ１６、及びジャイロスコープ１７を含むがこれらに限定されない。
【００５０】



(10) JP 5851326 B2 2016.2.3

10

20

30

40

50

　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、ロック状態
において、タッチスクリーンディスプレイ２に対する特定のジェスチャが検出された場合
、当該検出されたジェスチャの操作パターンに対応するアプリケーションを実行する制御
を行う。アプリケーションを実行する制御とは、アプリケーションを起動する制御を含む
。例えば、コントローラ１０は、起動されていないアプリケーションを実行する場合、当
該アプリケーションを起動した後、当該起動したアプリケーションを実行する。
【００５１】
　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。
【００５２】
　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（登録商標）（Ｈｉｇｈ－Ｄｅｆｉｎ
ｉｔｉｏｎ　Ｍｕｌｔｉｍｅｄｉａ　Ｉｎｔｅｒｆａｃｅ）、ライトピーク（サンダーボ
ルト（登録商標））、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の端子でもよい。コネクタ１４に接続され
る装置は、例えば、外部ストレージ、スピーカ、及び通信装置である。
【００５３】
　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
の角度及び角速度を検出する。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。
【００５４】
　図５においてストレージ９が記憶するプログラム及びデータの一部又は全部は、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。図５においてストレ
ージ９が記憶するプログラム及びデータの一部又は全部は、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非一過的な記憶媒体に記憶されていてもよい。図５においてス
トレージ９が記憶するプログラム及びデータの一部又は全部は、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非一過的な記憶媒体に記憶されていてもよい。非一過的
な記憶媒体は、例えば、ＣＤ（登録商標）、ＤＶＤ（登録商標）、Ｂｌｕ－ｒａｙ（登録
商標）等の光ディスク、光磁気ディスク、又はメモリカードである。
【００５５】
　図５に示したスマートフォン１の構成は一例であり、本出願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。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。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。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。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。あるいは、スマート
フォン１は、位置及び姿勢の少なくとも一つを検出するための他の種類のセンサを備えて
もよい。
【００５６】
　次に、図６Ａから図６Ｃを参照して、ロック画面について説明する。ロック画面は、ス
マートフォン１がロックされていることを示す画面である。スマートフォン１は、例えば
、タッチスクリーンディスプレイ２またはボタン３等に対する操作が行われずに所定の時
間が経過するとロックされる。スマートフォン１は、例えば、スマートフォン１のスリー
プ／スリープ解除ボタンであるボタン３Ｄがクリックされた場合にもロックされる。スマ
ートフォン１は、ロックされると、タッチスクリーンディスプレイ２に対する特定のジェ
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スチャが行われた場合に、各種機能を実行することが可能な状態となる。この特定のジェ
スチャとは、例えば、ロック状態を解除するためのロック解除ジェスチャである。
【００５７】
　本実施形態において、スマートフォン１は、タッチスクリーンディスプレイ２に対する
特定のジェスチャが検出された場合、ロック状態を解除し、当該検出されたジェスチャの
操作パターンに対応するアプリケーションを実行し、実行したアプリケーションの画面を
表示する。ここで、スマートフォン１は、ロック状態が解除されると、ロック画面を消去
し、ロックされる直前にディスプレイ２Ａに表示していた画面を再びディスプレイ２Ａに
表示してもよい。例えば、スマートフォン１は、ホーム画面４０をディスプレイ２Ａに表
示している状態でロックされた場合、ロック状態が解除されると、ホーム画面４０を再び
ディスプレイ２Ａに表示してもよい。
【００５８】
　図６Ａは、ディスプレイ２Ａに表示されたロック画面６０ａを示す図である。図６Ａに
示すように、スマートフォン１は、ディスプレイ２Ａにロック画面６０ａおよび領域４２
を表示している。領域４２は、図４と同様に、ディスプレイ２Ａの上端に表示される。ロ
ック画面６０ａには、日付および時刻が領域４２側に表示されている。ここで、ロック画
面６０ａには、円形アイコン６１が配置される。円形アイコン６１は、全部で９個配置さ
れる。円形アイコン６１は、ロック画面６０ａの中央部から下部にかけて、３行３列の格
子状に配置される。
【００５９】
　図６Ｂは、ディスプレイ２Ａに表示されたロック画面６０ｂを示す図である。ロック画
面６０ｂには、ロック画面６０ｂの略上半分の領域６３の中央部に、４桁の数値を表示す
る４個のボックス６２が表示されている。ロック画面６０ｂには、ロック画面６０ｂの略
下半分の領域６４に、ボックス６２に表示させる数値を利用者が入力するための数字キー
ボードオブジェクトが表示されている。なお、ロック画面６０ｂは、ロック画面６０ａま
たはロック画面６０ｃ等の他の画面を表示中に特定のジェスチャが検出された場合に表示
される数値入力用画面であってもよい。
【００６０】
　図６Ｃは、ディスプレイ２Ａに表示されたロック画面６０ｃを示す図である。ロック画
面６０ｃには、ロック画面６０ａと同様に、日付および時刻が領域４２側に表示されてい
る。ロック画面６０ｃには、日付および時刻のみが領域４２側に表示されている。
【００６１】
　スマートフォン１は、例えば、スマートフォン１のスリープ／スリープ解除ボタンであ
るボタン３Ｄがクリックされると、上記のロック画面６０ａ～６０ｃのいずれか一つをデ
ィスプレイ２Ａに表示する。スマートフォン１は、利用者の設定操作により、どのロック
画面を表示するかを決定してよい。
【００６２】
　以下、図７～図１８Ｂを参照しながら、実施形態に係るスマートフォン１が、タッチス
クリーンディスプレイ２に対する特定のジェスチャが検出された場合、当該検出されたジ
ェスチャの操作パターンに対応するアプリケーションを実行する制御の例を示す。
【００６３】
　図７は、実施形態に係るスマートフォンが行う制御の第１の例を示す図である。この第
１の例では、スマートフォン１は、特定のジェスチャの操作パターンとして、所定の軌跡
を入力するジェスチャのパターンを設定している。なお、第１の例では、所定の軌跡とし
てα１が示す軌跡を入力するジェスチャには、ロック解除処理と、テキストエディタアプ
リケーションの実行処理とが対応付けられている。
【００６４】
　スマートフォン１は、図７に示すように、ステップＳ１１で、図６Ａと同様のロック画
面６０ａをディスプレイ２Ａ（タッチスクリーンディスプレイ２）に表示している。
【００６５】
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　そして、ステップＳ１２では、利用者が、指Ｆ１でロック画面６０ａに配置された９個
の円形アイコン６１のうち左の列の真ん中のアイコンをタッチしている。この場合、スマ
ートフォン１は、この左の列の真ん中のアイコンが表示されている位置でのタッチを検出
する。
【００６６】
　そして、ステップＳ１３では、利用者が、左の列の真ん中のアイコンが表示されている
位置でタッチしていた指Ｆ１を、タッチスクリーンディスプレイ２上に接触させたままで
右の列の下のアイコンが表示されている位置まで、α１が示す軌跡に沿って移動させてい
る。この場合、スマートフォン１は、左の列の真ん中のアイコンが表示されている位置を
始点として、α１が示す軌跡に沿って移動し、右の列の下のアイコンが表示されている位
置を終点とするスワイプを検出する。そして、スマートフォン１は、検出したスワイプが
、予め設定された特定のジェスチャの操作パターンと一致するか否かを判定する。
【００６７】
　そして、スマートフォン１は、ステップＳ１３で検出したスワイプが予め設定された特
定のジェスチャの操作パターンと一致すると判定した場合に、ステップＳ１４の処理を行
う。スマートフォン１は、ステップＳ１４では、ロック状態を解除し、α１が示す軌跡を
入力するジェスチャに対応付けられたテキストエディタアプリケーションを実行して、操
作画面７０をタッチスクリーンディスプレイ２に表示させる。
【００６８】
　操作画面７０には、画面上半分の略全域に入力文字列を確認する表示領域７２と、画面
下半分に文字列の入力を行うためのキーボードオブジェクト７４と、表示領域７２の上部
左側にテキストエディタに登録されたメモリストを表示させるメモリスト表示ボタン７６
と、表示領域７２の上部右側にテキストエディタの処理を完了させる完了ボタン７８とが
、表示されている。
【００６９】
　スマートフォン１は、操作画面７０を表示した状態で、キーボードオブジェクト７４に
対するタップが検出された場合、タップされた領域に対応した文字を入力文字として検出
する。スマートフォン１は、入力された文字を表示領域７２の設定された位置に表示させ
る。スマートフォン１は、操作画面７０を表示した状態で、メモリスト表示ボタン７６ま
たは完了ボタン７８に対するタップが検出された場合、タップされたボタンに対応付けら
れた処理を実行する。
【００７０】
　図８は、実施形態に係るスマートフォンが行う制御の第２の例を示す図である。この第
２の例では、スマートフォン１は、特定のジェスチャの操作パターンとして、第１の例と
同様に、所定の軌跡を入力するジェスチャのパターンを設定している。なお、第２の例で
は、所定の軌跡としてα２が示す軌跡を入力するジェスチャには、ロック解除処理と、カ
メラアプリケーションの実行処理とが対応付けられている。
【００７１】
　スマートフォン１は、図８に示すように、ステップＳ２１で、図６Ａと同様のロック画
面６０ａをディスプレイ２Ａに表示している。
【００７２】
　そして、ステップＳ２２では、利用者が、指Ｆ１でロック画面６０ａに配置された９個
の円形アイコン６１のうち右の列の上のアイコンをタッチしている。この場合、スマート
フォン１は、この右の列の上のアイコンが表示されている位置でのタッチを検出する。
【００７３】
　そして、ステップＳ２３では、利用者が、右の列の上のアイコンが表示されている位置
でタッチしていた指Ｆ１を、タッチスクリーンディスプレイ２上に接触させたままで右の
列の下のアイコンが表示されている位置まで、α２が示す軌跡に沿って移動させている。
この場合、スマートフォン１は、右の列の上のアイコンが表示されている位置を始点とし
て、α２が示す軌跡に沿って移動し、右の列の下のアイコンが表示されている位置を終点
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とするスワイプを検出する。そして、スマートフォン１は、検出したスワイプが、予め設
定された特定のジェスチャの操作パターンと一致するか否かを判定する。
【００７４】
　そして、スマートフォン１は、ステップＳ２３で検出したスワイプが予め設定された特
定のジェスチャの操作パターンと一致すると判定した場合に、ステップＳ２４の処理を行
う。スマートフォン１は、ステップＳ２４では、ロック状態を解除し、α２が示す軌跡を
入力するジェスチャに対応付けられたカメラアプリケーションを実行して、操作画面８０
をタッチスクリーンディスプレイ２に表示させる。
【００７５】
　操作画面８０には、画面の上側の略全域に被写体を確認するためのモニター領域と、当
該モニター領域の下に操作アイコン表示領域とが、配置されている。モニター領域内の下
側には、カメラのズーム倍率を調節するための調節バー８２が配置されている。操作アイ
コン表示領域には、左側にフォトアルバム機能に切り替えるためのフォトアルバムアイコ
ン８４と、中央にモニター領域に表示されている被写体を撮影するためのシャッターアイ
コン８６と、右側にムービー機能に切り替えるためのムービーアイコン８８とが、配置さ
れている。
【００７６】
　スマートフォン１は、操作画面８０を表示した状態で、調節バー８２に対するスワイプ
が検出された場合、スワイプの操作量および方向に応じてモニター領域に表示されている
被写体をズームインまたはズームアウトする。スマートフォン１は、操作画面８０を表示
した状態で、フォトアルバムアイコン８４に対するタップが検出された場合、当該操作画
面８０からフォトアルバム機能を実行するための画面に切り替える。スマートフォン１は
、操作画面８０を表示した状態で、シャッターアイコン８６に対するタップが検出された
場合、モニター領域に表示されている被写体を撮影して、静止画像を作成する。スマート
フォン１は、操作画面８０を表示した状態で、ムービーアイコン８８に対するタップが検
出された場合、当該操作画面８０からムービー機能を実行するための画面に切り替える。
【００７７】
　このように、第１の例および第２の例において、スマートフォン１は、タッチスクリー
ンディスプレイ２に対する特定のジェスチャとして所定の軌跡を入力するジェスチャが検
出された場合、ロック状態を解除し、検出された当該処理の軌跡を入力するジェスチャの
操作パターンに対応するアプリケーションを実行する。これにより、スマートフォン１は
、ロック画面が表示された状態から所望のアプリケーションを実行する際の操作性を向上
させることができる。第１の例及び第２の例において、所定の軌跡を入力するジェスチャ
のパターンは、利用者により任意に設定されるパターンであるため、第三者がロック画面
の表示内容から特定のジェスチャを予測することは困難であり、セキュリティ性について
も確保できる。
【００７８】
　図７および図８において、ロック画面６０ａには、円形アイコン６１が３行３列の格子
状に９個配置されているが、円形アイコン６１の数はこれに限定されない。例えば、ロッ
ク画面６０ａは、円形アイコン６１を４行４列の格子状に１６個配置してもよいし、円形
アイコン６１を５行５列の格子状に２５個配置してもよい。これにより、所定の軌跡を入
力するジェスチャのパターンの種類が増加するため、対応付けるアプリケーションの数に
ついても増加させることができ、利便性が向上する。
【００７９】
　ロック画面６０ａは、円形アイコン６１が３行３列の格子状に９個配置する例に限定さ
れず、円形アイコン６１を４行４列の格子状に１６個配置してもよいし、円形アイコン６
１を５行５列の格子状に２５個配置してもよい。この場合、円形アイコン６１を配置する
格子の行および列が増加するにつれて、設定可能な軌跡のパターンが増加する。設定可能
な軌跡のパターンが増加する結果、第三者が予測しにくいより複雑な軌跡のパターンを設
定することが可能となるため、セキュリティ性についても更に向上させることができる。
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【００８０】
　図９は、実施形態に係るスマートフォンが行う制御の第３の例を示す図である。この第
３の例では、スマートフォン１は、特定のジェスチャの操作パターンとして、所定の位置
での接触を入力するジェスチャのパターンを設定している。なお、第３の例では、スマー
トフォン１は、所定の位置での接触を入力するジェスチャとして、ロック画面６０ａに配
置された９つの円形アイコン６１のうち、左の列の真ん中のアイコン、真ん中の列の上の
アイコン、および、右の列の上のアイコンをタッチするジェスチャを設定している。第３
の例では、これら３つのアイコンをタッチするジェスチャには、ロック解除処理と、テキ
ストエディタアプリケーションの実行処理とが対応付けられている。
【００８１】
　スマートフォン１は、図９に示すように、ステップＳ３１で、図６Ａと同様のロック画
面６０ａをディスプレイ２Ａに表示している。
【００８２】
　そして、ステップＳ３２では、利用者が、３本の指（指Ｆ１、指Ｆ２および指Ｆ３）で
、ロック画面６０ａに配置された９個の円形アイコン６１のうち３つを一度にタッチして
いる。利用者は、左の列の真ん中のアイコン、真ん中の列の上のアイコン、および、右の
列の上のアイコンをタッチしている。この場合、スマートフォン１は、この左の列の真ん
中のアイコン、真ん中の列の上のアイコン、および、右の列の上のアイコンが表示されて
いる位置でのタッチを検出する。そして、スマートフォン１は、検出した複数の位置での
タッチが、予め設定された特定のジェスチャの操作パターンと一致するか否かを判定する
。
【００８３】
　そして、スマートフォン１は、ステップＳ３２で検出した複数の位置でのタッチが予め
設定された特定のジェスチャの操作パターンと一致すると判定した場合に、ステップＳ３
３の処理を行う。スマートフォン１は、ステップＳ３３では、ロック状態を解除し、左の
列の真ん中のアイコン、真ん中の列の上のアイコン、および、右の列の上のアイコンをタ
ッチするジェスチャに対応付けられたテキストエディタアプリケーションを実行して、操
作画面７０をタッチスクリーンディスプレイ２に表示させる。
【００８４】
　図１０は、実施形態に係るスマートフォンが行う制御の第４の例を示す図である。この
第４の例では、スマートフォン１は、特定のジェスチャの操作パターンとして、第３の例
と同様に、所定の位置での接触を入力するジェスチャのパターンを設定している。なお、
第４の例では、スマートフォン１は、所定の位置での接触を入力するジェスチャとして、
ロック画面６０ａに配置された９つの円形アイコン６１のうち、左の列の下のアイコン、
真ん中の列の真ん中のアイコン、および、右の列の下のアイコンに対するタッチジェスチ
ャを設定している。第４の例では、これら３つのアイコンに対するタッチジェスチャには
、ロック解除処理と、カメラアプリケーションの実行処理とが対応付けられている。
【００８５】
　スマートフォン１は、図１０に示すように、ステップＳ４１で、図６Ａと同様のロック
画面６０ａをディスプレイ２Ａに表示している。
【００８６】
　そして、ステップＳ４２では、利用者が、３本の指（指Ｆ１、指Ｆ２および指Ｆ３）で
、ロック画面６０ａに配置された９個の円形アイコン６１のうち３つを一度にタッチして
いる。利用者は、左の列の下のアイコン、真ん中の列の真ん中のアイコン、および、右の
列の下のアイコンをタッチしている。この場合、スマートフォン１は、この左の列の下の
アイコン、真ん中の列の真ん中のアイコン、および、右の列の下のアイコンが表示されて
いる位置でのタッチを検出する。そして、スマートフォン１は、検出した複数の位置での
タッチが、予め設定された特定のジェスチャの操作パターンと一致するか否かを判定する
。
【００８７】
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　そして、スマートフォン１は、ステップＳ４２で検出した複数の位置でのタッチが予め
設定された特定のジェスチャの操作パターンと一致すると判定した場合に、ステップＳ４
３の処理を行う。スマートフォン１は、ステップＳ４３では、ロック状態を解除し、左の
列の下のアイコン、真ん中の列の真ん中のアイコン、および、右の列の下のアイコンをタ
ッチするジェスチャに対応付けられたカメラアプリケーションを実行して、操作画面８０
をタッチスクリーンディスプレイ２に表示させる。
【００８８】
　第３の例および第４の例において、スマートフォン１は、３つのアイコン６１がタッチ
されている状態となるとロックを解除して、操作パターンに対応するアプリケーションを
実行するが、本実施形態はこれに限られない。例えば、上記の操作パターンとしてタッチ
される必要があるアイコン６１の数は、３つに限られず、４つであっても５つであっても
よい。
【００８９】
　図１１は、実施形態に係るスマートフォンが行う制御の第５の例を示す図である。この
第５の例では、スマートフォン１は、特定のジェスチャの操作パターンとして、所定の位
置での複数の接触を所定の順序で入力するジェスチャのパターンを設定している。なお、
第５の例では、スマートフォン１は、所定の位置での複数の接触を所定の順序で入力する
ジェスチャとして、ロック画面６０ａに配置された９つの円形アイコン６１のうち、左の
列の真ん中のアイコン、真ん中の列の上のアイコン、および、右の列の上のアイコンを、
この順序でタッチするジェスチャを設定している。第５の例では、これら３つのアイコン
を上記順序でタッチするジェスチャには、ロック解除処理と、テキストエディタアプリケ
ーションの実行処理とが対応付けられている。
【００９０】
　スマートフォン１は、図１１に示すように、ステップＳ５１で、図６Ａと同様のロック
画面６０ａをディスプレイ２Ａに表示している。そして、ステップＳ５１では、利用者が
、指Ｆ１で、ロック画面６０ａに配置された９個の円形アイコン６１のうち左の列の真ん
中のアイコンをタッチしている。この場合、スマートフォン１は、この左の列の真ん中の
アイコンが表示されている位置でのタッチを検出する。
【００９１】
　そして、ステップＳ５２では、利用者が、ステップＳ５１に示す状態からさらに、９個
の円形アイコン６１のうち左の列の真ん中のアイコンを指Ｆ１でタッチした状態のまま、
真ん中の列の上のアイコンを指Ｆ２でタッチしている。この場合、スマートフォン１は、
左の列の真ん中のアイコンが表示されている位置でのタッチを検出している状態で、この
真ん中の列の上のアイコンが表示されている位置でのタッチを検出する。
【００９２】
　そして、ステップＳ５３では、利用者が、ステップＳ５２に示す状態からさらに、９個
の円形アイコン６１のうち右の列の上のアイコンを指Ｆ３でタッチしている。すなわち、
利用者は、ステップＳ５３で、ロック画面６０ａに配置された、左の列の真ん中のアイコ
ン、真ん中の列の上のアイコン、および、右の列の上のアイコンを指Ｆ１～指Ｆ３で一度
にタッチしている。この場合、スマートフォン１は、左の列の真ん中のアイコンが表示さ
れている位置でのタッチと、真ん中の列の上のアイコンが表示されている位置でのタッチ
を検出している状態で、この右の列の上のアイコンが表示されている位置でのタッチを検
出する。そして、スマートフォン１は、ステップＳ５１～Ｓ５３の順序で検出した複数の
位置でのタッチが、予め設定された特定のジェスチャの操作パターンと一致するか否かを
判定する。
【００９３】
　そして、スマートフォン１は、ステップＳ５１～Ｓ５３の順序で検出した複数の位置で
のタッチが、予め設定された特定のジェスチャの操作パターンと一致すると判定した場合
に、ステップＳ５４の処理を行う。スマートフォン１は、ステップＳ５４では、ロック状
態を解除し、左の列の真ん中のアイコン、真ん中の列の上のアイコン、および、右の列の
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上のアイコンをこの順序でタッチするジェスチャに対応付けられたテキストエディタアプ
リケーションを実行して、操作画面７０をタッチスクリーンディスプレイ２に表示させる
。
【００９４】
　図１２は、実施形態に係るスマートフォンが行う制御の第６の例を示す図である。この
第６の例では、スマートフォン１は、特定のジェスチャの操作パターンとして、第５の例
と同様に、所定の位置での複数の接触を所定の順序で入力するジェスチャのパターンを設
定している。なお、第６の例では、スマートフォン１は、所定の位置での複数の接触を所
定の順序で入力するジェスチャとして、ロック画面６０ａに配置された９つの円形アイコ
ン６１のうち、右の列の上のアイコン、真ん中の列の上のアイコン、および、左の列の真
ん中のアイコンを、この順序でタッチするジェスチャを設定している。第６の例では、こ
れら３つのアイコンを上記順序でタッチするジェスチャには、ロック解除処理と、カメラ
アプリケーションの実行処理とが対応付けられている。
【００９５】
　スマートフォン１は、図１２に示すように、ステップＳ６１で、図６Ａと同様のロック
画面６０ａをディスプレイ２Ａに表示している。そして、ステップＳ６１では、利用者が
、指Ｆ３で、ロック画面６０ａに配置された９個の円形アイコン６１のうち右の列の上の
アイコンをタッチしている。この場合、スマートフォン１は、この右の列の上のアイコン
が表示されている位置でのタッチを検出する。
【００９６】
　そして、ステップＳ６２では、利用者が、ステップＳ６１に示す状態からさらに、９個
の円形アイコン６１のうち右の列の上のアイコンを指Ｆ３でタッチした状態のまま、真ん
中の列の上のアイコンを指Ｆ２でタッチしている。この場合、スマートフォン１は、右の
列の上のアイコンが表示されている位置でのタッチを検出している状態で、この真ん中の
列の上のアイコンが表示されている位置でのタッチを検出する。
【００９７】
　そして、ステップＳ６３では、利用者が、ステップＳ６２に示す状態からさらに、９個
の円形アイコン６１のうち左の列の真ん中のアイコンを指Ｆ１でタッチしている。すなわ
ち、利用者は、ステップＳ６３で、ロック画面６０ａに配置された、右の列の上のアイコ
ン、真ん中の列の上のアイコン、および、左の列の真ん中のアイコンを指Ｆ１～指Ｆ３で
一度にタッチしている。この場合、スマートフォン１は、右の列の上のアイコンが表示さ
れている位置でのタッチと、真ん中の列の上のアイコンが表示されている位置でのタッチ
を検出している状態で、この左の列の真ん中のアイコンが表示されている位置でのタッチ
を検出する。そして、スマートフォン１は、ステップＳ６１～Ｓ６３の順序で検出した複
数の位置でのタッチが、予め設定された特定のジェスチャの操作パターンと一致するか否
かを判定する。
【００９８】
　そして、スマートフォン１は、ステップＳ６１～Ｓ６３の順序で検出した複数の位置で
のタッチが、予め設定された特定のジェスチャの操作パターンと一致すると判定した場合
に、ステップＳ６４の処理を行う。スマートフォン１は、ステップＳ６４では、ロック状
態を解除し、右の列の上のアイコン、真ん中の列の上のアイコン、および、左の列の真ん
中のアイコンをこの順序でタッチするジェスチャに対応付けられたカメラアプリケーショ
ンを実行して、操作画面８０をタッチスクリーンディスプレイ２に表示させる。
【００９９】
　第５の例および第６の例において、スマートフォン１は、ステップＳ５１からＳ５３に
示す順番またはステップＳ６１からＳ６３に示す順番で３つのアイコン６１がタッチされ
た場合にロックを解除して、操作パターンに対応するアプリケーションを実行してもよい
。上記の操作パターンとして同時にタッチされる必要があるアイコン６１の数は、３つに
限られず、４つであっても５つであってもよい。
【０１００】
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　図１３は、実施形態に係るスマートフォンが行う制御の第７の例を示す図である。この
第７の例では、スマートフォン１は、特定のジェスチャの操作パターンとして、所定の数
値を入力するジェスチャのパターンを設定している。なお、第７の例では、スマートフォ
ン１は、所定の数値を入力するジェスチャとして、ロック画面６０ｂのボックス６２に「
４２３８」の数値を入力するジェスチャを設定している。第７の例では、この「４２３８
」の数値を入力するジェスチャには、ロック解除処理と、テキストエディタアプリケーシ
ョンの実行処理とが対応付けられている。
【０１０１】
　スマートフォン１は、図１３に示すように、ステップＳ７１で、図６Ｂと同様のロック
画面６０ｂをディスプレイ２Ａに表示している。
【０１０２】
　そして、ステップＳ７２では、利用者が、指Ｆ１で、ロック画面６０ｂの数字キーボー
ドオブジェクトのうち「４」の数字キーをタップしている。この場合、スマートフォン１
は、この「４」の数字キーが表示されている位置でのタップを検出する。この場合、スマ
ートフォン１は、４個のボックス６２のうち左端のボックス内に「４」の数値を表示させ
る。
【０１０３】
　そして、ステップＳ７３では、利用者が、指Ｆ１で数字キーボードオブジェクトのうち
「４」の数字キーをタップした後、指Ｆ１で「２」の数字キーおよび「３」の数字キーを
この順序でタップして、「８」の数字キーをタップしている。この場合、スマートフォン
１は、「４」の数字キーが表示されている位置でのタップを検出した後、ステップＳ７３
では、「２」の数字キー、「３」の数字キー、および、「８」の数字キーが表示されてい
る位置でのタップをこの順序で検出する。この場合、スマートフォン１は、ボックス６２
に「４２３８」の数値を表示させる。そして、スマートフォン１は、検出した「４２３８
」の数値を入力するタップが、予め設定された特定のジェスチャの操作パターンと一致す
るか否かを判定する。
【０１０４】
　そして、スマートフォン１は、ステップＳ７２～Ｓ７３で検出した「４２３８」の数値
を入力するタップが、予め設定された特定のジェスチャの操作パターンと一致すると判定
した場合に、ステップＳ７４の処理を行う。スマートフォン１は、ステップＳ７４では、
ロック状態を解除し、ロック画面６０ｂのボックス６２に「４２３８」の数値を入力する
ジェスチャに対応付けられたテキストエディタアプリケーションを実行して、操作画面７
０をタッチスクリーンディスプレイ２に表示させる。
【０１０５】
　図１４は、実施形態に係るスマートフォンが行う制御の第８の例を示す図である。この
第８の例では、スマートフォン１は、特定のジェスチャの操作パターンとして、第７の例
と同様に、所定の数値を入力するジェスチャのパターンを設定している。なお、第８の例
では、スマートフォン１は、所定の数値を入力するジェスチャとして、ロック画面６０ｂ
のボックス６２に「９３１７」の数値を入力するジェスチャを設定している。第８の例で
は、この「９３１７」の数値を入力するジェスチャには、ロック解除処理と、カメラアプ
リケーションの実行処理とが対応付けられている。
【０１０６】
　スマートフォン１は、図１４に示すように、ステップＳ８１で、図６Ｂと同様のロック
画面６０ｂをディスプレイ２Ａに表示している。
【０１０７】
　そして、ステップＳ８２では、利用者が、指Ｆ１で、ロック画面６０ｂの数字キーボー
ドオブジェクトのうち「９」の数字キーをタップしている。この場合、スマートフォン１
は、この「９」の数字キーが表示されている位置でのタップを検出する。この場合、スマ
ートフォン１は、４個のボックス６２のうち左端のボックス内に「９」の数値を表示させ
る。
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【０１０８】
　そして、ステップＳ８３では、利用者が、指Ｆ１で数字キーボードオブジェクトのうち
「９」の数字キーをタップした後、指Ｆ１で「３」の数字キーおよび「１」の数字キーを
この順序でタップして、「７」の数字キーをタップしている。この場合、スマートフォン
１は、「９」の数字キーが表示されている位置でのタップを検出した後、ステップＳ８３
では、「３」の数字キー、「１」の数字キー、および、「７」の数字キーが表示されてい
る位置でのタップをこの順序で検出する。この場合、スマートフォン１は、ボックス６２
に「９３１７」の数値を表示させる。そして、スマートフォン１は、検出した「９３１７
」の数値を入力するタップが、予め設定された特定のジェスチャの操作パターンと一致す
るか否かを判定する。
【０１０９】
　そして、スマートフォン１は、ステップＳ８２～Ｓ８３で検出した「９３１７」の数値
を入力するタップが、予め設定された特定のジェスチャの操作パターンと一致すると判定
した場合に、ステップＳ８４の処理を行う。スマートフォン１は、ステップＳ８４では、
ロック状態を解除し、ロック画面６０ｂのボックス６２に「９３１７」の数値を入力する
ジェスチャに対応付けられたカメラアプリケーションを実行して、操作画面８０をタッチ
スクリーンディスプレイ２に表示させる。
【０１１０】
　第７の例および第８の例において、スマートフォン１は、「４２３８」または「９３１
７」とは異なる数値を操作パターンとして登録してもよい。上記の操作パターンとして登
録される数値の数は、４桁に限られず、５桁であっても６桁であってもよい。
【０１１１】
　図１５は、実施形態に係るスマートフォンが行う制御の第９の例を示す図である。この
第９の例では、スマートフォン１は、特定のジェスチャの操作パターンとして、所定の数
の接触を入力するジェスチャのパターンを設定している。なお、第９の例では、スマート
フォン１は、所定の数の接触を入力するジェスチャとして、ロック画面６０ｃを２箇所で
タッチするジェスチャを設定している。第９の例では、この２箇所でタッチするジェスチ
ャには、ロック解除処理と、テキストエディタアプリケーションの実行処理とが対応付け
られている。
【０１１２】
　スマートフォン１は、図１５に示すように、ステップＳ９１で、図６Ｃと同様のロック
画面６０ｃをディスプレイ２Ａに表示している。
【０１１３】
　そして、ステップＳ９２では、利用者が、２本の指（指Ｆ１および指Ｆ２）で、タッチ
スクリーン２Ｂ（タッチスクリーンディスプレイ２）においてロック画面６０ｃが表示さ
れた部分をタッチしている。この場合、スマートフォン１は、ロック画面６０ｃに対する
２箇所でのタッチを検出する。そして、スマートフォン１は、検出した２箇所でのタッチ
が、予め設定された特定のジェスチャの操作パターンと一致するか否かを判定する。
【０１１４】
　そして、スマートフォン１は、検出した２箇所でのタッチが予め設定された特定のジェ
スチャの操作パターンと一致すると判定した場合に、ステップＳ９３の処理を行う。スマ
ートフォン１は、ステップＳ９３では、ロック状態を解除し、２箇所でのタッチに対応付
けられたテキストエディタアプリケーションを実行して、操作画面７０をタッチスクリー
ンディスプレイ２に表示させる。
【０１１５】
　図１６は、実施形態に係るスマートフォンが行う制御の第１０の例を示す図である。こ
の第１０の例では、スマートフォン１は、特定のジェスチャの操作パターンとして、第９
の例と同様に、所定の数の接触を入力するジェスチャのパターンを設定している。なお、
第１０の例では、スマートフォン１は、所定の数の接触を入力するジェスチャとして、ロ
ック画面６０ｃを３箇所でタッチするジェスチャを設定している。第１０の例では、この
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３箇所でタッチするジェスチャには、ロック解除処理と、カメラアプリケーションの実行
処理とが対応付けられている。
【０１１６】
　スマートフォン１は、図１６に示すように、ステップＳ１０１で、図６Ｃと同様のロッ
ク画面６０ｃをディスプレイ２Ａに表示している。
【０１１７】
　そして、ステップＳ１０２では、利用者が、３本の指（指Ｆ１、指Ｆ２および指Ｆ３）
で、タッチスクリーン２Ｂにおいてロック画面６０ｃが表示された部分をタッチしている
。この場合、スマートフォン１は、ロック画面６０ｃに対する３箇所でのタッチを検出す
る。そして、スマートフォン１は、検出した３箇所でのタッチが、予め設定された特定の
ジェスチャの操作パターンと一致するか否かを判定する。
【０１１８】
　そして、スマートフォン１は、検出した３箇所でのタッチが、予め設定された特定のジ
ェスチャの操作パターンと一致すると判定した場合に、ステップＳ１０３の処理を行う。
スマートフォン１は、ステップＳ１０３では、ロック状態を解除し、３箇所でのタッチに
対応付けられたカメラアプリケーションを実行して、操作画面８０をタッチスクリーンデ
ィスプレイ２に表示させる。
【０１１９】
　第９の例および第１０の例において、スマートフォン１は、ロック画面が２本指または
３本指でタッチされるとロックを解除して、操作パターンに対応するアプリケーションを
実行するが、本実施形態はこれに限られない。スマートフォン１は、タッチスクリーン２
Ｂに対する４箇所または５箇所でのタッチを上記の操作パターンとして設定し、ロック画
面が４本指または５本指でタッチされるとロックを解除して、操作パターンに対応するア
プリケーションを実行してもよい。
【０１２０】
　図１７Ａおよび図１７Ｂは、実施形態に係るスマートフォンが行う制御の第１１の例を
示す図である。この第１１の例では、スマートフォン１は、特定のジェスチャの操作パタ
ーンとして、所定の時間間隔で所定の回数の接触を入力するジェスチャのパターンを設定
している。なお、第１１の例では、スマートフォン１は、所定の時間間隔で所定の回数の
接触を入力するジェスチャとして、ロック画面６０ｃを一度タッチしてから時間間隔Ｔ１
をおいて再びタッチし、さらに時間間隔Ｔ２をおいて再度タッチするジェスチャを設定し
ている。図１７Ｂに示すように、時間間隔Ｔ１は、時間間隔Ｔ２よりも短い。第１１の例
では、このタッチするジェスチャには、ロック解除処理と、テキストエディタアプリケー
ションの実行処理とが対応付けられている。
【０１２１】
　スマートフォン１は、図１７Ａに示すように、ステップＳ１１１で、図６Ｃと同様のロ
ック画面６０ｃをディスプレイ２Ａに表示している。そして、ステップＳ１１１では、利
用者が、指Ｆ１でタッチスクリーン２Ｂにおいてロック画面６０ｃが表示された部分をタ
ッチしている。この場合、スマートフォン１は、ロック画面６０ｃに対するタッチを検出
する。
【０１２２】
　そして、ステップＳ１１２では、利用者が再び、指Ｆ１でタッチスクリーン２Ｂにおい
てロック画面６０ｃが表示された部分をタッチしている。このとき、図１７Ｂに示すよう
に、ステップＳ１１１で利用者がロック画面６０ｃをタッチしてから時間Ｔ１が経過して
いる。この場合、スマートフォン１は、ステップＳ１１１でロック画面６０ｃに対するタ
ッチを検出後、再びステップＳ１１２でロック画面６０ｃに対するタッチを検出する。こ
の際、スマートフォン１は、ステップＳ１１１でタッチが検出されてから、ステップＳ１
１２でタッチが検出されるまでの時間間隔を測定する。つまり、スマートフォン１は、時
間Ｔ１分の時間間隔を測定する。
【０１２３】



(20) JP 5851326 B2 2016.2.3

10

20

30

40

50

　そして、ステップＳ１１３では、利用者が再度、指Ｆ１でタッチスクリーン２Ｂにおい
てロック画面６０ｃが表示された部分をタッチしている。このとき、図１７Ｂに示すよう
に、ステップＳ１１２で利用者がロック画面６０ｃをタッチしてから時間Ｔ２が経過して
いる。なお、時間Ｔ２は時間Ｔ１よりも長い。この場合、スマートフォン１は、ステップ
Ｓ１１２でロック画面６０ｃに対するタッチを検出後、再度ステップＳ１１３でロック画
面６０ｃに対するタッチを検出する。この際、スマートフォン１は、ステップＳ１１２で
タッチが検出されてから、ステップＳ１１３でタッチが検出されるまでの時間間隔を測定
する。つまり、スマートフォン１は、時間Ｔ２分の時間間隔を測定する。そして、スマー
トフォン１は、ロック画面６０ｃを一度タッチしてから時間間隔Ｔ１をおいて再びタッチ
し、さらに時間間隔Ｔ２をおいて再度タッチするジェスチャが、予め設定された特定のジ
ェスチャの操作パターンと一致するか否かを判定する。
【０１２４】
　そして、スマートフォン１は、ステップＳ１１１～Ｓ１１３で検出した時間間隔Ｔ１お
よびＴ２をおいて３回ロック画面６０ｃをタッチするジェスチャが、予め設定された特定
のジェスチャの操作パターンと一致すると判定した場合に、ステップＳ１１４の処理を行
う。スマートフォン１は、ステップＳ１１４では、ロック状態を解除し、このタッチする
ジェスチャに対応付けられたテキストエディタアプリケーションを実行して、操作画面７
０をタッチスクリーンディスプレイ２に表示させる。
【０１２５】
　図１８Ａおよび図１８Ｂは、実施形態に係るスマートフォンが行う制御の第１２の例を
示す図である。この第１２の例では、スマートフォン１は、特定のジェスチャの操作パタ
ーンとして、第１１の例と同様に、所定の時間間隔で所定の回数の接触を入力するジェス
チャのパターンを設定している。なお、第１２の例では、スマートフォン１は、所定の時
間間隔で所定の回数の接触を入力するジェスチャとして、ロック画面６０ｃを一度タッチ
してから時間間隔Ｔ３をおいて再びタッチし、さらに時間間隔Ｔ４をおいて再度タッチす
るジェスチャを設定している。図１８Ｂに示すように、時間間隔Ｔ３は、時間間隔Ｔ４よ
りも長い。第１２の例では、このタッチするジェスチャには、ロック解除処理と、カメラ
アプリケーションの実行処理とが対応付けられている。
【０１２６】
　スマートフォン１は、図１８Ａに示すように、ステップＳ１２１で、図６Ｃと同様のロ
ック画面６０ｃをディスプレイ２Ａに表示している。そして、ステップＳ１２１では、利
用者が、指Ｆ１でタッチスクリーン２Ｂにおいてロック画面６０ｃが表示された部分をタ
ッチしている。この場合、スマートフォン１は、ロック画面６０ｃに対するタッチを検出
する。
【０１２７】
　そして、ステップＳ１２２では、利用者が再び、指Ｆ１でタッチスクリーン２Ｂにおい
てロック画面６０ｃが表示された部分をタッチしている。このとき、図１８Ｂに示すよう
に、ステップＳ１２１で利用者がロック画面６０ｃをタッチしてから時間Ｔ３が経過して
いる。この場合、スマートフォン１は、ステップＳ１２１でロック画面６０ｃに対するタ
ッチを検出後、再びステップＳ１２２でロック画面６０ｃに対するタッチを検出する。こ
の際、スマートフォン１は、ステップＳ１２１でタッチが検出されてから、ステップＳ１
２２でタッチが検出されるまでの時間間隔を測定する。つまり、スマートフォン１は、時
間Ｔ３分の時間間隔を測定する。
【０１２８】
　そして、ステップＳ１２３では、利用者が再度、指Ｆ１でタッチスクリーン２Ｂにおい
てロック画面６０ｃが表示された部分をタッチしている。このとき、図１８Ｂに示すよう
に、ステップＳ１２２で利用者がロック画面６０ｃをタッチしてから時間Ｔ４が経過して
いる。なお、時間Ｔ４は時間Ｔ３よりも短い。この場合、スマートフォン１は、ステップ
Ｓ１２２でロック画面６０ｃに対するタッチを検出後、再度ステップＳ１２３でロック画
面６０ｃに対するタッチを検出する。この際、スマートフォン１は、ステップＳ１２２で
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タッチが検出されてから、ステップＳ１２３でタッチが検出されるまでの時間間隔を測定
する。つまり、スマートフォン１は、時間Ｔ４分の時間間隔を測定する。そして、スマー
トフォン１は、ロック画面６０ｃを一度タッチしてから時間間隔Ｔ３をおいて再びタッチ
し、さらに時間間隔Ｔ４をおいて再度タッチするジェスチャが、予め設定された特定のジ
ェスチャの操作パターンと一致するか否かを判定する。
【０１２９】
　そして、スマートフォン１は、ステップＳ１２１～Ｓ１２３で検出した時間間隔Ｔ３お
よびＴ４をおいて３回ロック画面６０ｃをタッチするジェスチャが、予め設定された特定
のジェスチャの操作パターンと一致すると判定した場合に、ステップＳ１２４の処理を行
う。スマートフォン１は、ステップＳ１２４では、ロック状態を解除し、このタッチする
ジェスチャに対応付けられたカメラアプリケーションを実行して、操作画面８０をタッチ
スクリーンディスプレイ２に表示させる。
【０１３０】
　第１１の例および第１２の例において、図１７Ｂでは、時間Ｔ１より時間Ｔ２の方が長
いが、Ｔ１とＴ２とは同じであってもよい。Ｔ１よりＴ２の方が短くてもよい。同様に、
図１８Ｂでは、時間Ｔ３より時間Ｔ４の方が短いが、Ｔ３とＴ４とは同じであってもよい
。Ｔ３よりＴ４の方が長くてもよい。ロック画面６０ｃをタッチする指の本数が、ステッ
プＳ１１１からＳ１１３またはステップＳ１２１からＳ１２３の各々で同じであるが、各
々のステップで異なっていてもよい。スマートフォン１は、一度タッチが検出されてから
時間Ｔ１±Ｔ’後にタッチが検出された場合でも、時間Ｔ１後にタッチされたと判定して
よい。スマートフォン１は、時間間隔Ｔ１およびＴ２に、ある程度の幅を持たせてよい。
スマートフォン１は、タッチスクリーン２Ｂに対するタッチを検出したタイミングではな
く、タッチスクリーン２Ｂからのリリースを検出したタイミングに基づいてタッチが行わ
れたと判定してもよい。
【０１３１】
　図１９～図２１を参照しながら、ロック画面が表示されるロック状態で実行される制御
の処理手順について説明する。図１９に示す処理手順は、コントローラ１０が、制御プロ
グラム９Ａを実行することによって実現される。コントローラ１０は、図１９に示す処理
手順と並行して、ロック画面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。
【０１３２】
　コントローラ１０は、ステップＳＡ－１として、タッチスクリーンディスプレイ２にロ
ック画面を表示させる。コントローラ１０は、ステップＳＡ－１でロック画面を表示させ
たら、ステップＳＡ－２としてジェスチャありかを判定する。つまり、コントローラ１０
は、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ＳＡ－２でジェスチャが検
出されてない（ステップＳＡ－２でＮｏ）と判定した場合、ステップＳＡ－３として、閾
値時間≦待機時間であるかを判定する。コントローラ１０は、直近の操作が終了してから
の経過時間である待機時間が所定の閾値時間以上であるかを判定する。
【０１３３】
　コントローラ１０は、ステップＳＡ－３で閾値時間≦待機時間ではない（ステップＳＡ
－３でＮｏ）、つまり閾値時間＞待機時間であると判定した場合、ステップＳＡ－２に進
み、ジェスチャがありかを再び判定する。コントローラ１０は、ステップＳＡ－３で閾値
時間≦待機時間である（ステップＳＡ－３でＹｅｓ）と判定した場合、ステップＳＡ－４
として省電力モードに移行し、本処理を終了する。つまり、コントローラ１０は、タッチ
スクリーンディスプレイ２を消灯させロック画面を表示していない状態として、本処理を
終了する。
【０１３４】
　コントローラ１０は、ステップＳＡ－２でジェスチャあり（ステップＳＡ－２でＹｅｓ
）と判定した場合、ステップＳＡ－５として、タッチスクリーンディスプレイ２に対する
特定のジェスチャであるかを判定する。つまり、コントローラ１０は、ステップＳＡ－２
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で検出したジェスチャが上述の図７～図１８Ｂに示したような特定のジェスチャであるか
を判定する。この特定のジェスチャとは、例えば、ロック状態を解除するためのロック解
除ジェスチャである。
【０１３５】
　コントローラ１０は、ステップＳＡ－５で特定のジェスチャではない（ステップＳＡ－
５でＮｏ）と判定した場合、ステップＳＡ－６として、検出したジェスチャの処理を実行
し、ステップＳＡ－２に進む。ここで、検出したジェスチャの処理としては、ロック画面
で表示可能な画面、例えばヘルプ画面もしくは緊急通報画面の表示処理等である。
【０１３６】
　コントローラ１０は、ステップＳＡ－５で特定のジェスチャである（ステップＳＡ－５
でＹｅｓ）と判定した場合、ステップＳＡ－７として、検出した特定のジェスチャが予め
設定された操作パターンに一致するかを判定する。
【０１３７】
　コントローラ１０は、ステップＳＡ－７で検出された特定のジェスチャが予め設定され
た操作パターンに一致しない（ステップＳＡ－７でＮｏ）と判定した場合、ステップＳＡ
－８として、スマートフォン１の特定のジェスチャをやり直すことを利用者に促すメッセ
ージをディスプレイ２Ａに表示する。そして、コントローラ１０は、ステップＳＡ－２に
戻る。
【０１３８】
　コントローラ１０は、ステップＳＡ－７で検出された特定のジェスチャが予め設定され
た操作パターンに一致する（ステップＳＡ－７でＹｅｓ）と判定した場合、ステップＳＡ
－９として、ロック解除処理を実行する。コントローラ１０は、ステップＳＡ－１０とし
て、予め設定された操作パターンに対応するアプリケーションを起動する。コントローラ
１０は、ステップＳＡ－１１として、タッチスクリーンディスプレイ２に起動したアプリ
ケーションの画面を表示させる。そして、コントローラ１０は、その後、本処理を終了す
る。
【０１３９】
　図１９において、コントローラ１０は、ステップＳＡ－７で検出された特定のジェスチ
ャが予め設定された操作パターンに一致しない（ステップＳＡ－７でＮｏ）と判定した場
合、ステップＳＡ－８として、スマートフォン１の特定のジェスチャをやり直すことを利
用者に促すメッセージをディスプレイ２Ａに表示する例を説明したが、これに限定されな
い。例えば、コントローラ１０は、検出された特定のジェスチャが予め設定された操作パ
ターンに一致しない場合であっても、ロック解除処理を実行して、ロック状態が設定され
る前に表示されていたホーム画面等の画面を表示させてもよい。
【０１４０】
　図２０は、ロック画面が表示されるロック状態で実行される制御の処理手順の他の例を
示すフローチャートである。図２０は、検出された特定のジェスチャが予め設定された操
作パターンに一致すると判定した場合、つまり図１９のステップＳＡ－７でＹｅｓと判定
した後に実行する処理手順の他の例を示している。図２０に示す処理手順は、コントロー
ラ１０が、制御プログラム９Ａを実行することによって実現される。
【０１４１】
　コントローラ１０は、ステップＳＡ－７でＹｅｓと判定した場合、ステップＳＡ－１０
として、予め設定された操作パターンに対応するアプリケーションを起動する。コントロ
ーラ１０は、ステップＳＡ－１１として、タッチスクリーンディスプレイ２に起動したア
プリケーションの画面を表示させる。コントローラ１０は、ステップＳＡ－１１で起動し
たアプリケーションの画面を表示させたら、ステップＳＡ－１２として、起動したアプリ
ケーションの処理を実行する。例えば、コントローラ１０は、ジェスチャが検出されたら
検出されたジェスチャに対応する処理を実行する。
【０１４２】
　コントローラ１０は、ステップＳＡ－１２でアプリケーションの処理を実行したら、ス



(23) JP 5851326 B2 2016.2.3

10

20

30

40

50

テップＳＡ－１３としてアプリケーションを終了させるかを判定する。ここで、コントロ
ーラ１０は、例えば、アプリケーションを終了させるジェスチャを検出した場合、または
、予め設定された処理条件を満足していると判定した場合、アプリケーションを終了する
と判定する。コントローラ１０は、アプリケーションを終了させない（ステップＳＡ－１
３でＮｏ）と判定した場合、ステップＳＡ－１２に進み、アプリケーションの処理を実行
する。コントローラ１０は、アプリケーションを終了させる（ステップＳＡ－１３でＹｅ
ｓ）と判定した場合、ステップＳＡ－１４としてロック画面を表示し、本処理を終了する
。つまりコントローラ１０は、ステップＳＡ－１３でＹｅｓと判定した場合、図１９のス
テップＳＡ－１に進み図２０に示す処理を終了する。
【０１４３】
　スマートフォン１は、図２０に示すように、検出された特定のジェスチャが予め設定さ
れた操作パターンに対応すると判定した場合、予め設定された操作パターンに対応するア
プリケーションを実行し、そのアプリケーションが終了したら再びロック画面を表示させ
る。例えば、スマートフォン１は、検出された特定のジェスチャが、カメラアプリケーシ
ョンに予め対応付けられた操作パターンと一致する場合、カメラアプリケーションを実行
し、カメラを制御して被写体を撮影したらロック画面に戻る処理動作を実行することがで
きる。これにより、利用者は、予め設定された操作パターンに対応するアプリケーション
について完全にロック解除をしない状態で使用することができる。つまり、スマートフォ
ン１は、利用者が所望のアプリケーションを実行した後はロック状態に戻るよう制御する
。そのため、利用者が所望のアプリケーションをロック画面から直接実行するための操作
パターンを多く設定して、第三者が比較的に容易にロック解除をできてしまう状況になっ
た場合であっても、ロック状態を完全に解除することなく、一部の機能のみを使用可能と
することでセキュリティ性を確保することができる。
【０１４４】
　図２１は、ロック画面が表示されるロック状態で実行される制御の処理手順の他の例を
示すフローチャートである。図２１は、検出された特定のジェスチャが予め設定された操
作パターンに一致すると判定した場合、つまり図１９のステップＳＡ－７でＹｅｓと判定
した後に実行する処理手順の図２０に示した例とは異なる他の例を示している。図２１に
示す処理手順は、コントローラ１０が、制御プログラム９Ａを実行することによって実現
される。
【０１４５】
　コントローラ１０は、ステップＳＡ－７でＹｅｓと判定した場合、ステップＳＡ－９と
して、ロック解除処理を実行する。コントローラ１０は、ステップＳＡ－１０として、予
め設定された操作パターンに対応するアプリケーションを起動する。コントローラ１０は
、ステップＳＡ－１１として、タッチスクリーンディスプレイ２に起動したアプリケーシ
ョンの画面を表示させる。コントローラ１０は、ステップＳＡ－１１で起動したアプリケ
ーションの画面を表示させたら、ステップＳＡ－１２として、起動したアプリケーション
の処理を実行する。例えば、コントローラ１０は、ジェスチャが検出されたら検出された
ジェスチャに対応する処理を実行する。
【０１４６】
　コントローラ１０は、ステップＳＡ－１２でアプリケーションの処理を実行したら、ス
テップＳＡ－１３としてアプリケーションを終了させるかを判定する。ここで、コントロ
ーラ１０は、例えば、アプリケーションを終了させるジェスチャを検出した場合、または
、予め設定された処理条件を満足していると判定した場合、アプリケーションを終了する
と判定する。コントローラ１０は、アプリケーションを終了させない（ステップＳＡ－１
３でＮｏ）と判定した場合、ステップＳＡ－１２に進み、アプリケーションの処理を実行
する。コントローラ１０は、アプリケーションを終了させる（ステップＳＡ－１３でＹｅ
ｓ）と判定した場合、ステップＳＡ－１５として、図４に示すようなホーム画面を表示し
、本処理を終了する。つまりコントローラ１０は、ステップＳＡ－１３でＹｅｓと判定し
た場合、ロック画面に戻らず、スマートフォン１が有する各種機能を実行可能なホーム画



(24) JP 5851326 B2 2016.2.3

10

20

30

40

50

面に移行する。
【０１４７】
　このように、スマートフォン１は、利用者が所望のアプリケーションを実行した後は、
ロック状態に戻らず、スマートフォン１が有する各種機能を実行可能なホーム画面に移行
するので、ロック画面が表示された状態から所望のアプリケーションを実行する際の操作
性を向上させることができる。つまり、利用者は、従来技術のように、ロック状態を解除
してホーム画面を表示し、ホーム画面上から所望のアプリケーションに対応するアイコン
を選択して、所望のアプリケーションを実行させるジェスチャを行う必要がない。そのた
め、利用者は、特定のジェスチャのみでロック解除処理と所望のアプリケーションの実行
処理を同時に行うことができる。
【０１４８】
　次に、図２２～図２５を参照しながら、特定のジェスチャの操作パターンを登録する制
御について説明する。
【０１４９】
　図２２は、特定のジェスチャと対応付けるアプリケーションを選択するための選択画面
の一例を示している。図２２に示す選択画面９０には、アプリケーションの選択を行うた
めの画面であることを示す標題９２と、複数のアプリケーションの項目と、当該項目にそ
れぞれ対応したチェックボックス９４と、スクロールバー９８と、が表示されている。図
２２に示す選択画面９０には、スマートフォン１が実行可能なアプリケーションの項目と
して、例えば、アドレス帳、Ｅメール、赤外線通信、カメラ、テキストエディタ、ミュー
ジックプレーヤ、カレンダーが表示されている。図２２では、カメラの項目に対応するチ
ェックボックス９４には、チェックマーク９６が表示されている。
【０１５０】
　チェックボックス９４は、四角い枠であり、それぞれのアプリケーションの項目の左端
に表示されている。チェックボックス９４は、対応する項目が選択されているか否かを示
す表示領域である。チェックマーク９６は、チェックボックス９４に対応する項目のアプ
リケーションが、特定のジェスチャと対応付けるアプリケーションに選択されていること
を示す画像である。このように、チェックボックス９４は、項目が選択されている場合、
チェックマーク９６が表示され、項目が選択されていない場合、チェックマーク９６が表
示されない。項目を選択する選択操作は、例えば、対応するアプリケーションの項目また
は当該項目に対応するチェックボックス９４に対するタップである。
【０１５１】
　スクロールバー９８は、現在ディスプレイ２Ａに表示されている領域が選択画面９０の
全体の中でどこの領域に相当するかを示す画像である。スマートフォン１は、スクロール
バー９８の現在位置を示すオブジェクト９８ａを移動させる操作を検出した場合、検出し
た操作に基づいてディスプレイ２Ａに表示される選択画面９０をスクロールさせる。
【０１５２】
　スマートフォン１は、特定のボタン３がクリックされる等の所定の操作が検出されると
、選択画面９０を表示させ、選択画面９０の表示中に検出した操作に基づいて、ロック画
面上で特定のジェスチャが入力された場合にロック解除とともに実行させるアプリケーシ
ョンを決定する。例えば、スマートフォン１は、チェックマーク９６が表示されているチ
ェックボックス９４が１つ存在する状態で、標題９２に対するジェスチャ（例えば、タッ
プ）を検出した後、当該チェックボックス９４に対応するアプリケーション（図２２にお
いて、カメラアプリケーション）を、ロック画面上で特定のジェスチャが入力された場合
にロック解除とともに実行させるアプリケーションとして決定する。
【０１５３】
　図２２に示した選択画面９０では、アプリケーションの項目をアプリケーションの名称
の文字情報の画像としたがこれに限定されない。選択画面９０は、アプリケーションの項
目として、アプリケーションに対応付けられたアイコンの画像またはホーム画面に表示さ
れるアイコンの画像を用いてもよい。
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【０１５４】
　図２３は、特定のジェスチャの操作パターンを登録するための登録画面の一例を示す図
である。図２３に示す登録画面１００は、パターン登録を行うための画面であることを示
す標題１０２と、操作パターンを入力するための入力領域１０４と、が表示されている。
図２３に示す登録画面では、入力領域１０４内に、円形アイコン６１が３行３列の格子状
に全部で９個配置されている。つまり、図２３に示す登録画面の例では、図６Ａのロック
画面６０ａと同じ円形アイコン６１が表示されている。スマートフォン１は、例えば、こ
れらの円形アイコン６１が表示された位置を通る軌跡を入力するジェスチャを、選択画面
９０で選択されたアプリケーションと対応付ける特定のジェスチャとして決定する。例え
ば、スマートフォン１は、軌跡を入力するジェスチャを検出した後に、標題１０２に対す
るジェスチャ（例えば、タップ）を検出した場合、軌跡を入力するジェスチャを、選択画
面９０で選択されたアプリケーションと対応付ける特定のジェスチャとして決定する。そ
して、スマートフォン１は、登録画面１００上で検出された特定のジェスチャの操作パタ
ーンと、選択画面９０上で選択されたアプリケーションとを対応付けて設定データ９Ｚに
登録する。このように、設定データ９Ｚに記憶される特定のジェスチャの操作パターンは
、ロック状態の解除中に、利用者により任意に設定される。
【０１５５】
　図２３に示した登録画面１００では、入力領域１０４内を図６Ａのロック画面６０ａに
対応するよう円形アイコン６１の画像としたがこれに限定されない。登録画面１００は、
入力領域１０４内を図６Ｂのロック画面６０ｂまたは図６Ｃのロック画面６０ｃに対応す
る画像を用いてもよい。スマートフォン１は、登録画面１００内の所定領域（例えば、標
題１０２および入力領域１０４以外の領域）に対するジェスチャ（例えば、ダブルタップ
）を検出した場合、入力領域１０４内の画像を、ロック画面６０ａに対応する円形アイコ
ン６１の画像から、ロック画面６０ｂまたはロック画面６０ｃに対応する画像へと切り替
えてもよい。そして、スマートフォン１は、入力領域１０４内で検出されたジェスチャを
、選択画面９０で選択されたアプリケーションと対応付ける特定のジェスチャとして決定
する。
【０１５６】
　図２３では、登録画面１００上の入力領域１０４内には３行３列の格子状に９個配置さ
れているが、円形アイコン６１の数はこれに限定されない。例えば、登録画面１００は、
円形アイコン６１を４行４列の格子状に１６個配置してもよいし、円形アイコン６１を５
行５列の格子状に２５個配置してもよい。
【０１５７】
　図２４は、実施形態に係るスマートフォンが行う制御の第１３の例を示す図である。こ
の第１３の例では、スマートフォン１は、選択画面９０で選択されたカメラアプリケーシ
ョンと、登録画面１００で登録された所定の軌跡を入力するジェスチャと、を対応付けて
登録している。つまり、第１３の例では、スマートフォン１は、上述の図８に示した第２
の例において予め設定された特定のジェスチャの操作パターンと一致するか否かを判定す
る際に参照される、α２が示す軌跡を入力するジェスチャを登録している。
【０１５８】
　スマートフォン１は、図２４に示すように、ステップＳ１３１で、図２２と同様の選択
画面９０をディスプレイ２Ａに表示している。
【０１５９】
　そして、スマートフォン１は、カメラアプリケーションの項目に対応するチェックボッ
クス９４内にチェックマーク９６が表示されている状態で、標題９２に対するジェスチャ
を検出した場合に、ステップＳ１３２の処理を行う。スマートフォン１は、ステップＳ１
３２では、図２３と同様の登録画面１００をディスプレイ２Ａに表示する。
【０１６０】
　そして、ステップＳ１３３では、利用者が、指Ｆ１で登録画面１００の入力領域１０４
内に配置された９個の円形アイコン６１のうち右の列の上のアイコンをタッチしている。
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この場合、スマートフォン１は、この右の列の上のアイコンが表示されている位置でのタ
ッチを検出する。
【０１６１】
　そして、ステップＳ１３４では、利用者が、右の列の上のアイコンが表示されている位
置でタッチしていた指Ｆ１を、タッチスクリーンディスプレイ２上に接触させたままで右
の列の下のアイコンが表示されている位置まで、α２が示す軌跡に沿って移動させている
。この場合、スマートフォン１は、右の列の上のアイコンが表示されている位置を始点と
して、α２が示す軌跡に沿って移動し、右の列の下のアイコンが表示されている位置を終
点とするスワイプを検出する。そして、スマートフォン１は、当該スワイプを検出した後
に、標題１０２に対するジェスチャを検出した場合、α２が示す軌跡を入力するジェスチ
ャを、選択画面９０で選択されたカメラアプリケーションと対応付ける特定のジェスチャ
の操作パターンとして登録する。
【０１６２】
　図２５は、実施形態に係るスマートフォンが行う制御の処理手順を示すフローチャート
である。図２５では、特定のジェスチャの操作パターンを登録する制御の処理手順の一例
を示している。図２５に示す処理手順は、コントローラ１０が、制御プログラム９Ａを実
行することによって実現される。
【０１６３】
　コントローラ１０は、ステップＳＢ－１として、タッチスクリーンディスプレイ２に選
択画面９０を表示させる。コントローラ１０は、ステップＳＢ－１で選択画面９０を表示
させたら、ステップＳＢ－２としてジェスチャありかを判定する。つまり、コントローラ
１０は、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ＳＢ－２でジェスチャ
が検出されてない（ステップＳＢ－２でＮｏ）と判定した場合、ステップＳＢ－３として
、閾値時間≦待機時間であるかを判定する。コントローラ１０は、直近の操作が終了して
からの経過時間である待機時間が所定の閾値時間以上であるかを判定する。
【０１６４】
　コントローラ１０は、ステップＳＢ－３で閾値時間≦待機時間ではない（ステップＳＢ
－３でＮｏ）、つまり閾値時間＞待機時間であると判定した場合、ステップＳＢ－２に進
み、ジェスチャがありかを再び判定する。コントローラ１０は、ステップＳＢ－３で閾値
時間≦待機時間である（ステップＳＢ－３でＹｅｓ）と判定した場合、ステップＳＢ－４
として省電力モードに移行し、本処理を終了する。つまり、コントローラ１０は、タッチ
スクリーンディスプレイ２を消灯させて、本処理を終了する。
【０１６５】
　コントローラ１０は、ステップＳＢ－２でジェスチャあり（ステップＳＢ－２でＹｅｓ
）と判定した場合、ステップＳＢ－５として、選択画面９０が表示されたタッチスクリー
ンディスプレイ２に対してアプリケーションの項目または当該項目に対応するチェックボ
ックス９４を選択する選択操作であるかを判定する。つまり、コントローラ１０は、ステ
ップＳＢ－２で検出したジェスチャが選択操作であるかを判定する。この選択操作は、例
えば、アプリケーションの項目または当該項目に対応するチェックボックス９４に対する
タップである。
【０１６６】
　コントローラ１０は、ステップＳＢ－５で選択操作ではない（ステップＳＢ－５でＮｏ
）と判定した場合、ステップＳＢ－６として、検出したジェスチャの処理を実行し、ステ
ップＳＢ－２に進む。ここで、検出したジェスチャの処理としては、例えば、スクロール
バー９８の現在位置を示すオブジェクト９８ａを移動させる操作を検出した場合、検出し
た操作に基づいてディスプレイ２Ａに表示される選択画面９０をスクロールさせる処理等
である。
【０１６７】
　コントローラ１０は、ステップＳＢ－５で選択操作である（ステップＳＢ－５でＹｅｓ
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）と判定した場合、ステップＳＢ－７として、タッチスクリーンディスプレイ２に登録画
面１００を表示させる。コントローラ１０は、ステップＳＢ－７で登録画面１００を表示
させたら、ステップＳＢ－８としてジェスチャありかを判定する。つまり、コントローラ
１０は、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。
【０１６８】
　コントローラ１０は、ステップＳＢ－８でジェスチャが検出されてない（ステップＳＢ
－８でＮｏ）と判定した場合、ステップＳＢ－９として、閾値時間≦待機時間であるかを
判定する。コントローラ１０は、直近の操作が終了してからの経過時間である待機時間が
所定の閾値時間以上であるかを判定する。
【０１６９】
　コントローラ１０は、ステップＳＢ－９で閾値時間≦待機時間ではない（ステップＳＢ
－９でＮｏ）、つまり閾値時間＞待機時間であると判定した場合、ステップＳＢ－８に進
み、ジェスチャがありかを再び判定する。コントローラ１０は、ステップＳＢ－９で閾値
時間≦待機時間である（ステップＳＢ－９でＹｅｓ）と判定した場合、ステップＳＢ－４
として省電力モードに移行し、本処理を終了する。つまり、コントローラ１０は、タッチ
スクリーンディスプレイ２を消灯させて、本処理を終了する。
【０１７０】
　コントローラ１０は、ステップＳＢ－８でジェスチャあり（ステップＳＢ－８でＹｅｓ
）と判定した場合、ステップＳＢ－１０として、登録画面１００が表示されたタッチスク
リーンディスプレイ２に対して特定のジェスチャの操作パターンを入力する入力操作であ
るかを判定する。つまり、コントローラ１０は、ステップＳＢ－８で検出したジェスチャ
が操作パターンの入力操作であるかを判定する。この入力操作は、例えば、登録画面１０
０の入力領域１０４内で検出されるスワイプ、タップ等である。
【０１７１】
　コントローラ１０は、ステップＳＢ－１０で操作パターンの入力操作ではない（ステッ
プＳＢ－１０でＮｏ）と判定した場合、ステップＳＢ－１１として、検出したジェスチャ
の処理を実行し、ステップＳＢ－２に進む。ここで、検出したジェスチャの処理としては
、例えば、登録画面１００内の所定領域に対するジェスチャを検出した場合、入力領域１
０４内の画像を変更する処理等である。
【０１７２】
　コントローラ１０は、ステップＳＢ－１０で操作パターンの入力操作である（ステップ
ＳＢ－１０でＹｅｓ）と判定した場合、ステップＳＢ－１２として、ステップＳＢ－９で
登録画面１００上で検出された特定のジェスチャの操作パターンと、ステップＳＢ－５で
選択画面９０上で選択されたアプリケーションとを対応付けて設定データ９Ｚに登録する
。つまり、コントローラ１０は、検出された特定のジェスチャの操作パターンに、ロック
解除処理と、選択されたアプリケーションの表示処理とを対応付けて設定データ９Ｚに記
憶する。そして、コントローラ１０は、その後、本処理を終了する。
【０１７３】
　図２５において、コントローラ１０は、ステップＳＢ－５で選択操作である（ステップ
ＳＢ－５でＹｅｓ）と判定した後、更に選択画面９０上の標題９２に対するジェスチャが
検出されたか否かを判定し、当該標題９２に対するジェスチャが検出された場合に、次の
ステップＳＢ－７へ移行してもよい。コントローラ１０は、ステップＳＢ－１０で操作パ
ターンの入力操作である（ステップＳＢ－１０でＹｅｓ）と判定した後、更に登録画面１
００上の標題１０２に対するジェスチャが検出されたか否かを判定し、当該標題１０２に
対するジェスチャが検出された場合に、次のステップＳＢ－１２へ移行してもよい。コン
トローラ１０は、ステップＳＢ－１０として、検出したジェスチャが、アプリケーション
の選択をやり直すためのジェスチャ（例えば、登録画面１００内の所定領域に対するロン
グタップ）である場合、ステップＳＢ－１へ移行してもよい。
【０１７４】
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　図２２～図２５に示した例では、アプリケーションを選択後に操作パターンを登録する
例を説明したが、スマートフォン１は、登録画面１００を最初に表示して操作パターンを
登録後に、当該操作パターンに対応付けるアプリケーションを選択する選択画面９０を表
示するようにしてもよい。
【０１７５】
　図２２～図２５では、特定のジェスチャの操作パターンを登録する際、当該操作パター
ンに対応付ける特定のアプリケーションを選択する例について説明したが、これに限定さ
れない。スマートフォン１は、操作パターンの登録の際、対象のアプリケーションが有す
る特定の機能まで選択してもよい。例えば、スマートフォン１は、第１の操作パターンと
メールアプリケーションのうち新規メール作成画面の表示処理とを対応付けて登録しても
よく、第１の操作パターンとは異なる第２の操作パターンと受信メール一覧画面の表示処
理とを対応付けて登録してもよい。スマートフォン１は、第１の操作パターンとアドレス
帳のアプリケーションのうち新規アドレス登録画面の表示処理とを対応付けて登録しても
よく、第２の操作パターンとアドレス一覧画面の表示処理とを対応付けて登録してもよい
。
【０１７６】
　この他、スマートフォン１は、特定のジェスチャの操作パターンを登録する際、操作パ
ターンの入力操作の速度に応じて、同じ操作パターンであっても異なる速度であれば、別
のパターンとして登録してもよい。例えば、スマートフォン１は、登録画面１００上で検
出された所定の軌跡を入力するジェスチャを操作パターンとして登録する際、スワイプの
開始地点から終了地点までの時間を計測する。そして、スマートフォン１は、同じ軌跡を
入力するジェスチャであっても、計測された時間が第１の閾値以下である場合は、素早く
所定の軌跡が入力されたと判定して、第１の操作パターンとして検出する。スマートフォ
ン１は、計測された時間が第２の閾値以下である場合は、中程度の速度で所定の軌跡が入
力されたと判定して、第２の操作パターンとして検出する。スマートフォン１は、計測さ
れた時間が第３の閾値以下である場合は、遅い速度で所定の軌跡が入力されたと判定して
、第３の操作パターンとして検出する。ここで、第１の閾値は第２の閾値よりも短い時間
の値を規定しており、第２の閾値は第３の閾値よりも短い時間の値を規定している。そし
て、スマートフォン１は、例えば、第１の操作パターンとメールアプリケーションのうち
新規メール作成画面の表示処理とを対応付けて登録する。スマートフォン１は、第２の操
作パターンと受信メール一覧画面の表示処理とを対応付けて登録する。スマートフォン１
は、第３の操作パターンとメールメニュー画面の表示処理とを対応付けて登録する。
【０１７７】
　添付の請求項に係る技術を完全かつ明瞭に開示するために特徴的な実施形態に関し記載
してきた。しかし、添付の請求項は、上記実施形態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。
【０１７８】
　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。あ
るいは、図５に示した各プログラムは、他のプログラムと結合されていてもよい。
【０１７９】
　上記の実施形態では、タッチスクリーン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。添付の
請求項に係る装置は、スマートフォン以外の携帯電子機器であってもよい。携帯電子機器
は、例えば、モバイルフォン、タブレット、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、又はゲーム機である。あるいは、添付の請求項
に係る装置は、据え置き型の電子機器であってもよい。据え置き型の電子機器は、例えば
、デスクトップパソコン、及びテレビ受像器である。
【０１８０】
　なお、タッチスクリーンを備える装置が例えばゲーム機またはデスクトップパソコンで
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チスクリーンは、ノートパソコンのトラックパッドであってもよい。ディスプレイとタッ
チスクリーンとは、別体であってもよい。
【０１８１】
　上記の実施形態では、スマートフォン１は、タッチスクリーン２Ｂに対する特定のジェ
スチャが操作パターンと一致する場合に、ディスプレイ２Ａの表示をロック画面から、当
該操作パターンに対応するアプリケーションの操作画面へ変更するが、これに限定されな
い。スマートフォン１は、特定のジェスチャの操作パターンと、特定のホーム画面の表示
処理とを予め対応づけて設定してもよい。この場合、スマートフォン１は、タッチスクリ
ーン２Ｂに対する特定のジェスチャが操作パターンと一致する場合に、ディスプレイ２Ａ
の表示をロック画面から、当該操作パターンに対応する特定のホーム画面へ変更する。こ
の特定のホーム画面とは、例えば、ビジネス用のアプリケーションに対応するアイコンを
整理した第１のホーム画面、および、プライベート用のアプリケーションに対応するアイ
コンを整理した第２のホーム画面等である。これにより、利用者は、ロック画面から異な
る特定のジェスチャを入力することで、所望のホーム画面を立ち上げることができるので
、ロック画面が表示された状態から所望のホーム画面を起動する際の操作性および利便性
を向上させることができる。この他、スマートフォン１は、特定のジェスチャの操作パタ
ーンと、特定のメニュー画面（ランチャー画面）の表示処理とを予め対応づけて設定して
もよい。
【符号の説明】
【０１８２】
　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
１１　　スピーカ
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
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