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(57)【要約】
　プロセッサ及びタッチディスプレイを有する、携帯通
信装置用入力方法、及びその携帯通信装置が開示される
。本発明は、特にキーセットを有するタッチキーパッド
を表示すること、そのキーセットのうちの一つのキー上
で物体を検知すること、及び物体が検知された際、上記
の一つのキーに隣接して第１のキーのサブセットを表示
することを含み、そのキーのサブセットは、上記の一つ
のキーの第１のサブ機能のセットに関連付けられている
。
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　プロセッサとタッチディスプレイとを有する携帯通信装置であって、
　前記タッチディスプレイは、前記プロセッサの制御の下、
　　キーセットを有するタッチキーパッドを表示し、
　　前記キーセットのうちの一つのキー上の物体を検出し、
　　前記一つのキー上で前記物体が検出されたとき、前記一つのキーの第１のサブ機能の
セットに関連付けられた第１のキーのサブセットを表示し、該第１のキーのサブセットは
、前記一つのキーに隣接して配置される、
ように構成されることを特徴とする携帯通信装置。
【請求項２】
　前記タッチディスプレイは、前記プロセッサの制御の下、
　前記第１のキーのサブセットのうちの一つのキー上の物体を検出し、
　前記第１のキーのサブセットのうちの一つのキー上で前記物体が検出されたとき、前記
第１のキーのサブセットのうちの前記一つのキーの第２のサブ機能のセットに関連付けら
れた第２のキーのサブセットを表示し、該第２のキーのサブセットは前記第１のキーのサ
ブセットのうちの前記一つのキーに隣接して配置されるように構成される、
請求項１に記載の携帯通信装置。
【請求項３】
　前記第２のサブ機能のセットは、前記第１のサブ機能のセットのうちの一つのサブ機能
に対して階層的に関連する、請求項２に記載の携帯通信装置。
【請求項４】
　前記第１のサブ機能のセットは、前記携帯通信装置の第１のアプリケーションに関連し
、前記第２のサブ機能のセットは、前記携帯通信装置の第２のアプリケーションに関連す
る、請求項２に記載の携帯通信装置。
【請求項５】
　前記第２のサブ機能のセットはアプリケーションに依存する請求項２～４の何れか一項
に記載の携帯通信装置。
【請求項６】
　前記第１のキーのサブセットのうちの前記一つのキーの前記第２のサブ機能のセットに
関連付けられた前記第２のキーのサブセットは、第１のアプリケーションに関連するサブ
機能に関連付けられた第１のキーのグループと、第２のアプリケーションに関連するサブ
機能に関連付けられた第２のキーのグループとを有する、請求項２～５の何れか一項に記
載の携帯通信装置。
【請求項７】
　前記タッチディスプレイは、前記プロセッサの制御の下、前記タッチディスプレイ上で
前記第１のキーのサブセットのうちの前記一つのキーに隣接する少なくとも一つのキーを
移動して、前記第２のキーのサブセットのための空間を設けるようにさらに構成される、
請求項２～６の何れか一項に記載の携帯通信装置。
【請求項８】
　前記タッチディスプレイは、前記プロセッサの制御の下、前記タッチディスプレイ上で
前記第１のキーのサブセットのうちの前記一つのキーに隣接する少なくとも一つのキーを
縮小して、前記第２のキーのサブセットのための空間を設けるようにさらに構成される、
請求項２～７の何れか一項に記載の携帯通信装置。
【請求項９】
　前記第１のサブ機能のセットは、アプリケーションに依存する請求項１～８の何れか一
項に記載の携帯通信装置。
【請求項１０】
　前記一つのキーの第１のサブ機能のセットに関連付けられた前記第１のキーのサブセッ
トは、第１のアプリケーションに関連するサブ機能に関連付けられた第１のキーのグルー
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プと、第２のアプリケーションに関連するサブ機能に関連付けられた第２のキーのグルー
プとを有する、請求項１～９の何れか一項に記載の携帯通信装置。
【請求項１１】
　前記タッチディスプレイは、前記プロセッサの制御の下、前記タッチディスプレイ上で
前記キーセットのうちの前記一つのキーに隣接する少なくとも一つのキーを移動して、前
記第１のキーのサブセットのための空間を設けるようにさらに構成される、請求項１～１
０の何れか一項に記載の携帯通信装置。
【請求項１２】
　前記タッチディスプレイは、前記プロセッサの制御の下、前記タッチディスプレイ上で
前記キーセットのうちの前記一つのキーに隣接する少なくとも一つのキーを縮小して、前
記第１のキーのサブセットのための空間を設けるようにさらに構成される、請求項１～１
１の何れか一項に記載の携帯通信装置。
【請求項１３】
　前記タッチディスプレイは、前記の検出から所定時間を経過した後まで、前記第１のキ
ーのサブセットの表示を遅らせるように構成される、請求項１～１２の何れか一項に記載
の携帯通信装置。
【請求項１４】
　前記タッチディスプレイは、前記検出の中断後、所定時間の間前記第１のキーのサブセ
ットを表示するように構成される、請求項１～１３の何れか一項に記載の携帯通信装置。
【請求項１５】
　前記サブ機能は、英数入力と、メディアプレーヤー入力と、アプリケーション、機能ま
たは連絡先へのショートカットと、若しくはブラウザ入力またはそれらの何れかの組み合
わせを含む、請求項１～１４の何れか一項に記載の携帯通信装置。
【請求項１６】
　プロセッサとタッチディスプレイとを有する携帯通信装置の入力方法であって、
　キーセットを有するタッチキーパッドを表示するステップと、
　前記キーセットのうちの一つのキー上の物体を検出するステップと、
　前記物体が検出されたとき、前記一つのキーの第１のサブ機能のセットに関連付けられ
た第１のキーのサブセットを、前記一つのキーに隣接して表示するステップと、
を含むことを特徴とする携帯通信装置の入力方法。
【請求項１７】
　前記第１のキーのサブセットのうちの一つのキー上の物体を検出するステップと、
　前記物体が検出されたとき、前記第１のキーのサブセットのうちの前記一つのキーの第
２のサブ機能のセットに関連付けられた第２のキーのサブセットを、前記第１のキーのサ
ブセットのうちの前記一つのキーに隣接して表示するステップとをさらに含む、請求項１
６に記載の方法。
【請求項１８】
　前記タッチディスプレイ上で前記第１のキーのサブセットのうちの前記一つのキーに隣
接する少なくとも一つのキーを移動して、前記第２のキーのサブセットのための空間を設
けるステップをさらに含む、請求項１７に記載の方法。
【請求項１９】
　前記第２のサブ機能のセットは、前記第１のサブ機能のセットのうちの一つのサブ機能
に対して階層的に関連する、請求項１７または１８に記載の方法。
【請求項２０】
　前記第１のサブ機能のセットは、前記携帯通信装置の第１のアプリケーションに関連し
、前記第２のサブ機能のセットは、前記携帯通信装置の第２のアプリケーションに関連す
る、請求項１７～１９の何れか一項に記載の方法。
【請求項２１】
　前記タッチディスプレイ上で前記第１のキーのサブセットのうちの前記一つのキーに隣
接する少なくとも一つのキーを縮小して、前記第２のキーのサブセットのための空間を設
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けるステップをさらに含む、請求項１７～２０の何れか一項に記載の方法。
【請求項２２】
　前記第２のサブ機能のセットはアプリケーションに依存する請求項１７～２１の何れか
一項に記載の方法。
【請求項２３】
　前記第１のキーのサブセットのうちの前記一つのキーの前記第２のサブ機能のセットに
関連付けられた前記第２のキーのサブセットは、第１のアプリケーションに関連するサブ
機能に関連付けられた第１のキーのグループと、第２のアプリケーションに関連するサブ
機能に関連付けられた第２のキーのグループとを有する、請求項１７～２２の何れか一項
に記載の方法。
【請求項２４】
　前記タッチディスプレイ上で前記キーセットのうちの前記一つのキーに隣接する少なく
とも一つのキーを移動して、前記第１のキーのサブセットのための空間を設けるステップ
をさらに含む、請求項１６～２３の何れか一項に記載の方法。
【請求項２５】
　前記タッチディスプレイ上で前記キーセットのうちの前記一つのキーに隣接する少なく
とも一つのキーを縮小して、前記第１のキーのサブセットのための空間を設けるステップ
をさらに含む、請求項１６～２４の何れか一項に記載の方法。
【請求項２６】
　前記物体を検出するステップは、前記第１のキーのサブセットを表示する前の所定時間
の間、前記物体を検出することを含む、請求項１６～２５の何れか一項に記載の方法。
【請求項２７】
　前記物体の検出を中断した後の所定時間の間、前記第１のキーのサブセットの表示を継
続するステップをさらに含む、請求項１６～２６の何れか一項に記載の方法。
【請求項２８】
　前記第１のサブ機能のセットは、アプリケーションに依存する請求項１６～２７の何れ
か一項に記載の方法。
【請求項２９】
　前記一つのキーの第１のサブ機能のセットに関連付けられた前記第１のキーのサブセッ
トは、第１のアプリケーションに関連するサブ機能に関連付けられた第１のキーのグルー
プと、第２のアプリケーションに関連するサブ機能に関連付けられた第２のキーのグルー
プとを有する、請求項１６～２８の何れか一項に記載の方法。
【請求項３０】
　前記サブ機能は、英数入力と、メディアプレーヤー入力と、アプリケーション、機能ま
たは連絡先へのショートカットと、若しくはブラウザ入力またはそれらの何れかの組み合
わせを含む、請求項１６～２９の何れか一項に記載の方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、改善されたユーザインターフェースを備えた携帯通信装置、及び携帯通信装
置用入力方法に関する。
【背景技術】
【０００２】
　非常に多くの機能を有する今日の携帯通信装置が抱える問題は、非常に多数の機能を非
常に限られた数の入力手段、すなわち、キー、回転入力手段、ジョイスティックなどでコ
ントロールすることにある。これは、通常、メニューシステムを用いて対処され、その場
合、機能は、通常は階層的になっているメニューシステムをナビゲートすることによって
アクセスされる。しかし、よく使用される機能について、特に複数の機能がシーケンスに
おいて操作されるとき、メニューアプローチはユーザにとって満足のいくものではない。
この一つの例はテキストの入力である。この場合、マルチタップまたは予想機能が既に使
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用されている。しかしまだ、現存する解は誤りを生じ易いため、改善の必要がある。この
問題は、米国特許出願公開第2005/0140659号に示されているように、複数の通常キーと複
数の追加キーを有するキーパッドを用いて解決され得る。その追加キーは、通常キーの動
作に応じて適合する機能を得る。これはテキスト入力用に使用され、そして例えば、「2
」の通常キーがアルファベット記号「a」、「b」及び「c」も含み、その「2」の通常キー
が押下されたとき、追加キーは、それぞれ、「a」、「b」及び「c」の機能を得る。この
方法では、ユーザは入力しようとする何れかのアルファベット記号を容易に選択できる。
しかしながら、このアプローチは幾つかの理由によりまだ十分なものではない。例えば、
追加キーはそれらが使用されないときでも、キーパッド上の貴重なスペースを占め、ユー
ザは各入力について通常キーセットと追加キーセット間を移動しなければならない。
【０００３】
　そこで、入力及び機能を作動させる改善された方法が必要とされている。
【発明の開示】
【０００４】
　上記の観点において、本発明の目的は、上述した問題を解決または少なくとも軽減する
ことにある。特に、携帯通信装置用の直感的に理解可能であり、かつ効率的なユーザイン
ターフェース及び入力アプローチを提供することを目的とする。
【０００５】
　本発明の第１の側面によれば、プロセッサとタッチディスプレイとを有する携帯通信装
置が提供される。ここでタッチディスプレイは、プロセッサの制御の下、キーセットを有
するタッチキーパッドを表示し、そのキーセットのうちの一つのキー上の物体を検出し、
かつその一つのキー上で物体が検出されたとき、その一つのキーの第１のサブ機能のセッ
トに関連付けられた第１のキーのサブセットを表示するように構成される。そして第１の
キーのサブセットは、上記の一つのキーに隣接して配置される。
【０００６】
　この利点は、キーのサブセットが最初に操作されたキーに直接隣接して配置され、その
ため、ユーザはサブ機能に関連付けられたキーを素早くかつ直感的に理解して操作するこ
とができる。
【０００７】
　タッチディスプレイを、プロセッサの制御の下、第１のキーのサブセットのうちの一つ
のキー上の物体を検出し、かつその第１のキーのサブセットのうちの一つのキー上で物体
が検出されたとき、その第１のキーのサブセットのうちの一つのキーの第２のサブ機能の
セットに関連付けられた第２のキーのサブセットを表示するように構成し、その第２のキ
ーのサブセットを、上記の第１のキーのサブセットのうちの一つのキーに隣接して配置し
てもよい。
【０００８】
　これにより、ユーザは、多数の機能があっても、携帯通信装置の操作の直感性を維持す
る構造化された方法で、非常に多数の機能の中から選択を行うことが可能となる。
【０００９】
　第２のサブ機能のセットは、第１のサブ機能のセットのうちの一つのサブ機能に対して
階層的に関連していてもよい。
【００１０】
　これは、直感的な操作のユーザの体感を向上する。
【００１１】
　第１のサブ機能のセットは、携帯通信装置の第１のアプリケーションに関連するもので
あり、第２のサブ機能のセットは、その携帯通信装置の第２のアプリケーションに関連す
るものであってもよい。
【００１２】
　これにより、ユーザはキーパッドから直接アクセスされるどのアプリケーションも、メ
ニューシステムからそのアプリケーションを最初に選択する必要なく、選択することがで



(6) JP 2009-530944 A 2009.8.27

10

20

30

40

50

きる。
【００１３】
　第１のサブ機能のセットは、アプリケーションに依存するものであってもよい。第２の
サブ機能のセットもまた、アプリケーションに依存するものであってもよい。上記の一つ
のキーの第１のサブ機能のセットに関連付けられた第１のキーのサブセットは、第１のア
プリケーションに関連するサブ機能に関連付けられた第１のキーのグループと、第２のア
プリケーションに関連するサブ機能に関連付けられた第２のキーのグループとを有しても
よい。また、第１のキーのサブセットのうちの一つのキーの第２のサブ機能のセットに関
連付けられた第２のキーのサブセットは、第１のアプリケーションに関連するサブ機能に
関連付けられた第１のキーのグループと、第２のアプリケーションに関連するサブ機能に
関連付けられた第２のキーのグループとを有してもよい。
【００１４】
　これは、携帯通信装置の実際の使用に依存するサブ機能をより具体的に表示することを
可能にする。
【００１５】
　さらに、タッチディスプレイを、プロセッサの制御の下、そのタッチディスプレイ上で
キーセットのうちの上記一つのキーに隣接する少なくとも一つのキーを移動して、第１の
キーのサブセットのための空間を設けるように構成してもよい。さらにまた、タッチディ
スプレイを、プロセッサの制御の下、そのタッチディスプレイ上で第１のキーのサブセッ
トのうちの上記一つのキーに隣接する少なくとも一つのキーを移動して、第２のキーのサ
ブセットのための空間を設けるように構成してもよい。さらに、タッチディスプレイを、
プロセッサの制御の下、そのタッチディスプレイ上でキーセットのうちの上記一つのキー
に隣接する少なくとも一つのキーを縮小して、第１のキーのサブセットのための空間を設
けるように構成してもよい。さらにまた、タッチディスプレイを、プロセッサの制御の下
、そのタッチディスプレイ上で第１のキーのサブセットのうちの上記一つのキーに隣接す
る少なくとも一つのキーを縮小して、第２のキーのサブセットのための空間を設けるよう
に構成してもよい。
【００１６】
　この利点は、携帯通信装置が追加キーのための空間を自動的に設けて、追加キーが最初
に操作されたキーに直接隣接することができるという点にある。これは、タッチディスプ
レイにより提供されるタッチキーパッドの特性の順応性により可能となる。
【００１７】
　タッチディスプレイを、上記の検出から所定時間を経過した後まで、第１のキーのサブ
セットの表示を遅らせるように構成してもよい。
【００１８】
　これは、キーの意図しない操作によって追加キーセットのポップアップを描写せず、気
に障らないようにすることを可能にする。その所定時間は、ユーザが設定してもよく、事
前設定でもよく、あるいは、求められたユーザの対話操作速度の履歴により適合させても
よい。
【００１９】
　タッチディスプレイを、上記検出の中断後、所定時間の間第１のキーのサブセットを表
示するように構成してもよい。
【００２０】
　これは、ユーザが、ある時間中キーのサブセットのうちの所望のキーを決定して操作し
、あるいは、ユーザが何れの機能も起動させたくないときは再度そのキーのサブセットを
消すことを可能にする。これは、ユーザフレンドリー性を向上する。その所定時間は、ユ
ーザが設定してもよく、事前設定でもよく、あるいは、求められたユーザの対話操作速度
の履歴により適合させてもよい。
【００２１】
　サブ機能は、英数入力と、メディアプレーヤー入力と、アプリケーション、機能または
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連絡先へのショートカットと、若しくはブラウザ入力またはそれらの何れかの組み合わせ
を含んでもよい。
【００２２】
　キーの第１のセット、第１のキーのサブセット及び第２のキーのサブセットのキーの機
能は、それぞれ、キーを押下することで起動される。また、上記の物体は、指、針または
デジタイザペンであってもよい。
【００２３】
　本発明の第２の側面によれば、プロセッサとタッチディスプレイとを有する携帯通信装
置の入力方法が提供される。係る方法は、キーセットを有するタッチキーパッドを表示す
るステップと、そのキーセットのうちの一つのキー上の物体を検出するステップと、物体
が検出されたとき、その一つのキーの第１のサブ機能のセットに関連付けられた第１のキ
ーのサブセットを、その一つのキーに隣接して表示するステップとを含む。
【００２４】
　係る方法は、第１のキーのサブセットのうちの一つのキー上の物体を検出するステップ
と、物体が検出されたとき、その第１のキーのサブセットのうちの一つのキーの第２のサ
ブ機能のセットに関連付けられた第２のキーのサブセットを、上記の第１のキーのサブセ
ットのうちの一つのキーに隣接して表示するステップをさらに含んでもよい。
【００２５】
　係る方法は、タッチディスプレイ上でキーセットのうちの上記一つのキーに隣接する少
なくとも一つのキーを移動して、第１のキーのサブセットのための空間を設けるステップ
をさらに含んでもよい。
【００２６】
　係る方法は、タッチディスプレイ上で第１のキーのサブセットのうちの上記一つのキー
に隣接する少なくとも一つのキーを移動して、第２のキーのサブセットのための空間を設
けるステップをさらに含んでもよい。
【００２７】
　係る方法は、タッチディスプレイ上でキーセットのうちの上記一つのキーに隣接する少
なくとも一つのキーを縮小して、第１のキーのサブセットのための空間を設けるステップ
をさらに含んでもよい。
【００２８】
　係る方法は、タッチディスプレイ上で第１のキーのサブセットのうちの上記一つのキー
に隣接する少なくとも一つのキーを縮小して、第２のキーのサブセットのための空間を設
けるステップをさらに含んでもよい。
【００２９】
　上記の物体を検出するステップは、第１のキーのサブセットを表示する前の所定時間の
間、物体を検出することを含む。
【００３０】
　係る方法は、指の検出中断後の所定時間の間、第１のキーのサブセットの表示を継続す
るステップをさらに含んでもよい。
【００３１】
　キーの第１のセット、第１のキーのサブセット及び第２のキーのサブセットのキーの機
能は、それぞれ、キーを押下したときに起動される。
【００３２】
　一般に、第２のサブ機能のセットは、第１のサブ機能のセットのうちの一つのサブ機能
に対して階層的に関連していてもよい。第１のサブ機能のセットは、携帯通信装置の第１
のアプリケーションに関連するものであり、第２のサブ機能のセットは、その携帯通信装
置の第２のアプリケーションに関連するものであってもよい。第１のサブ機能のセットは
、アプリケーションに依存するものであってもよい。一つのキーの第１のサブ機能のセッ
トに関連付けられた第１のキーのサブセットは、第１のアプリケーションに関連するサブ
機能に関連付けられた第１のキーのグループと、第２のアプリケーションに関連するサブ
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機能に関連付けられた第２のキーのグループとを有してもよい。第２のサブ機能のセット
は、アプリケーションに依存するものであってもよい。また、第１のキーのサブセットの
うちの一つのキーの第２のサブ機能のセットに関連付けられた第２のキーのサブセットは
、第１のアプリケーションに関連するサブ機能に関連付けられた第１のキーのグループと
、第２のアプリケーションに関連するサブ機能に関連付けられた第２のキーのグループと
を有してもよい。サブ機能は、英数入力と、メディアプレーヤー入力と、アプリケーショ
ン、機能または連絡先へのショートカットと、若しくはブラウザ入力またはそれらの何れ
かの組み合わせを含んでもよい。
【００３３】
　本発明の第２の側面の利点は、本発明の第１の側面の利点と本質的に同じである。
【００３４】
　一般に、請求項において使用されている全ての用語は、ここで明示的に異なる意味に規
定されない限り、その技術分野においてその用語の通常の意味により解釈されるものであ
る。「ある／その（要素、装置、構成部品、手段、ステップ等）」に対する全ての参照は
、明示的に異なるように述べられない限り、その要素、装置、構成部品、手段、ステップ
等の少なくとも一つの実例に対する参照としてオープンに解釈されるべきものである。こ
こに開示されている如何なる方法のステップも、明示的に述べられていない限り、開示さ
れた順序に完全に従って実行される必要はない。
　本発明の他の目的、特徴及び利点は、下記の詳細な開示、添付された従属請求項及び図
面から明らかとなるであろう。
【発明を実施するための最良の形態】
【００３５】
　上記のものだけでなく、本発明の追加的な目的、特徴及び利点は、添付の図面を参照し
つつ、本発明を限定するものではなく、例示する、以下の本発明の好ましい実施形態の詳
細な説明を通じてより良く理解されるであろう。ここでは、同様の要素に対して、同じ参
照番号が使用される。
【００３６】
　図１は、本発明の一つの実施形態による携帯通信装置１００を概略的に示す図である。
本発明のコアに寄与しない部分は、本発明の特徴を分かり難くしないよう除外されている
ことに留意されたい。その携帯通信装置は、プロセッサ１０２、ユーザインターフェース
（ＵＩ）１０４及びメモリ１０６を有する。特に、メモリ１０６は、携帯通信装置のアプ
リケーションを動作させるプログラムコードを保持する。またメモリ１０６は、そのアプ
リケーションによって使用されるデータも保持する。ここでは、メモリ１０６は単一のユ
ニットとして示されている。しかし、そのメモリは２以上のユニットであってもよく、及
び／または複数のパーティションに分割されていてもよい。プロセッサ１０２は要素１０
４、１０６及び１０８間の接続を介して、携帯通信装置１００の機能を制御するように構
成される。その要素の制御の接続は、信号転送及び情報交換も表す。携帯通信装置１００
は、プロセッサ１０２に接続された送受信機（図示せず）をさらに有し、その送受信機は
アンテナ（図示せず）を通じて無線信号を送信し、かつ受信するように構成される。携帯
通信装置は、回転ダイアル、マイクロホン、スピーカ及びブザーをさらに有してもよい。
これらの要素は、本発明のコアを分かり難くしないように図１には示していない。さらに
、様々な電子機器、例えば赤外線データ通信、ブルートゥース、無線ローカルエリアネッ
トワーク等といったものを含んでもよい。本発明は、特にＵＩ１０４の特別な特徴に関連
し、そのＵＩ１０４は、プロセッサ１０２により制御され、提供される情報を表示し、入
力情報を検出してプロセッサ１０２へ提供するように構成されたタッチディスプレイ１０
８を有する。タッチディスプレイ１０８は、タッチディスプレイ１０８の一部分が、例え
ばユーザの指により押下されたか否か、及び物体、例えばその指がタッチディスプレイ１
０８の一部分上に保持されているか否かの両方を検出するように構成される。物体がその
ディスプレイの一部分上に保持されている状態の検出は、１以上の方法（例えば、ディス
プレイに近接した、すなわち、ディスプレイに覆い被さる物体を静電容量的に検出するこ
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と、ディスプレイに対する物体からの力を求めることにより実行可能なスクリーンのライ
トタッチなど）で実行することができる。ディスプレイの一部分が押下されたことの検出
は、タッチディスプレイについて従来行われているように実行される。
【００３７】
　タッチディスプレイ１０８は、タッチキーパッド、すなわち、キーパッドの表示された
イメージを表示するように構成され、キーパッドの表示されたイメージのキーがマップさ
れるタッチディスプレイ１０８のエリアが含まれるそのキーパッドの表示されたイメージ
は、タッチディスプレイ１０８の接触及び／または押下による操作を検出するタッチディ
スプレイ１０８の能力を用いて、携帯通信装置１００を操作するために使用される。
【００３８】
　図２～図８を参照しつつ、多数の例示及び実施形態により、ＵＩ１０４の機能及び外観
を説明する。しかし、本発明の範囲内で使用可能なケースは多数に上るため、提示した例
及び実施形態の代替物及び提示した例及び実施形態の組み合わせも等しく可能であること
に留意されたい。
【００３９】
　図２ａは、スピーカ２０２、マイクロホン２０４及びタッチディスプレイ２０６を有す
る携帯通信装置２００を示す。携帯通信装置２００は、図１を参照しつつ説明したように
、携帯通信装置において通常使用される多数の要素を有してもよい。それらは、本発明の
エッセンスを分かり難くしないように、図２ａだけでなく、以下で説明される図において
も表されていない。タッチディスプレイ２０６は、キーセット２１０を有するキーパッド
２０８のイメージを表示する。タッチディスプレイ２０６が、例えば数値「５」の入力を
主機能として持つキー２１２（そのキーは、通常、文字「ｊ」、「ｋ」及び「ｌ」または
アルファベットを使用しない言語用の他の記号若しくはストロークも有する）上で物体（
その物体は、指、針またはデジタイザペンであってもよい）を検出したとき、図２ｂに示
すように、キー２１２に隣接してキーのサブセット２１４が表示される。この例では、文
字「ｊ」、「ｋ」及び「ｌ」の入力機能を、キーのサブセット２１４のキー２１５、２１
６、２１７にそれぞれ関連付けることができる。あるいは、それらのキーは、他のアプリ
ケーションの機能に関連する記号、例えば、メディアプレーヤーの「巻き戻し」、「再生
」、「一時停止」及び「早送り」用に、「<<」、「＞」、「||」及び「>>」を有すること
ができる。また、ブラウザアプリケーションの「戻る」、「進む」及び「ホーム」用の
【表１】

メッセージアプリケーションの「送信」、「削除」、「保存」及び「マップ」用の
【表２】

などといった他の例も可能である。そしてユーザは、キー２１５、２１６、２１７のうち
の一つを押下して、所望の機能を動作させることができる。
【００４０】
　図３ａは、携帯通信装置３００を示し、その携帯通信装置３００では、物体（例えば、
指、針またはデジタイザペン）がキー３０２上で検出されたことにより、キーのサブセッ
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ト３０４がキー３０２に隣接して表示されている。キーのサブセット３０４のキー３０６
を、記号「<<」、「＞」及び「>>」（それらは通常、コンシューマ製品においてそれぞれ
、「巻き戻し」、「送り」及び「早送り」を意味する）によって図示されているように、
メディアプレーヤー、ＦＭラジオ、ブラウザ若しくは、送り及び巻き戻しナビゲーション
が提供される、例えばボイスメールを聞くことを制御する他のアプリケーションに関連付
けることができる。これらのアプリケーションは、時によって単に「巻き戻し」、「送り
」及び「早送り」だけでなくそれ以外の機能、例えば、検索機能、次または前のトラック
／アルバム／周波数帯域等へのステップを備えることが可能である。そのため、図３ｂの
例に示すように、キーのサブセット３０４のキー３０８上で物体を検出することにより、
第２のキーのサブセット３１０が第１のキーのサブセット３０４のキー３０８に隣接して
表示される。その第２のキーのサブセット３１０は、それぞれ、「検索／ステップまき戻
し」及び「巻き戻し（再生）」を意味する記号「|<<」及び「＜」により図示されるよう
な、キー３１２を有する。
【００４１】
　ここに説明した例では、１または２レベルのキーのサブセット及び関連するサブ機能の
セットを示した。しかし、本発明によれば、レベル数は限定されない。一方、ユーザイン
ターフェース及びそのディスプレイ、及び多数レベルに対する必要性が限られており、か
つ携帯通信装置のユーザビリティを考慮する必要があるため、レベル数は実際には限られ
る。
【００４２】
　携帯通信装置のディスプレイ上の限られたスペースに対処するため、動作するキー、す
なわち、物体がその上で検出されているキーに隣接するキーを移動及び／またはサイズ変
更して、追加のキーのサブセット用の空間を設けることができる。これは、キーパッドが
タッチディスプレイ上で提供されるイメージであり、そのため適応されたキーパッドの新
しいイメージを提供することが可能であり、かつディスプレイ上のキーの位置のマッピン
グ及びディスプレイのタッチ機能に関連したエリアがその新しいイメージに対して再マッ
プされることから、可能となるものである。この例を図４～図８に示す。
【００４３】
　図４では、物体（例えば、指、針またはデジタイザペン）がキー４００上で検出されて
おり、そのことにより、キーのサブセット４０２がキー４００に隣接して表示されている
。キーのサブセット４０２用の空間を設けるために、隣接するキー４０４は縮小されてい
る。
【００４４】
　図５では、物体（例えば、指、針またはデジタイザペン）がキー５００上で検出されて
おり、そのことにより、キーのサブセット５０２がキー５００に隣接して表示されている
。キーのサブセット５０２用の空間を設けるために、隣接するキー５０４は移動されてい
る。この場合、隣接するキー５０４はキーのサブセット５０２から離れる、上方へ移動さ
れている。好ましい実施形態では、動作するキー、すなわち、物体がその上で検出されて
いるキーは常に同じ位置に止め、そのためユーザは物体の位置をその周囲が変化する静止
点として体感する。これは、物体（例えば指）下のキーが遠ざかって、ユーザビリティが
低下することを避けるためである。このように、動作するキーを同じ位置に止める一方、
隣接するキーの位置及びサイズを変更することができる。また、ユーザインターフェース
が改善すると考えられる場合には、１個以上の隣接するキーを完全に除去することも可能
である。
【００４５】
　図６ａでは、物体（例えば、指、針またはデジタイザペン）がキー６００上で検出され
ており、そのことにより、キーのサブセット６０２がキー６００に隣接して表示されてい
る。キーのサブセット６０２用の空間を設けるために、隣接するキー６０４は縮小され、
かつ移動されている。この例では、キーのサブセット６０２のサブ機能は、例えば、電話
帳の連絡先に関連付けられている。ここで、キー６００において表される文字「ｊ」、「
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ｋ」及び「ｌ」のそれぞれについて、電話帳にある３人のファーストネームがそのキーの
サブセットのキー６０４として表される。これに関して、「ファーストネーム」を、アル
ファベット順、ユーザの定義順、もしくは統計、すなわち呼出履歴に基づく順の何れかに
すると解釈することができる。ここで、ユーザはキー６０４の何れか一つを押下して、連
絡先にアクセスすることができ、例えば、呼出またはその連絡先へメッセージを送信する
ことができ、または、キー６０４のうちの一つのキー６０６上に物体を保持して、図６ｂ
に示すような第２のキーのサブセット６０８を得ることができる。図６ｂでは、キー６０
６を除いて、第１のキーのサブセット６０２の各キー６０４も、図４、図５及び図６ｂを
参照して説明した「隣接するキー」に含まれることに留意する。また、複数のキー６１０
～６１４も移動及び／または縮小されていることに留意する。
【００４６】
　図７では、物体（例えば、指、針またはデジタイザペン）がキー７００上で検出されて
おり、そのことにより、キーのサブセット７０２がキー７００に隣接して表示されている
。キーのサブセット７０２用の空間を設けるために、隣接するキー７０４は縮小されてい
る。キーのサブセット７０２は、キーの二つのグループ７０６、７０８を有しており、各
グループ７０６、７０８は異なるタイプの入力に関連付けられている。第１のグループ７
０６は、記号「<<」、「＞」及び「>>」（通常、それらは、少なくともコンシューマ用製
品において「巻き戻し」、「送り」及び「早送り」をそれぞれ意味する）により図示され
たように、メディアプレーヤー、ＦＭラジオ、ブラウザ、若しくは、送り及び巻き戻しナ
ビゲーションが提供される、例えばボイスメールを聞くことを制御する他のアプリケーシ
ョンに関連付けられる。第２のグループ７０８は、図２～６を参照して上述したように、
文字「ｊ」、「ｋ」及び「ｌ」（それらを、ラテン文字を使用しない言語用の他の記号ま
たはストロークとしてもよい）及びそれらに関連する機能及びアプリケーションに関連付
けられる。複数のサブセットの一つのレベルにおける一つのサブセットに、異なる関連付
けがなされた、複数のグループ７０６、７０８を準備することにより、ユーザは多くの機
能及び／またはアプリケーションに直接アクセスすることができる。
【００４７】
　図９は、本発明の一つの実施形態による方法を示すフローチャートである。幾つかのス
テップは図示の順序と異なる順序で実行されてもよく、またリアルタイムシステムでは通
常行われるように、幾つかのステップは並列に実行されてもよい。図示された方法の各機
能は、明示的に述べない限り、本発明にとって本質的なものではないことに留意されたい
。また示された方法は、本発明の本質により改良されたもの最も洗練したものと考えるべ
きである。しかし、タッチキーパッド表示ステップ９００においてタッチキーパッドが表
示されなければならず、検出ステップ９０２において指がタッチキーパッドの一つのキー
上で検出されなければならず、その検出がなされたとき、第１のキーのサブセット表示ス
テップ９０４において第１のキーのサブセットが表示されなければならない。タッチキー
パッド表示ステップ９００は、タッチキーパッド、すなわち、キーパッドの表示されたイ
メージを表示することを含み、キーパッドの表示されるイメージのキーがマップされる表
示エリアが含まれるそのキーパッドの表示されたイメージは、タッチディスプレイの接触
及び／または押下による操作を検出するタッチディスプレイの能力を用いて、携帯通信装
置を操作するために使用される。検出ステップ９０２は、表示されたタッチキーパッド上
で提供されるキーセットのうちの一つのキー上で物体（その物体は、例えば、指、針また
はデジタイザペンであってもよい）を検出することを含む。第１のキーのサブセット表示
ステップ９０４は、検出ステップ９０２において着目したキーに隣接して、タッチディス
プレイ上で第１のキーのサブセットを表示することを含む。
【００４８】
　図２～図８に示した例を参照して上述したように、複数レベルのサブステップが提供さ
れてもよい。そのため、本方法は、サブセットのキーのうちの一つにおいて物体を検出す
る少なくとも一つのステップ９０６を含み、ここでその検出がなされると、表示ステップ
９０８において、ステップ９０６で着目したキーに隣接して、さらに別のキーのサブセッ
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トが表示される。同様のステップ（図示せず）が、キーのサブセットの各レベルに対して
提供される。
【００４９】
　本発明は、携帯通信装置のユーザビリティを劇的に改善する。そのユーザビリティは、
意図しないキーが現れてイライラさせられることを避けるために、所定時間の間中物体が
検出されることを要求することにより、さらに改善される。これは待機ステップ９０３に
おいて実行され、その所定時間中に物体が検出されるまで、キーのサブセットは現れない
。そうでなければ、本方法は検出ステップ９０２へ戻る。同様のことがステップ９０６に
おけるキーのサブセットのキー上での物体の検出にも適用され、この場合、表示ステップ
９０８の前に、同様の待機ステップ９０７が挿入される。
【００５０】
　同様に、キーのサブセットのキーが、それらのキーが押下されない場合にディスプレイ
から消去される前に、短過ぎず、長過ぎない特定の時間の間表示される。そのため、キー
のサブセットについての表示ステップ９０４、９０８は、それぞれ、所定時間の間のみ、
キーのサブセットを示すように適合されてもよい。
【００５１】
　図１０は、図９を参照して説明したプロセスと並列に走ることが好ましいサブプロセス
のフローチャートである。そのサブプロセスは利用可能な、多くの場合に限られた表示空
間に対処する。一般に、そのプロセスは、タッチキーパッドがキーのサブセットにより拡
張されるにつれてより広い空間を必要とするか否かを確認する。そのため、そのプロセス
は、スケール確認ステップ１０００で示されるように、図９を参照して上述した検出ステ
ップ９０２、９０６におけるように、着目するキーに隣接するキーのサイズを変更する必
要性を確認するステップを含む。サイズ変更が必要であると判定されたとき、隣接キーサ
イズ変更ステップ１００２において、そのサイズ変更が実行される。ここで１個以上の隣
接するキーが縮小される。そのステップはさらに、あるいは代わりに、着目するキーに隣
接するキーを移動させる必要性を確認するステップを含んでもよい。これは移動確認ステ
ップ１００４において実行され、隣接するキーの移動が必要とされる場合、その移動は隣
接キー移動ステップ１００６において実行される。それらの必要性がもはやなくなったと
きには、キーのサイズ変更及び位置変更は元に戻されることが好ましい。
【００５２】
　図１１は、何れかのキーが押下されたか否か、及び、それがなされたとき、関連する機
能を起動させるプロセスを示すフローチャートである。このプロセスは従来の方法により
実行され、キー押下確認ステップ１１００においてどれかのキーが押下されたか否かを確
認するステップと、関連機能起動ステップ１１０２（さらなる説明は不要であろう）とを
含む。
【００５３】
　図８は、図２～図７を参照しつつ説明した特徴の全てが組み合わされた携帯通信装置８
００を示し、特に複数のグループが一つのサブセットレベルにおいて使用され、そのサブ
セットレベルの次のサブセットレベルが「ｊ」を持つキー８０２に関連付けられており、
その次のサブセットレベルは文字「Ｊ」で始まる名前の複数の連絡先となっている。一方
、図８はまた携帯通信装置８００を示すものであってもよく、その携帯通信装置８００で
は、次のサブセットレベルが「ｊ」に関連付けられるものの、その名前「Jane」、「Jens
」、「John」及び「Juha」が、アーティスト、アルバム、歌、イメージまたは他のメディ
アコンテンツの名前であり、それによりこれらのタイプのアプリケーションについてさら
に改善された入力方法を示し、ここで第１のキーのサブセットのキーの「二つのグループ
」が同じアプリケーションに対する異なる入力となるものでもよい。これは不明瞭に見え
るかもしれないが、明らかなことは、本発明により提示されたアプローチは様々なやり方
で組み合わせ可能であることであり、この簡単な記述ではこれ以上説明しない。このよう
に、上記の幾つかの実施形態を参照しつつ、本発明を主に説明してきた。しかし、当業者
には容易に分かるように、上記で開示されたもの以外の実施形態も、添付の特許請求の範
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囲で規定される、本発明の範囲内で等しく可能である。
【図面の簡単な説明】
【００５４】
【図１】本発明の機能ブロックの概略図である。
【図２ａ】本発明の様々な実施形態による例を示す図である。
【図２ｂ】本発明の様々な実施形態による例を示す図である。
【図３ａ】本発明の様々な実施形態による例を示す図である。
【図３ｂ】本発明の様々な実施形態による例を示す図である。
【図４】本発明の様々な実施形態による例を示す図である。
【図５】本発明の様々な実施形態による例を示す図である。
【図６ａ】本発明の様々な実施形態による例を示す図である。
【図６ｂ】本発明の様々な実施形態による例を示す図である。
【図７】本発明の様々な実施形態による例を示す図である。
【図８】本発明の様々な実施形態による例を示す図である。
【図９】本発明による方法の実施形態によるプロセスを示すフローチャートである。
【図１０】本発明の実施形態によるサブプロセスを示すフローチャートである。
【図１１】本発明の実施形態によるサブプロセスを示すフローチャートである。

【図１】 【図２ａ】
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【図２ｂ】 【図３ａ】

【図３ｂ】 【図４】
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【図５】 【図６ａ】

【図６ｂ】 【図７】
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【図８】 【図９】

【図１０】

【図１１】
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