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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　表示部と、
　前記表示部の表面に対応して配置され、表面への接触を検出する検出部と、
　前記検出部で検出した接触に基づいて接触操作を判断する制御部であって、前記接触操
作を規制する規制状態において、前記検出した接触を第１接触操作として判断した場合に
、前記規制状態を解除して前記規制状態の前に前記表示部に表示されていた画面を表示さ
せ、前記検出した接触を第２接触操作として判断した場合に、前記規制状態を解除して所
定機能を実行する制御部と、を備え、
　前記第２接触操作は、少なくとも１つの文字を構成する１画に近似する軌跡を有する第
１摺動操作であり、
　前記制御部は、前記接触操作を文字として認識する文字認識機能を有し、前記検出した
接触を前記第１摺動操作として判断した場合には、文字を入力する文字入力機能を前記所
定機能として実行し、前記文字認識機能により認識された前記第１摺動操作に基づく文字
を入力させた状態で表示させる、携帯電子機器。
【請求項２】
　前記制御部は、前記表示部への表示及び前記検出部による接触の検出を停止させる省電
力機能を有し、省電力状態から規制状態に移った場合には、前記文字認識機能を実行する
請求項１に記載の電子機器。
【請求項３】



(2) JP 5875937 B2 2016.3.2

10

20

30

40

50

　操作キーをさらに備え、
　前記制御部は、前記操作キーによる操作が行われた場合に、前記省電力状態を解除する
請求項２に記載の電子機器。
【請求項４】
　前記第２接触操作は、所定軌跡を有する第２摺動操作であり、
　前記制御部は、前記第２摺動操作を前記所定機能に予め対応付けて設定し、前記検出し
た接触を前記第２摺動操作として判断した場合には、前記所定機能を実行する請求項１に
記載の電子機器。
【請求項５】
　接触操作を規制する規制状態において、検出部で検出した接触を第１接触操作又は第２
接触操作であると判断するステップと、
　前記第１接触操作として判断した場合には、前記規制状態を解除して、前記規制状態の
前に表示部に表示されていた画面を表示させるステップと、
　前記第２接触操作として判断した場合には、前記規制状態を解除して、所定機能を実行
させるステップと、を備え、
　前記第２接触操作は、少なくとも１つの文字を構成する１画に近似する軌跡を有する第
１摺動操作であり、
　前記規制状態を解除して、前記規制状態の前に表示部に表示されていた画面を表示させ
るステップは、前記検出した接触を前記第１摺動操作として判断した場合には、文字を入
力する文字入力機能を前記所定機能として実行し、前記接触操作を文字として認識する文
字認識機能により認識された前記第１摺動操作に基づく文字を入力させた状態で表示させ
ることを含む、入力方法。
 
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、表示部を有する携帯電子機器及びその入力方法に関する。
【背景技術】
【０００２】
　従来より、タッチパネルを有する携帯電子機器において、省電力状態から所望の機能を
実行したい場合には、タッチパネルの誤操作を防止するための規制機能を解除した後に、
所望の機能を実行する必要がある。このようなタッチパネルの誤操作を防止するための規
制機能としては、例えば、特許文献１のような技術が提案されている。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００３】
【特許文献１】特開２００８－２４３１４９号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　しかし、上述したような携帯電子機器では、タッチパネルの誤操作を防止するための規
制機能を解除した後に、所望の機能を実行する必要があるため、迅速に所望の機能を実行
することができない可能性があった。
【０００５】
　本発明は、誤操作を防止するための規制機能を解除しつつ、所望の機能を迅速に実行す
ることが可能な携帯電子機器及びその入力方法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】
　本発明に係る携帯電子機器は、上記課題を解決するために、表示部と、前記表示部の表
面に対応して配置され、表面への接触を検出する検出部と、前記検出部で検出した接触に
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基づいて接触操作を判断する制御部であって、前記接触操作を規制する規制状態において
、前記検出した接触を第１接触操作として判断した場合に、前記規制状態を解除して前記
規制状態の前に前記表示部に表示されていた画面を表示させ、前記検出した接触を第２接
触操作として判断した場合に、前記規制状態を解除して所定機能を実行する制御部と、を
備える。
【０００７】
　また、前記第２接触操作は、少なくとも１つの文字を構成する１画に近似する軌跡を有
する第１摺動操作であり、前記制御部は、前記検出した接触を前記第１摺動操作として判
断した場合には、前記所定機能として文字を入力する文字入力機能を実行することが好ま
しい。
【０００８】
　また、前記制御部は、前記接触操作を文字として認識する文字認識機能を有し、前記検
出した接触を前記第１摺動操作として判断した場合には、前記文字入力機能を前記所定機
能として実行し、前記文字認識機能により認識された前記第１摺動操作に基づく文字を入
力させた状態で表示させることが好ましい。
【０００９】
　前記制御部は、前記表示部への表示及び前記検出部による接触の検出を停止させる省電
力機能を有し、省電力状態から規制状態に移った場合には、前記文字認識機能を実行する
ことが好ましい。
【００１０】
　また、前記携帯電子機器は、操作キーをさらに備え、前記制御部は、前記操作キーによ
る操作が行われた場合に、前記省電力状態を解除することが好ましい。
【００１１】
　また、前記第２接触操作は、所定軌跡を有する第２摺動操作であり、前記制御部は、前
記第２摺動操作を前記所定機能に予め対応付けて設定し、前記検出した接触を前記第２摺
動操作として判断した場合には、前記所定機能を実行することが好ましい。
【００１２】
　本発明に係る携帯電子機器は、上記課題を解決するために、表示部と、前記表示部の表
面に対応して配置され、表面への接触を検出する検出部と、前記検出部で検出した接触に
基づいて接触操作を判断する制御部であって、前記接触操作を文字として認識する文字認
識機能を有し、前記接触操作を規制する規制状態において、前記検出した接触を所定摺動
操作として判断した場合には、暗証情報を用いて前記規制状態を解除するための文字入力
機能を実行し、前記文字入力機能に対して、前記所定摺動操作に基づいて前記文字認識機
能により認識された文字を入力させた状態で表示させる制御部と、を備える。
【００１３】
　本発明に係る入力方法は、上記課題を解決するために、接触操作を規制する規制状態に
おいて、検出部で検出した接触を第１接触操作又は第２接触操作であると判断するステッ
プと、前記第１接触操作として判断した場合には、前記規制状態を解除して、前記規制状
態の前に表示部に表示されていた画面を表示させるステップと、前記第２接触操作として
判断した場合には、前記規制状態を解除して、所定機能を実行させるステップと、を備え
る。
【発明の効果】
【００１４】
　本発明によれば、誤操作を防止するための規制機能を解除しつつ、所望の機能を迅速に
実行することができる。
【図面の簡単な説明】
【００１５】
【図１】本実施形態に係る携帯電話機の外観斜視図である。
【図２】本実施形態に係る携帯電話機の機能を示す機能ブロック図である。
【図３】本実施形態に係る表示部に表示される画面遷移例を示す図である。
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【図４】本実施形態に係る制御部の内部処理について示すフローチャートである。
【図５】本実施形態に係る制御部の暗証情報を用いて規制状態を解除する処理について示
すフローチャートである。
【発明を実施するための形態】
【００１６】
　以下、本発明の実施の形態について説明する。まず、本発明の携帯電子機器の一実施形
態に係る携帯電話機１の基本構造について、図１を参照しながら説明する。図１は、本実
施形態に係る携帯電話機１の外観斜視図である。
【００１７】
　携帯電話機１は、筺体２を備える。筺体２には、正面部に、操作キー９と、タッチパネ
ル１０と、マイク１３と、レシーバ１４と、が配置される。
【００１８】
　タッチパネル１０は、表示部１１と、検出部１２とを備える（図２参照）。表示部１１
は、液晶又は有機ＥＬ（エレクトロルミネッセンス）で構成される表示パネルである。検
出部１２は、表示部１１に対する携帯電話機１のユーザの指やタッチペン等の物体の接触
を検出する。検出部１２には、表示部１１の表面に対応して配され、例えば、静電容量方
式や抵抗膜方式等が利用可能である。
【００１９】
　マイク１３は、携帯電話機１のユーザが通話時に発した音声を入力するために用いられ
る。
　レシーバ１４は、携帯電話機１のユーザの通話相手が発した音声を出力するために用い
られる。
【００２０】
　続いて、図２を参照しながら、携帯電話機１の機能構成について説明する。図２は、携
帯電話機１の機能構成を示すブロック図である。
【００２１】
　携帯電話機１は、上述した、操作キー９と、タッチパネル１０（表示部１１及び検出部
１２）と、マイク１３と、レシーバ１４とを備える。また、携帯電話機１は、通信部１５
と、記憶部１６と、制御部１７とを備える。
【００２２】
　通信部１５は、メインアンテナ（図示省略）とＲＦ回路部（図示省略）とを備え、所定
の連絡先に発信したり、通信したりする。通信部１５が発信する連絡先は、例えば、警察
又は消防といった緊急連絡先である。また、通信部１５が通信を行う通信先は、携帯電話
機１と電話若しくはメールの送受信を行う外部装置、又は携帯電話機１がインターネット
の接続を行う外部のｗｅｂサーバ等の外部装置等である。
【００２３】
　通信部１５は、所定の使用周波数帯で外部装置と通信を行う。具体的には、通信部１５
は、上記のメインアンテナによって受信した信号を復調処理し、処理後の信号を制御部１
７に供給する。また、通信部１５は、制御部１７から供給された信号を変調処理し、上記
のメインアンテナを介して外部装置（基地局）に送信する。
【００２４】
　記憶部１６は、例えば、ワーキングメモリを含み、制御部１７による演算処理に利用さ
れる。また、記憶部１６は、携帯電話機１の内部で動作するアプリケーション及びデータ
ベースを１又は複数記憶する。なお、記憶部１６は、着脱可能な外部メモリを兼ねていて
もよい。
【００２５】
　制御部１７は、携帯電話機１の全体を制御しており、表示部１１、通信部１５等に対し
て制御を行う。
【００２６】
　次に、図３を参照しながら本実施形態に係る制御部１７による処理について説明する。
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図３は、本実施形態に係る表示部に表示される画面遷移例を示す図である。
【００２７】
　制御部１７は、検出部１２で検出した接触に基づいて接触操作を判断する。制御部１７
は、規制状態に移る機能を有する。この規制状態では、接触操作が所定の接触操作に規制
される。この規制状態により、携帯電話機１は、意図しない機能及びアプリケーション等
が実行される誤操作を低減できる。例えば、制御部１７は、検出部１２により接触が一定
時間以上検出されない場合に、規制状態に移る。
【００２８】
　制御部１７は、省電力状態に移る機能を有する。この省電力状態では、検出部１２によ
る接触の検出と表示部１１の表示とが停止される（図３の（ａ）参照）。例えば、制御部
１７は、規制状態において、検出部１２により接触が一定時間以上検出されない場合には
、省電力状態に移る。この省電力状態により、携帯電話機１は、電力の消費を低減できる
。
【００２９】
　制御部１７は、省電力状態で操作キー９が操作されると、省電力状態から規制状態に移
る。例えば、制御部１７は、操作キー９が操作されると、表示部１１の表示を開始させ、
かつ検出部１２による接触の検出を開始させる。本実施形態の制御部１７は、省電力状態
から規制状態に移った場合に、検出部１２により検出される接触を文字として認識する文
字認識アプリケーションを実行する。
【００３０】
　検出部１２は、規制状態において、接触を検出する。制御部１７は、検出した接触を第
１の接触操作として判断すると、規制状態を解除する。制御部１７は、規制状態を解除す
るのに加えて、規制状態の直前に表示部１１に表示されていた画面を表示させる。
 
【００３１】
　ここでは、第１の接触操作として、横方向（左から右、又は右から左）へ摺動する第１
摺動操作が設定された場合を採用して説明する。この場合、制御部１７は、規制状態にお
いて、検出部１２により検出された接触が第１摺動操作か否かを判断する。制御部１７は
、第１摺動操作と判断すると、規制状態を解除する（図３の（ｄ）参照）。制御部１７は
、規制状態を解除するのに加えて、規制状態の直前に表示部１１に表示されていた画面を
表示させる（図３の（ｅ）参照）。この例では、直前に表示部１１に表示されていた待ち
受け画面を表示させる。なお、待ち受け画面とは、発着信を含むアプリケーションの実行
を待ち受ける画面である。この待ち受け画面には、任意の壁紙を表示することができる。
【００３２】
　制御部１７は、検出部１２が検出した接触を第２の接触操作として判断すると、規制状
態を解除して所定の機能を実行する。
　ここでは、第２の接触操作として、所定軌跡を有する第２摺動操作が設定された場合を
採用して説明する。この場合、制御部１７は、規制状態において、検出部１２により検出
された接触が第２摺動操作か否かを判断する。制御部１７は、検出した接触を第２接触操
作と判断すると、規制状態を解除して、所定の機能を実行する。ここで、Ｌ字型の軌跡を
有する摺動操作が第２摺動操作として設定され、ミュージックプレイヤーのアプリケーシ
ョンが所定の機能として設定された場合を採用して説明する。制御部１７は、検出された
接触をＬ字型の軌跡を有する第２摺動操作として判断した場合（図３の（ｂ）参照）に、
規制状態を解除して、ミュージックプレイヤーのアプリケーションを実行する（図３の（
ｃ）参照）。
【００３３】
　このように、携帯電話機１は、検出された接触を第２の接触操作として判断した場合に
、規制状態を解除して、第２の接触操作に対応付けられた所定機能を実行する。このため
、携帯電話機１では、所定の機能を迅速に実行することができる。携帯電話機１は、第１
の接触操作が検出された場合には、規制状態を解除して、規制状態の直前に表示部１１に
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表示されていた画面を表示させるため、規制状態の直前に操作していた機能を即座に使用
することができる。これらの各々によって、携帯電話機１は、ユーザの利便性を向上させ
ることができる。
【００３４】
　携帯電話機１は、操作キー９による操作が行われた場合に、省電力状態から規制状態に
移り、文字認識アプリケーションを実行するため、省電力状態から規制状態に移った後に
、文字認識アプリケーションを用いた処理を迅速に行うことができる。
　携帯電話機１では、第２の接触操作を複数設定することが可能である。ここでは、他の
第２の接触操作として、少なくとも１つの文字を構成する１画に近似する軌跡を有する第
３摺動操作が設定され、第３摺動操作に対応する機能として文字入力アプリケーションが
設定された場合を採用して説明する。この場合、制御部１７は、規制状態において、検出
部１２により検出された接触が少なくとも１つの文字を構成する１画に近似する軌跡を有
する第３摺動操作か否かを判断する。制御部１７は、検出した接触を第３摺動操作と判断
すると、規制状態を解除し、文字入力アプリケーションを実行する。制御部１７は、文字
認識アプリケーションにより認識された所定摺動操作を、文字又は文字の一部として入力
させた状態で表示させる。
【００３５】
　具体的には、制御部１７は、規制状態において、検出部１２により検出された接触を文
字「そ」に近似する軌跡を有する摺動操作として判断した場合（図３の（ｆ）参照）には
、文字認識アプリケーションにより文字「そ」を認識し、かつ規制状態を解除する。制御
部１７は、文字入力アプリケーションを実行し、文字認識アプリケーションにより認識さ
れた文字「そ」を入力させた状態で表示させる（図３の（ｇ）参照）。ここで、図３の（
ｇ）に示す文字入力アプリケーションでは、表示部１１の画面の上段に文字（例えば、「
そ」）が入力され、画面の中段に上段に表示されている文字の変換候補（例えば、「そ」
、「それ」、「それは」、「外」、「空」等）が表示される。また、画面の下段には、ソ
フトウェアキーボード（例えば、ＱＷＥＲＴＹキーボード）が表示される。
【００３６】
　これにより、携帯電話機１は、手書き文字を用いて、規制状態を解除し、かつ文字入力
アプリケーションを迅速に実行させることができる。また、携帯電話機１は、文字入力ア
プリケーションを実行し、文字認識アプリケーションにより認識された文字を入力させた
状態で表示させるため、文字入力アプリケーションの利便性を向上させることができる。
【００３７】
　なお、制御部１７は、文字「か」のような複数の画数の文字を検出する際には、複数の
検出部１２により検出された接触を文字「か」の一画目に近似する軌跡を有する摺動操作
として判断した場合に、文字認識アプリケーションにより文字「か」の一画目を認識し、
かつ規制状態を解除する。さらに、制御部１７は、文字入力アプリケーションを実行し、
文字認識アプリケーションにより認識された文字「か」の一画目を入力させた状態で表示
させる。
【００３８】
　制御部１７は、暗証情報を用いて規制状態を解除してもよい。この場合、制御部１７は
、予め設定された文字や数字等の暗証情報を入力することにより、規制状態を解除するこ
とができる。
【００３９】
　そして、本実施形態では、制御部１７は、暗証情報を用いる規制状態において、検出部
１２により検出された接触を所定摺動操作として判断した場合には、暗証情報を用いて規
制状態を解除するための文字入力アプリケーションを実行する。さらに、制御部１７は、
文字入力アプリケーションを実行し、文字入力アプリケーションに対して文字認識アプリ
ケーションにより認識された所定摺動操作を文字として入力させた状態で表示させる。
【００４０】
　具体的には、制御部１７は、暗証情報を用いる規制状態において、検出部１２により検
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出された接触を、数字「２」に近似する軌跡を有する摺動操作として判断した場合（図３
の（ｈ）参照）には、文字認識アプリケーションにより数字「２」を認識する。さらに、
制御部１７は、文字入力アプリケーションを実行し、文字認識アプリケーションにより認
識された数字「２」を入力させた状態で表示させる（図３の（ｉ）参照）。そして、図３
の（ｉ）の状態から、制御部１７は、数字「２」に続く数字を入力することで暗証情報を
用いる規制状態を解除することが可能となる。
【００４１】
　これにより、携帯電話機１は、暗証情報を用いる規制状態の解除を迅速に行うことがで
きる。
【００４２】
　なお、制御部１７は、数字「４」のような複数の画数の文字を検出する際には、検出部
１２により検出された接触を、数字「４」の一画目に近似する軌跡を有する摺動操作であ
ると判断した場合に、文字認識アプリケーションにより数字「４」の一画目を認識する。
さらに、制御部１７は、文字入力アプリケーションを実行し、文字認識アプリケーション
により認識された数字「４」の一画目を入力させた状態で表示させる。そして、数字「４
」の一画目が入力された状態から、制御部１７は、数字「４」の二画目、及び数字「４」
に続く数字を入力することで暗証情報を用いる規制状態を解除することが可能となる。
【００４３】
　図４は、本実施形態に係る制御部１７の内部処理について示すフローチャートである。
　ステップＳ１において、制御部１７は、省電力状態において、操作キー９による操作を
受け付ける。
【００４４】
　ステップＳ２において、制御部１７は、操作キー９による操作が行われると、省電力状
態を解除して、表示部１１を点灯させ、かつ検出部１２による接触の検出が可能な規制状
態に移る。
【００４５】
　ステップＳ３において、制御部１７は、検出された接触を文字として認識する文字認識
アプリケーションを実行する。
　ステップＳ４において、検出部１２は、表面への接触を検出する。
【００４６】
　ステップＳ５において、制御部１７は、検出された接触が横方向へ摺動する操作である
か否かを判断する。横方向へ摺動する操作である場合（ＹＥＳ）には、ステップＳ６へ進
む。横方向へ摺動する操作ではない場合（ＮＯ）には、ステップＳ７へ進む。
【００４７】
　ステップＳ６において、制御部１７は、規制状態を解除して、規制状態になる直前に表
示部１１に表示されていた画面を表示させる。
【００４８】
　ステップＳ７において、制御部１７は、検出された接触が所定軌跡を有する摺動操作で
あるか否かを判断する。所定軌跡を有する摺動操作である場合（ＹＥＳ）には、ステップ
Ｓ８へ進む。所定軌跡を有する摺動操作ではない場合（ＮＯ）には、ステップＳ９へ進む
。
【００４９】
　ステップＳ８において、制御部１７は、規制状態を解除して、所定軌跡に対応付けられ
た所定機能を実行させる。
【００５０】
　ステップＳ９において、制御部１７は、検出された接触が少なくとも１つの文字を構成
する１画に近似する軌跡を有する摺動操作であるか否かを判断する。少なくとも１つの文
字を構成する１画に近似する軌跡を有する摺動操作である場合（ＹＥＳ）には、ステップ
Ｓ１０へ進む。少なくとも１つの文字を構成する１画に近似する軌跡を有する摺動操作で
はない場合（ＮＯ）には、処理を終了し、規制状態を維持する。
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【００５１】
　ステップＳ１０において、制御部１７は、規制状態を解除し、文字入力アプリケーショ
ンを実行し、文字認識アプリケーションにより認識された所定摺動操作を文字として入力
させた状態で表示させる。
【００５２】
　図５は、本実施形態に係る制御部１７の暗証情報を用いて規制状態を解除する処理につ
いて示すフローチャートである。
　ステップＳ２１において、制御部１７は、省電力状態において、操作キー９による操作
を受け付ける。
【００５３】
　ステップＳ２２において、制御部１７は、操作キー９による操作が行われると、省電力
状態を解除して、表示部１１を点灯させ、かつ検出部１２による接触の検出が可能な規制
状態に移る。
【００５４】
　ステップＳ２３において、制御部１７は、検出部１２により検出される接触を文字とし
て認識する文字認識アプリケーションを実行する。
　ステップＳ２４において、検出部１２は、表面への接触を検出する。
【００５５】
　ステップＳ２５において、制御部１７は、検出部１２により検出された接触が少なくと
も１つの文字又は数字を構成する１画に近似する軌跡を有する摺動操作であるか否かを判
断する。近似する軌跡を有する摺動操作である場合（ＹＥＳ）には、ステップＳ２６へ進
む。近似する軌跡を有する摺動操作ではない場合（ＮＯ）には、処理を終了し、暗証情報
を用いた規制状態を維持する。
【００５６】
　ステップＳ２６において、制御部１７は、暗証情報を用いて規制状態を解除するための
文字入力アプリケーションを実行する。さらに、制御部１７は、文字入力アプリケーショ
ンを実行し、文字入力アプリケーションに対して文字認識アプリケーションにより認識さ
れた摺動操作を文字として入力させた状態で表示させる。
【００５７】
　以上、本発明の実施形態について説明したが、本発明は上述した実施形態に制限される
ものではなく、適宜変更が可能である。例えば、上述した実施形態では、規制状態を解除
する際に、横方向へ摺動する操作や、Ｌ字型の軌跡を有する摺動操作等を用いたが、他の
摺動操作を用いてもよい。
【００５８】
　なお、上述した実施形態では、第１接触操作と第２接触操作との判別を、それぞれの摺
動における軌跡の相異により行う例を示したが、これに限られるものではない。すなわち
、例えば、摺動操作の生じた時間や、摺動操作の相異、あるいは摺動の軌跡自体が同じで
あっても、接触の開始点、終了点のいずれかにて、所定時間以上接触位置の移動がなく接
触が継続したか否か、等によって判別してもよい。
【００５９】
　また、上述した実施形態において、携帯電子機器としての携帯電話機１について説明し
たが、他の携帯電子機器にも適用可能である。例えば、本発明の携帯電子機器は、デジタ
ルカメラ、ＰＨＳ（登録商標；Ｐｅｒｓｏｎａｌ　Ｈａｎｄｙ　ｐｈｏｎｅ　Ｓｙｓｔｅ
ｍ）、ＰＤＡ（Ｐｅｒｓｏｎａｌ　Ｄｉｇｉｔａｌ　Ａｓｓｉｓｔａｎｔ）、ポータブル
ナビゲーション装置、パソコン、ノートパソコン、携帯ゲーム装置等であってもよい。
【００６０】
　また、上述した携帯電話機１は、いわゆるストレートタイプの携帯電話機の形態を示し
ているが、携帯電話機の形態としては特にこれに限られない。例えば、携帯電話機は、両
筐体を重ね合わせた状態から一方の筐体を一方向にスライドさせるようにしたスライド式
や、重ね合せ方向に沿う軸線を中心に一方の筐体を回転させるようにした回転式（ターン
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タイプ）でもよい。
【符号の説明】
【００６１】
　１　携帯電話機（携帯電子機器）
　９　操作キー
　１１　表示部
　１２　検出部
　１７　制御部

【図１】 【図２】
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【図５】



(11) JP 5875937 B2 2016.3.2

10

フロントページの続き

(56)参考文献  米国特許出願公開第２０１０／０３０６７１８（ＵＳ，Ａ１）　　
              米国特許出願公開第２０１１／０１０５１９３（ＵＳ，Ａ１）　　
              米国特許出願公開第２０１０／０２６９０４０（ＵＳ，Ａ１）　　
              国際公開第２０１１／０７４４６５（ＷＯ，Ａ１）　　
              特表２００９－５２１７５３（ＪＰ，Ａ）　　　
              国際公開第２０１０／１３７８５９（ＷＯ，Ａ２）　　

(58)調査した分野(Int.Cl.，ＤＢ名)
              Ｇ０６Ｆ　　３／０４８８
              Ｇ０６Ｆ　　３／０４１
              Ｈ０４Ｍ　　１／２４７


	biblio-graphic-data
	claims
	description
	drawings
	overflow

