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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　複数のキーを含む入力装置を備え、各キーが１つ以上のシンボルを表し、前記キーの複
数が複数のシンボルを表し、前記シンボルが少なくとも文字および番号を含み、
　さらに、
　ディスプレイと、
　前記入力装置およびディスプレイと通信関係をもつプロセッサとを備え、
　前記プロセッサが、
　（ａ）多数の所定のユーザ起動型のアプリケーションのプログラムを与え、各プログラ
ムが複数の所定のアイコンのうちの１つに関連付けられ、各プログラムがさらに１つ以上
の所定のワードに関連付けられ、
　（ｂ）前記入力装置を介して入力されてユーザに選択された１つ以上のキープレスの識
別を受け、
　（ｃ）前記ユーザに選択されたキープレスによって部分的にまたは全体的に書き出され
た候補となるワードを識別し、各キープレスが前記キープレスの順における１つのワード
の構造に対して前記キープレスによって表される１つのシンボルを与え、
　（ｄ）前記所定のプログラムの１つに関連付けられた各候補となるワードに対して、前
記所定のプログラムに関連付けられた前記所定のアイコンを前記ディスプレイに表示させ
、前記候補となるワードのどれにも関連付けられていない前記所定のプログラムのそれぞ
れに対して、前記所定のプログラムに関連付けられた前記所定のアイコンを前記ディスプ
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レイに表示させないようにし、
　（ｅ）（ｄ）の動作と同時に、前記キープレスを表す１つ以上の番号のシーケンスを前
記ディスプレイに表示させ、前記候補となるワードまたは番号のシーケンスのいずれかを
含むコンタクトディレクトリまたはカレンダに応答してコンタクトディレクトリまたはカ
レンダのデータを前記ディスプレイに表示させ、前記番号のシーケンスのいずれかに部分
的または全体的に整合する発信または着信した電話番号を前記ディスプレイに表示させ、
　（ｆ）前記入力装置を介して入力され、追加的にユーザに選択されたキープレスを受け
ることに応答して、（ｃ）、（ｄ）および（ｅ）の動作を繰り返すように、
　プログラムされていることを特徴とする機器。
【請求項２】
　前記プロセッサが、さらに、
　複数の所定のプログラムに関連付けられた１つの候補となるワードに応答して、前記複
数のプログラムのそれぞれに関連付けられた前記所定のアイコンを前記ディスプレイに表
示させるように、プログラムされていることを特徴とする請求項１に記載の機器。
【請求項３】
　前記プロセッサが、さらに、
　前記入力装置を介して入力されてユーザに選択された１つ以上のキープレスの識別を受
ける動作に応答して、番号のシーケンス、テキスト列および前記候補となるワードの１つ
以上のうちのいずれかを含む前記キープレスによって表される１つ以上のテキストエント
リを表示させ、
　前記表示されたテキストエントリの１つをユーザが選択したことに応答して、前記プロ
セッサがユーザの入力を要求するプログラムにおいて前記ユーザに選択されたテキストを
入力するように、
　プログラムされていることを特徴とする請求項１に記載の機器。
【請求項４】
　複数のキーを含む入力装置を含むコンピュータ駆動される機器を動作させるプロセスで
あって、各キーが１つ以上のシンボルを表し、前記キーの複数が複数のシンボルを表し、
前記シンボルが少なくとも文字および番号を含み、前記機器が多数の所定のユーザ起動型
のアプリケーションのプログラムを含み、各プログラムが複数の所定のアイコンのうちの
１つに関連付けられ、各プログラムがさらに１つ以上の所定のワードに関連付けられ、（
ａ）前記入力装置を介して入力されてユーザに選択された１つ以上のキープレスの識別を
受ける工程と、（ｂ）前記キープレスに応じて、（ｂ１）前記ユーザに選択されたキープ
レスによって部分的にまたは全体的に書き出された候補となる１つ以上のワードを識別す
る工程と、を含み、各キープレスが前記キープレスの順における１つのワードの構造に対
して前記キープレスによって表される１つのシンボルを与え、さらに（ｂ２）前記所定の
プログラムの１つに関連付けられた各候補となるワードに対して、前記所定のプログラム
に関連付けられた前記所定のアイコンをディスプレイに表示させ、前記候補となるワード
のどれにも関連付けられていない前記所定のプログラムのそれぞれに対して、前記所定の
プログラムに関連付けられた所定のアイコンを前記ディスプレイに表示させないようにす
る工程と、（ｂ３）（ｂ２）の動作と同時に、前記キープレスを表す１つ以上の番号のシ
ーケンスを前記ディスプレイに表示させる工程と、（ｂ４）（ｂ２）の動作と同時に、前
記候補となるワードのいずれかを含むコンタクトディレクトリまたはカレンダに対応する
コンタクトディレクトリまたはカレンダに応答するコンタクトディレクトリまたはカレン
ダのデータを前記ディスプレイに表示させる工程と、（ｂ５）（ｂ２）の動作と同時に、
前記キープレスに部分的または全体的に整合する発信または着信した電話番号を前記ディ
スプレイに表示させる工程と、（ｂ６）（ｂ２）の動作と同時に、前記候補となるワード
の１つ以上を前記ディスプレイに表示させる工程と、を含む、コンピュータ駆動される工
程を備えたことを特徴とするプロセス。
【請求項５】
　複数のキーを含む入力装置を備えるコンピュータ駆動される機器を動作させるプロセス
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であって、各キーが１つ以上のシンボルを表し、前記キーの複数が複数のシンボルを表し
、前記シンボルが少なくとも文字および番号を含み、前記機器が、多数の所定のユーザ起
動型のアプリケーションのプログラムを含み、各プログラムが複数の所定のアイコンのう
ちの１つに関連付けられ、各プログラムがさらに１つ以上の所定のワードに関連付けられ
、前記機器が、ディスプレイと、前記入力装置およびディスプレイと通信関係をもつプロ
セッサと、を備え、（ａ）前記入力装置を介して入力されてユーザに選択された１つ以上
のキープレスの識別を受ける工程と、（ｂ）前記ユーザに選択されたキープレスによって
部分的にまたは全体的に書き出された候補となるワードを識別する工程と、を含み、各キ
ープレスが前記キープレスの順における１つのワードの構造に対して前記キープレスによ
って表される１つのシンボルを与え、さらに（ｃ）前記所定のプログラムの１つに関連付
けられた各候補となるワードに対して、前記所定のプログラムに関連付けられた前記所定
のアイコンを前記ディスプレイに表示させ、前記候補となるワードのどれにも関連付けら
れていない前記所定のプログラムのそれぞれに対しては、前記所定のプログラムに関連付
けられた所定のアイコンを前記ディスプレイに表示させないようにする工程と、（ｄ）（
ｃ）の動作と同時に、前記キープレスを表す１つ以上の番号のシーケンスを前記ディスプ
レイに表示させる工程と、前記候補となるワードまたは番号のシーケンスのいずれかを含
むコンタクトディレクトリまたはカレンダに対応するコンタクトディレクトリまたはカレ
ンダのデータを前記ディスプレイに表示させる工程と、前記番号のシーケンスのいずれか
に部分的または全体的に整合する発信または着信した電話番号を前記ディスプレイに表示
させる工程と、（ｅ）前記入力装置を介して入力されてユーザに追加的に選択されたキー
プレスを受けることに応答して、（ｃ）、（ｄ）および（ｅ）の動作を繰り返す工程と、
を含む、コンピュータ駆動される工程を備えたことを特徴とするプロセス。
【請求項６】
　コンビュータによって実行することができる命令が記憶され、前記命令はコンピュータ
に請求項４の動作を実行させることができるようにしたことを特徴とするコンピュータ読
み取りメモリ装置。
【請求項７】
　前記ユーザに選択されたキープレスが、複数のシンボルを表すキーの複数のキープレス
を含み、前記（ｃ）が、前記ユーザに選択されたキープレスによって部分的にまたは全体
的に書き出された候補となるワードを識別し、前記ユーザに選択されたキープレスが複数
のシンボルを表す前記キーから前記複数のシンボルのあらゆる可能性を含むことを特徴と
する請求項１に記載の機器。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　この発明は、検索するための機器、方法および装置に関するものである。
【背景技術】
【０００２】
　ユーザにとって１つまたは２つよりも多いアプリケーションと対話しやすい幾つかのパ
ーソナルデータ機器がある。一例として、携帯電話を使用すると、番号をダイヤルするこ
とだけが直接プロセスであり、ユーザは最初にキーを押すことによって呼び出すことがで
きる。写真を撮ること、またはテキストメッセージを送ることなどの形態電話で利用され
る他の機能に、１つよりも多いキーが要求される。
【０００３】
　テキストメッセージまたはカメラ、またはカレンダの機能の符号化などのユーザに利用
されるアプリケーション、またはプログラムへのアクセスについては、普通ユーザがこの
機能にナビゲートする必要がある。この機能は、一般にメニュー構造に依存し、各メニュ
ーのアイテムが幾つかのチョイスを提供し、最終チョイスが現れる。例えば、代表的携帯
電話のダイヤルアプリケーションにおいて、電話帳を使用するには、ユーザは、（ｉ）電
話帳機能を選択し、（ｉｉ）番号を発見し、呼び出すか、または編集するかを決定し、（
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ｉｉｉ）使用される入力を配置し、（ｉｖ）電話機能を呼び出さねばならない。
【０００４】
　このナビゲーションは、慎重にボタンを押し、カーソルを望まれるチョイスに移動させ
、キーを押し、機能を選択することによって達成することができる。望まれるチョイスは
ディスプレイモニタに与えられるアイコンとして与えられる。ユーザの負担を軽減するた
め、多いディスプレイモニタが使用され、電話が休止状態であるとき、幾つかの機能アイ
コンがディスプレイに見つけられることが普通である。この場合、ユーザはタッチモニタ
を使用する機能を選択するか、またはキーパッドから直接数字をダイヤルする。
【０００５】
　幾つかの機器では、音声命令が使用され、機能がナビゲートされる。しかしながら、特
に機器が高いレベルの周囲ノイズのある環境で使用されるとき、またはユーザがディスプ
レイから読み取り、命令シーケンスを続けねばならないとき、このようなシステムは便宜
ではなく、信頼されない。さらに、音声命令を使用するには、相当の演算力が要求され、
これが機器のコスト、大きさを増大させ、速度を減少させる。
【０００６】
　機器をユーザが直感認識することができるよう動作させることが好ましい。この目的を
達成することは困難である。その理由は、機器はユーザが直感認識することができるよう
作用せず、機器に使用される機能は同様ではないということである。例えば、写真を撮り
、記憶する機能はメッセージを送る前、テキストメッセージを生じさせ、イメージをテキ
ストメッセージに付加する機能とは異なる。
【０００７】
　精巧な機器に精通する者は、機器が与える機能に必要な動作シーケンスを迅速に理解す
るとができる。しかしながら、ほとんどの者は最初の試みで望まれる機能をアクセスする
ことができず、落胆する。ユーザが機能をアクセスし、使用することができないとき、ユ
ーザは不信感をつのらせ、それを再度試みない。したがって、機器に与えられる機能が使
用されず、その機器は不必要な特徴があり、面倒であると認識される。さらに、サービス
プロバイダは機能の使用によって生じる利益を受けない。
【０００８】
　幾つかの機器は、ユーザに質疑応答技術または提案承認技術を対話的に使用することを
試みる。命令およびユーザの意図の両方が応答をプロセスする。例えば、電話の呼び出し
が完了した後、幾つかの機器は呼び出された番号を電話帳の番号と比較する。呼び出され
た番号が見つからないとき、機器はユーザにその番号を記憶するかどうかを問う。ユーザ
は肯定的または否定的動作を選択し、プロセスがそこから続けられる。しかしながら、現
存の対話的方法はある機能に限られ、ユーザが機能を識別したとき、その方法が呼び出さ
れる。
【発明の開示】
【０００９】
　この発明は、入力装置、ディスプレイおよびマイクロプロセッサを有する機器として具
体化される。マイクロプロセッサは入力装置およびディスプレイと通信関係をもつ。マイ
クロプロセッサは、（ａ）入力装置からの第１選択を受け、第１選択は１つまたはそれよ
りも多いシンボルを指示し（表示し）、（ｂ）第１選択に対応する情報ではない機能（ｎ
ｏｎ－ｉｎｆｏｒｍａｔｉｏｎ　ｆｕｎｃｔｉｏｎ）を識別し、（ｃ）情報ではない機能
に対応する第１オブジェクトを与え、（ｄ）入力装置からの第２選択を受け、第２選択は
オブジェクトを指示し、（ｅ）指示されたオブジェクトに対応する機能を実行するようプ
ログラムされる。
【００１０】
　この発明は、方法として具体化される。この方法では、入力装置、ディスプレイおよび
マイクロプロセッサが提供される。マイクロプロセッサはディスプレイおよび入力装置と
通信関係をもつ。第１選択が入力装置から受けられる。第１選択は１つまたはそれよりも
多いシンボルを指示する。第１選択に対応する情報ではない機能が識別される。情報では
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ない機能に対応する第１オブジェクトが与えられる。オブジェクトに対応する第２選択が
受けられ、オブジェクトに対応する機能が実行される。
【００１１】
　この発明が、コンピュータ読み取りメモリ装置として具体化される。メモリ装置はコン
ピュータによって実行することができる命令を記憶する。命令はコンピュータに、（ａ）
入力装置からの第１選択を受けさせ、第１選択は１つまたはそれよりも多いシンボルを指
示し、（ｂ）第１選択に対応する情報ではない機能を識別させ、（ｃ）情報ではない機能
に対応する第１オブジェクトを与えさせ、（ｄ）入力装置からの第２選択を受けさせ、第
２選択はオブジェクトを指示し、（ｅ）指示されたオブジェクトに対応する機能を実行さ
せることができる。
　以下、この発明の実施例を説明する。
【発明を実施するための最良の形態】
【００１２】
　この発明は、機能を実行することができる機器１０として具体化される。機能はマイク
ロプロセッサ１３に仕事を達成させることができる実行可能なコードを含む。機器は入力
装置１６，ディスプレイ１９およびマイクロプロセッサ１３を有する。図１はその機器１
０を示す。マイクロプロセッサ１３は入力装置１６およびディスプレイ１９と通信関係を
もつ。
【００１３】
　入力装置１６は例えば、キー２５を押すことによってユーザにシンボル２２を指示させ
ることができる。この入力装置１６において、少なくとも１つのキー２５が１つよりも多
いシンボル２２を指示する。シンボル２２は文字または数字であり、他のシンボルと組み
合わされ、一連のシンボルを形成するとき、それはユーザが望む情報または機能を識別す
る。この発明の適宜の入力装置１６は標準電話に見られ、それは２０のキーをもち、８つ
のそれは各キーにプリントされた１つの番号および３つの文字をもつ。例えば、１つのキ
ーは、数字“２”および文字“ａ”、“ｂ”および“ｃ”をもち、他のキーは、数字“７
”および文字“ｐ”、“ｒ”および“ｓ”をもつ。多くの携帯電話は、キーを押すことに
よってシンボルを解読することができるソフトウエアをもち、そのソウトウエアがこの発
明の機器１０に使用される。ソウトウエアはキーを押すことを解読する統計的または決定
論的モデルを使用したものである。
【００１４】
　便宜上、数字“２”および文字“ａ”、“ｂ”および“ｃ”をもつキー２５を、ここで
は“２キー”と呼び、数字“７”および文字“ｐ”、“ｒ”および“ｓ”をもつキー２５
は、ここでは“７キー”と呼ぶ。他のキー２５は同様に識別され、これは電話に普通に見
られるＤＴＭＦ（デュアルトーンマルチ周波数）キーパッドのキー２５である。ＤＴＭＦ
タイプの入力装置１６について説明するが、この発明は、このような入力装置１６に限定
されない。
【００１５】
　ディスプレイ１９はユーザと通信関係をもつ液晶ディスプレイまたは発光ダイオードを
使用したものであってもよい。携帯電話は普通このようなディスプレイ１９をもつ。
【００１６】
　マイクロプロセッサ１３は入力装置１６からの第１選択を受けるようプログラムされて
いる。入力装置１６のキー２５を押すことによって、第１選択が与えられ、ユーザの要望
が指示され、キー２５にプリントされたシンボル２２の１つが指示される。マイクロプロ
セッサ１３は第１選択に対応する情報ではない機能を識別する。例えば、識別された機能
はカメラを使用して写真を撮るプログラム、または電話番号をダイヤルするプログラムな
どのマイクロプロセッサ１３によって実行されるプログラムである。
【００１７】
　マイクロプロセッサ１３は情報ではない機能に対応する第１オブジェクト２８を与える
。第１オブジェクト２８をディスプレイ１９にディスプレイすることによって第１オブジ
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ェクト２８がユーザに与えられる。第１オブジェクト２８はユーザが機能と関連させやす
いワードまたはロゴである。例えば、機能がデジタル写真を撮るプログラムである場合、
第１オブジェクトはワード“ｃａｍｅｒａ”またはワード“ｐｈｏｔｏ”であってもよく
、カメラであることを認識するロゴであってもよい。
【００１８】
　第１オブジェクト２８が入力装置１６を使用して選択され、オブジェクト２８としてユ
ーザの要望を指示する第２選択が与えられるようにしてもよい。第２選択を受けると、マ
イクロプロセッサ１３は第２選択に対応する機能を識別する。
【００１９】
　第２選択が受けられると、機能が実行され、これはマイクロプロセッサ１３に仕事を達
成させることを含む。例えば、機器１０はユーザにユーザが撮りたい写真について問い合
わせるか、またはユーザにユーザが使用したい電話の呼び出しについて問い合わせる。
【００２０】
　マイクロプロセッサ１３はテキストまたは電話番号などの機能ではない情報（ｎｏｎ－
ｆｕｎｃｔｉｏｎ　ｉｎｆｏｒｍａｔｉｏｎ）を識別するようプログラムされている。そ
の機能ではない情報に対応するオブジェクト３１がディスプレイ１９を介して与えられる
。機能ではない情報に対応するオブジェクト３１を、ここでは“第２オブジェクト”と呼
ぶ。第２オブジェクト３１が第１オブジェクト２８とともに与えられるようにしてもよい
。第２オブジェクト３１は第１選択に対応する機能ではない情報と関連付けられ、ユーザ
が第２オブジェクト３１と選択すると、機能ではない情報が機能内で使用され、例えば、
テキストメッセージに挿入され、電話番号をダイヤルすることに使用されるか、または他
の方法でマイクロプロセッサ１３によって使用される。
【００２１】
　この発明の実施例では、情報ではない機能および機能ではない情報の両方に対応するオ
ブジェクト３３が与えられる。その実施例では、ユーザがオブジェクト３３を選択し、ユ
ーザに情報ではない機能または機能ではない情報を識別する手段が与えられる。例えば、
情報ではない機能をロゴオブジェクトを介して選択することができ、機能ではない情報を
テキストオブジェクトを介して選択することができる。
【００２２】
　どのようにして機器１０を使用するかを理解するため、ユーザがその携帯電話の２キー
を押し、それに２キーが続き、２つのシンボル列が生じた場合を考慮されたい。マイクロ
プロセッサはユーザがワード“ｃａｍｅｒａ”を入力し、マイクロプロセッサ１３にカメ
ラ機能が望まれている情報を与えることを試みていると想定する。ソフトウエアはユーザ
が入力装置１６を介して与えようとしているものを予測する。数値を各オブジェクト２８
、３１、３３にアサインすることによって、オブジェクト２８、３１、３３がインデック
スされ、その後、入力装置１７６のキー２５が押されると、マイクロプロセッサ１３がユ
ーザに押されたキー２５に一致する数値をもつオブジェクト２８、３１、３３を与える。
【００２３】
　最初、ユーザの意図は不確実であるが、ユーザが付加的入力をあたえると、可能性のあ
る整合の幅は狭くなる。例えば、ユーザが２キーを押すと、マイクロプロセッサは、ディ
スプレイ１９を介して、（ｉ）ユーザが電話番号を与えようとしているものと思われる数
字２、（ｉｉ）ユーザが写真を撮ることに使用されるＣａｍｅｒａと呼ばれる機能をアク
セスしようとしていると思われるカメラロゴオブジェクト２８、および（ｉｉｉ）ユーザ
が最近テキスメッセージで使用した“ａｐｐｌｅ”、“ｂａｃｋ”および“ｃａｌｚｏｎ
ｅ”などの幾つかのテキストワードなどの複数のオブジェクト２８、３１、３３を与える
。数字２およびワード“ａｐｐｌｅ”、“ｂａｃｋ”および“ｃａｌｚｏｎｅ”は第２オ
ブジェクト３１の例である。次のキーで数字２が押されると、ディスプレイが変化し、“
ａｐｐｌｅ”オブジェクト３１が除去され、これは２キーではなく、７キーを押すことに
ょって、テキストワード“ａｐｐｌｅ”が与えられるからである。ユーザがキー２５を押
し続けると、多くのオブジェクト２８、３１、３３がディスプレイから除去され、最終的



(7) JP 4876228 B2 2012.2.15

10

20

30

40

50

にユーザは例えば、入力装置１６を介して制御されるカーソル３６を使用することによっ
て、望まれるオブジェクト２８、３１、３３を選択することができる。
【００２４】
　幾つかの機能がユーザに使用され、１つのキー２５がその機能の選択に指定される。例
えば、ユーザが写真を撮ることを望む場合、１つのキー２５がカメラ機能と関連付けられ
、写真を撮るとき、ユーザがキー２２６３７２を押す必要はない。例えば、２キーが指示
され、ユーザが２キーを押し、キー２５を指示された時間だけ保持すると、ディスプレイ
１９がディスプレイ１９を介してカメラ機能オブジェクトを与える。これに応答し、マフ
イクロプロセッサ１３はディスプレイ１９に与えられるカメラを表わすオブジェクト２８
を生じさせ、ユーザはそのオブジェクト２８を選択し、第２選択を与える。第２選択を受
けると、マイクロプロセッサ１３はカメラ機能を識別し、写真を撮る。
【００２５】
　これに代えて、ユーザが７キーを押し、それに６キーが続くと、マイクロプロセッサ１
３はユーザがワード“ｐｈｏｔｏ”を入力し、マイクロプロセッサ１３にカメラ機能が望
まれていることを情報提供しようとしているものと仮定する。この様式で、１つよりも多
い第１選択が使用され、同様の機能がアクセスされる。
【００２６】
　この岐路において、この発明の機器１０のユーザは望まれる最終結果を達成するための
情報ではない機能および機能ではない情報の両方を識別する必要がある。例えば、ユーザ
は電話機能を識別し、ダイヤルする電話番号などの電話の呼び出しに使用される情報を識
別する。他の実施例では、ユーザはテキストメッセージ機能を識別し、そのメッセージの
受信者のテキストまたは認識などのテキストメッセージを生じさせ、送ることに使用され
る情報を識別する。他の実施例では、ユーザがカメラ機能を識別し、写真をカラー写真と
して撮ることを命令する情報を与える。
【００２７】
　この発明は、機能を識別する方法として具体化される。図２はその方法を示す。機能は
マイクロプロセッサに仕事を達成させることができるプログラムの形式の実行可能なコー
ドを含む。この方法では、入力装置、ディスプレイおよびマイクロプロセッサが提供され
る（１００）。入力装置はユーザにシンボルを指示させることができる。例えば、ユーザ
は７キーを押すことによってシンボル“ｒ”を指示し、２キーを押すことによってシンボ
ル“ｃ”を指示し、これによって第１選択を与えることができる。マイクロプロセッサは
入力装置と通信関係をもち、ユーザによってなされた選択を容易に受けることができ（１
０３）、マイクロプロセツサはディスプレイと通信関係をもち、ユーザにディスプレイを
介してオブジェクトを容易に与えることができる（１０９）。
【００２８】
　第１選択が入力装置から受けられる（１０３）。第１選択はユーザによって識別された
１つまたはそれよりも多いシンボルを指示する。情報ではない機能がマイクロプロセッサ
によって識別される（１０６）。情報ではない機能は第１選択に対応する。情報ではない
機能に対応する第１オブジェクトが与えられ（１０９）、ユーザは入力装置を使用してそ
のオブジェクトを選択し、第２選択を与え、これによって情報ではない機能の仕事を実行
するよう指示することができる。第２選択が受けられ（１１２）、機能が実行される（１
１５）。
【００２９】
　第１オブジェクトを与えること（１０９）に加え、他のオブジェクトがディスプレイを
介して与えられる。例えば、第２オブジェクトが与えられ、これが第１選択に対応する機
能ではない情報と関連付けられる。この方法では、ユーザに機能ではない情報に対応する
オブジェクトおよび情報ではない機能に対応するオブジェクトが与えられる。機能ではな
い情報の例は、電話番号およびテキストメッセージに使用されるテキストを含む。情報で
はない機能の例は、電話番号をダイヤルすること、ピクチャを撮ること、およびテキスト
メッセージを送ることを含む。



(8) JP 4876228 B2 2012.2.15

10

20

30

40

50

【００３０】
　情報ではない機能に対応するオブジェクトが１つよりも多いシンボル列によってアクセ
スされ、この方法では、２つまたはそれよりも多いシンボル列を入力することによってユ
ーザに特定のオブジェクトが与えられる（１０９）。例えば、電話機能をアクセスするた
め、ユーザはワード“ｔｅｌｅｐｈｏｎｅ”のためのシンボル列、またはワード“ｐｈｏ
ｎｅ”のためのシンボル列、またはワード“ｃａｌｌ”のためのシンボル列のすべてまた
は一部を与える。
【００３１】
　この発明は、コンピュータに読み出しメモリ装置２００として具体化される。命令２０
３がメモリ装置２００に記憶され、命令２０３はコンピュータにこの発明の方法を実施さ
せることができる。メモリ装置リーダ２０６が使用され、命令２０３がメモリ装置２００
から抜き出され、命令がマイクロプロセッサ１３のようなマイクロプロセッサをもつコン
ピュータに与えられる。例えば、命令２０３はコンピュータに、（ａ）入力装置からの第
１選択を受けさせ、第１選択は１つまたはそれよりも多いシンボルを指示し、（ｂ）第１
選択に対応する情報ではない機能を識別させ、（ｃ）情報ではない機能に対応する第１オ
ブジェクトを与えさせ、（ｄ）入力装置からの第２選択を受けさせ、第２選択はオブジェ
クトを指示し、（ｅ）指示されたオブジェクトに対応する機能を実行させることができる
。例えば、命令２０３はコンピュータに、（ａ）入力装置からの第１選択としてのシンボ
ル列“ｖｏｌ”を受けさせ、（ｂ）ボリューム機能を識別させ、（ｃ）スピーカを表わす
ロゴを与えさせ、（ｄ）そのロゴの選択を受けさせ、（ｅ）ボリューム機能を実施する機
器のボリュームを調節させることができる。ボリューム機能は８６５８６３としてコード
化され、これはそれらがユーザがＤＴＭＦ入力装置を介してワード“ｖｏｌｕｍｅ”を与
えるよう押すキーであるからである。これに加えて、ボリューム機能が７６８６３として
コード化され、これはそれらがユーザがワード“ｓｏｕｎｄ”を与えるよう押キーである
からである。
【００３２】
　さらに、命令２０３はコンピュータに第２オブジェクトを与えさせることができ、第２
オブジェクトは第１選択に対応する機能ではない情報と関連付けられる。
【００３３】
　前述したように、この発明の機器、方法およびメモリ装置は、異なる第１選択を使用し
て特定の機能をアクセスすることができるよう構成される。その最も最近のものでは、第
１選択“ｖｏｌｕｍｅ”または第１選択“ｓｏｕｎｄ”を与えることによってボリューム
機能をアクセスすることができる。機器、方法およびメモリ装置は、特定の第１選択が第
１機能に対応するオブジェクトを与えるよう構成することができる。その実施例では、第
１選択“ｓｏｕｎｄ”を与えると、ユーザにボリューム制御機能のオブジェクトおよび着
信音選択機能のオブジェクトが与えられる。異なるシンボル列を同一の機能と関連付け、
異なる機能を同一のシンボル列と関連付けることにより、ユーザは機能をより容易にアク
セスすることができ、ユーザの経験を増進させ、多くの機能を使用するユーザに大きい満
足を与えることができる。
【００３４】
　機能が選択されたとき、予想される幾つかの用途が生ずる。例えば、ユーザが電話のカ
メラ機能を選択すると、ユーザは写真を撮り、それを記憶することができ、イメージを記
憶せず、それをメッセージとして受信者に送ることができ、予め記憶されたイメージを送
ることもできる。この場合、カメラ機能を選択すると、オプションのリストがディスプレ
イされ、ユーザは望む機能を最小限のナビゲーションでアクセスすることができる。これ
まで、そのナビゲーションは種々のメニュー構造を含む長い処理であった。ユーザのニー
ズを予想するこの能力は、それをユーザの入力と相互参照する機能に展開することによっ
てより増大させることができる。この場合、Ｅｖｅｎｔｓのようなワードの入力がＮｅｗ
ｓ　ｏｒ　Ｃｕｒｒｅｎｔ、Ｅｖｅｎｔｓなどの分類別候補を提供し、これがリアルタイ
ムのニュース送信資料を含むデータストリームを選択するか、またはユーザの機器に局部
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的に維持され、サービスセンタからダウンロードされない日常的にアップデートされるフ
ァイルから生じるイベントのリストをディスプレイすることができる。
【図面の簡単な説明】
【００３５】
【図１】この発明の機器および装置の説明図である。
【図２】この発明の方法のフローチャートである。

【図１】 【図２】
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