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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　４方向の入力操作を受け付ける第１の入力手段と、前記第１の入力手段の外側に設けら
れ、少なくとも対向する２方向の入力操作を受け付ける第２の入力手段とを含む入力手段
と、
　表示手段と、
　階層構造によって分類されたデータを記憶する記憶部と、
　前記表示手段にデータの一覧を一覧表示しているときに、
　　前記第１の入力手段が操作を受け付けると、データごとにデータの選択位置を切り替
え、
　　前記第２の入力手段が操作を受け付けると、一覧表示するデータを他の分類のデータ
に切り替える制御手段と
　を有することを特徴とする電子機器。
【請求項２】
　４方向の入力操作を受け付ける第１の入力手段と、前記第１の入力手段の外側に設けら
れ、少なくとも対向する２方向の入力操作を受け付ける第２の入力手段とを含む入力手段
と、
　表示手段と、
　データをグループに分類して記憶する記憶部と、
　前記表示手段にデータの一覧を一覧表示しているときに、
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　　前記第１の入力手段が操作を受け付けると、データごとにデータの選択位置を切り替
え、
　　前記第２の入力手段が操作を受け付けると、一覧表示するデータを異なるグループの
データに切り替える制御手段と
　を有することを特徴とする電子機器。
【請求項３】
　前記第１の入力手段の内側に入力操作を受け付ける第３の入力手段を備え、
　前記制御手段は、前記表示手段にデータの一覧を一覧表示しているときに前記第３の入
力手段が操作を受け付けると、前記選択位置が示すデータを選択することを特徴とする請
求項１または２のいずれか１項に記載の電子機器。
【請求項４】
　少なくとも対向する２方向の入力操作を受け付ける第１の入力手段と、前記第１の入力
手段の外側に設けられ、少なくとも対向する２方向の入力操作を受け付ける第２の入力手
段とを含む入力手段と、
　表示手段と、
　グループに分類された名前の情報を含むアドレス帳を記憶する記憶部と、
　前記表示手段にアドレス帳を表示しているときに、
　　前記第１の入力手段が操作を受け付けると、当該アドレス帳における名前の選択位置
を名前ごとに切り替え、
　　前記第２の入力手段が操作を受け付けると、当該アドレス帳として表示する名前を、
当該名前が分類されているグループごとに切り替える制御手段と
　を有することを特徴とする電子機器。
【請求項５】
　少なくとも対向する２方向の入力操作を受け付ける第１の入力手段と、前記第１の入力
手段の外側に設けられ、少なくとも対向する２方向の入力操作を受け付ける第２の入力手
段とを含む入力手段と、
　表示手段と、
　名前の情報を含むアドレス帳を記憶する記憶部と、
　前記表示手段にアドレス帳を表示しているときに、
　　前記第１の入力手段が操作を受け付けると、当該アドレス帳における名前の選択位置
を名前ごとに切り替え、
　　前記第２の入力手段が操作を受け付けると、当該アドレス帳として表示する名前を５
０音表の行ごとに切り替える制御手段と
　を有することを特徴とする電子機器。
【請求項６】
　前記表示手段は、アドレス帳表示を行っているときに、当該アドレス帳における名前の
表示に加えて、当該表示する名前が属する５０音表の行を表示することを特徴とする請求
項５に記載の電子機器。
【請求項７】
　前記第１の入力手段の内側に入力操作を受け付ける第３の入力手段を備え、
　前記制御手段は、前記表示手段にアドレス帳を表示しているときに前記第３の入力手段
が操作を受け付けると、選択位置が示す名前と対応付けて前記記憶部に記憶された情報を
前記表示手段に表示すること
　を特徴とする請求項４乃至６のいずれか１項に記載の電子機器。
【請求項８】
　４方向の入力操作を受け付ける第１の入力手段と、前記第１の入力手段の外側に設けら
れ、少なくとも対向する２方向の入力操作を受け付ける第２の入力手段と、前記第１の入
力手段の内側に設けられ、入力操作を受け付ける第３の入力手段とを含む入力手段と、
　表示手段と、
　日付の情報を含むカレンダを記憶する記憶部と、
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　前記表示手段にカレンダ表示を行っているときに、
　　前記第１の入力手段が操作を受け付けると、当該カレンダ表示における日付の選択位
置を日にちごとに切り替え、
　　前記第２の入力手段が操作を受け付けると、当該カレンダ表示として表示する日付を
月ごとに切り替え、
　　前記第３の入力手段が操作を受け付けると、前記選択位置が示す日付と対応付けて前
記記憶部に記憶された情報を前記表示手段に表示する制御手段と
　を有することを特徴とする電子機器。
【請求項９】
　前記表示手段は、カレンダ表示を行っているときに、前記カレンダの表示に加えて、表
示しているカレンダの月を表示することを特徴とする請求項８に記載の電子機器。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　この発明は、主として携帯電話端末やＰＨＳ(Ｐｅｒｓｏｎａｌ　Ｈａｎｄｙｐｈｏｎ
ｅ　Ｓｙｓｔｅｍ)、ＰＤＡ（Ｐｅｒｓｏｎａｌ　Ｄｉｇｉｔａｌ　Ａｓｓｉｓｔａｎｔ
ｓ）等の電子機器に関する。
【背景技術】
【０００２】
　近年、携帯電話端末に代表される携帯情報端末が急速に普及している。この種の携帯情
報端末では小型軽量化と共に操作性の向上が重要な課題になっており、この操作性の改善
のために例えばマルチファンクションキーと呼ばれる多接点型の機能キーが採用されてい
る。この種のキーは、端末の小型化を維持しつつ多様な選択操作を可能にするものであり
、きわめて有用である。
【特許文献１】特開２０００－１１５３２２号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００３】
　しかし、最近の携帯端末には、音声による通話機能に止まらず、テレビジョン電話機能
やメール送受信機能、Ｗｅｂ閲覧機能等のさらに様々な機能が搭載されつつある。このよ
うな種々様々な機能に対し効果的な選択操作を実現するには、従来のような多接点キーの
みを用いるだけでは限界があり、さらに有効な入力装置の開発が切望されていた。すなわ
ち、従来の携帯端末では、携帯端末の多機能化に対し十分に対応することができず、入力
操作の複雑化や操作数の増大による操作性の低下が避けられなかった。
【０００４】
　この発明は上記事情に着目してなされたもので、その目的とするところは、装置の小型
化を維持しつつ入力操作性の向上を図った携帯端末を提供することにある。
【課題を解決するための手段】
【０００５】
　上記目的を達成するためにこの発明の第１の観点は、４方向の入力操作を受け付ける第
１の入力手段と、前記第１の入力手段の外側に設けられ、少なくとも対向する２方向の入
力操作を受け付ける第２の入力手段とを含む入力手段と、表示手段と、階層構造によって
分類されたデータを記憶する記憶部と、前記表示手段にデータの一覧を一覧表示している
ときに、前記第１の入力手段が操作を受け付けると、データごとにデータの選択位置を切
り替え、前記第２の入力手段が操作を受け付けると、一覧表示するデータを他の分類のデ
ータに切り替える制御手段とを有することを特徴とする。
【０００６】
　この発明の第２の観点は、４方向の入力操作を受け付ける第１の入力手段と、前記第１
の入力手段の外側に設けられ、少なくとも対向する２方向の入力操作を受け付ける第２の
入力手段とを含む入力手段と、表示手段と、データをグループに分類して記憶する記憶部
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と、前記表示手段にデータの一覧を一覧表示しているときに、前記第１の入力手段が操作
を受け付けると、データごとにデータの選択位置を切り替え、前記第２の入力手段が操作
を受け付けると、一覧表示するデータを異なるグループのデータに切り替える制御手段と
を有することを特徴とする。
【０００７】
この発明の第３の観点は、少なくとも対向する２方向の入力操作を受け付ける第１の入力
手段と、前記第１の入力手段の外側に設けられ、少なくとも対向する２方向の入力操作を
受け付ける第２の入力手段とを含む入力手段と、表示手段と、グループに分類された名前
の情報を含むアドレス帳を記憶する記憶部と、前記表示手段にアドレス帳を表示している
ときに、前記第１の入力手段が操作を受け付けると、当該アドレス帳における名前の選択
位置を名前ごとに切り替え、前記第２の入力手段が操作を受け付けると、当該アドレス帳
として表示する名前を、当該名前が分類されているグループごとに切り替える制御手段と
を有することを特徴とする。
【発明の効果】
【０００８】
　したがってこの発明の各観点によれば、第２の入力手段を操作することで、第1の入力
手段のみでは直接選択することができなかった、一覧表示されたデータのページ切替えや
、表示されたカレンダの月の切替えが、少ない操作数で簡単に行うことが可能になる。ま
た、第２の入力手段は第1の入力手段の外側に配置されるため、取り扱いに不慣れなユー
ザであっても、第２の入力手段の操作をキーをその都度探したりまた確認することなく、
比較的円滑に行うことができる。すなわち、多くの機能に対する動作選択を操作性良く効
率的に行うことができる。
【発明を実施するための最良の形態】
【０００９】
　以下、この発明に関わる電子機器の一実施形態である携帯電話端末を図面を参照して説
明する。
【００１０】
　先ず、携帯電話端末の構成について説明する。図１はその外観を示す正面図である。　
　この携帯電話端末は、音声通信機能のほかに、テレビジョン電話通信等のマルチメディ
ア通信機能、メール送受信機能、Ｗｅｂ閲覧機能、電話帳機能、電子手帳機能を有したも
ので、その筐体前面パネルには受話器としてのスピーカ３２、液晶表示器（ＬＣＤ）３４
、キー入力部３５及び送話器としてのマイクロホン３１が配設されている。また筐体上部
には、伸縮可能なアンテナ１１及びカメラ３３が取着されている。このカメラ３３は、Ｃ
ＭＯＳ又はＣＣＤ等の固体撮像素子を採用したもので、静止画像又は動画像を撮像可能で
ある。さらに筐体背面部には、電源部用の装着部が設けられており、この装着部にはバッ
テリパックを構成する電源部が着脱自在に装着される。
【００１１】
　ところで、上記キー入力部３５は、ダイヤルキー３５１と、第１の入力手段としての内
カーソルキー３５２と、第２の入力手段としての外カーソルキー３５３と、ソフトキー３
５４とから構成される。このうち、内カーソルキー３５２は、一般にマルチファンクショ
ンキーと呼ばれる多接点型キーであり、４方向に入力操作が可能な４個のカーソル接点と
、決定操作を行うための中央接点とから構成される。
【００１２】
　外カーソルキー３５３は、後述する図３に示すように上下左右４個のキー３５３Ｕ，３
５３Ｄ，３５３Ｌ，３５３Ｒにより構成される。これらのキー３５３Ｕ，３５３Ｄ，３５
３Ｌ，３５３Ｒは、上記内カーソルキー３５２の周辺部に当該内カーソルキー３５２を上
下左右から取り囲むように配置されている。
【００１３】
　一方、携帯電話端末の回路は次のように構成される。図２はその構成を示す回路ブロッ
ク図である。　
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　この携帯電話端末は、無線部１と、ベースバンド部２と、入出力部３と、電源部４とか
ら構成される。
【００１４】
　同図において、図示しない基地局から無線チャネルを介して到来した無線周波信号は、
アンテナ１１で受信されたのちアンテナ共用器（ＤＵＰ）１２を介して受信回路（ＲＸ）
１３に入力される。受信回路１３は、高周波増幅器、周波数変換器及び復調器を備える。
そして、上記無線信号を低雑音増幅器で低雑音増幅したのち、周波数変換器において周波
数シンセサイザ（ＳＹＮ）１４から発生された受信局部発振信号とミキシングして受信中
間周波信号又は受信ベースバンド信号に周波数変換し、その出力信号を復調器でディジタ
ル復調する。復調方式としては、例えばＱＰＳＫ方式に対応した直交復調方式と、拡散符
号を使用したスペクトラム逆拡散方式が用いられる。なお、上記周波数シンセサイザ１４
から発生される受信局部発振信号周波数は、ベースバンド部２に設けられた主制御部２１
から指示される。
【００１５】
　上記復調器から出力された復調信号はベースバンド部２に入力される。ベースバンド部
２は、主制御部２１と、多重分離部２２と、音声符号復号部（以後音声コーデックと呼称
する）２３と、マルチメディア処理部２４と、ＬＣＤ制御部２５と、メモリ部２６とを備
えている。
【００１６】
　上記復調信号は、主制御部２１において制御情報であるかマルチメディア情報であるか
が識別され、マルチメディア情報であれば多重分離部２２に供給されてここで音声データ
と画像データとに分離される。そして、音声データは音声コーデック２３に供給されてこ
こで音声復号され、これにより再生された音声信号は入出力部３のスピーカ３２から拡声
出力される。これに対し画像データは、マルチメディア処理部２４に供給されてここで画
像復号処理され、これにより再生された画像信号はＬＣＤ制御部２５を介して入出力部３
のＬＣＤ３４に供給され表示される。
【００１７】
　なお、上記受信画像データは必要に応じて主制御部２１内のＲＡＭに格納される。また
ＬＣＤ３４には、主制御部２１から出力された自装置の動作状態を表す種々情報、例えば
電話帳や受信電界強度検出値、バッテリの残量なども表示される。
【００１８】
　一方、入出力部３のマイクロホン３１から出力されたユーザの送話音声信号は、ベース
バンド部２の音声コーデック２３に入力され、ここで音声符号化されたのち多重分離部２
２に入力される。またカメラ（ＣＡＭ）３３から出力された画像信号は、ベースバンド部
２のマルチメディア処理部２４に入力され、ここで画像符号化処理が施されたのち上記多
重分離部２２に入力される。多重分離部２２では、上記符号化された音声データと画像デ
ータとが所定のフォーマットで多重化され、この多重化された送信データは主制御部２１
から無線部１の送信回路（ＴＸ）１５に入力される。
【００１９】
　送信回路１５は、変調器、周波数変換器及び送信電力増幅器を備える。上記送信データ
は、変調器でディジタル変調されたのち、周波数変換器により周波数シンセサイザ１４か
ら発生された送信局部発振信号とミキシングされて無線周波信号に周波数変換される。変
調方式としては、ＱＰＳＫ方式及び拡散符号使用するスペクトラム拡散方式が用いられる
。そして、この生成された送信無線周波信号は、送信電力増幅器で所定の送信レベルに増
幅されたのち、アンテナ共用器１２を介してアンテナ１１に供給され、このアンテナ１１
から図示しない基地局に向け送信される。
【００２０】
　なお、電源部４には、リチウムイオン電池等のバッテリ４１と、このバッテリ４１を商
用電源出力（ＡＣ１００Ｖ）をもとに充電するための充電回路４２と、電圧生成回路（Ｐ
Ｓ）４３とが設けられている。電圧生成回路４３は、例えばＤＣ／ＤＣコンバータからな
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り、バッテリ４１の出力電圧をもとに所定の電源電圧Ｖccを生成する。
【００２１】
　また入出力部３には、操作時及び通信時にＬＣＤ３４及びキー入力部３５を照明するた
めの照明器３６が設けられている。この照明器３６は、例えばバックライト又はイルミネ
ーションと呼ばれる。
【００２２】
　ところで、主制御部２１は、マイクロプロセッサ、ＲＯＭ及びＲＡＭ等からなる内部メ
モリを備えたもので、無線チャネルの接続制御や通信リンク確立後の通信制御等、通常の
制御機能に加えて、この発明に係わる制御機能として、カーソル判定機能２１ａと、動作
選択決定制御機能２１ｂと、表示制御機能２１ｃとを備えている。これらの制御機能はい
ずれも、上記マイクロプロセッサにプログラムを実行させることにより実現される。
【００２３】
　カーソル判定機能２１ａは、機能設定機能、メール送受信機能、Ｗｅｂ閲覧機能、電話
帳機能、電子手帳機能等の種々機能モードが設定されている状態で、カーソルキーが操作
された場合に、この操作されたカーソルキーが内カーソルキー３５２であるか外カーソル
キー３５３であるかを判定する。
【００２４】
　動作選択決定制御機能２１ｂは、設定中の機能と、上記カーソル判定機能２１ａによる
判定結果とに基づいて、動作の選択／決定処理を実行する。表示制御機能２１ｃは、上記
動作選択決定制御手段２１ｂにより制御された動作の結果をＬＣＤ３４に表示する。
【００２５】
　例えば、電話帳（アドレス帳）を五十音検索している場合には、図３に示すようにＬＣ
Ｄ３４の中央部に選択中の行の音から始まる名前のリストが表示される。同図では「な」
行の音から始まる登録者の名前を表示した状態を例示している。また同時にＬＣＤ３４の
下辺部には、ソフトキー３５４の操作ガイダンス３４４と横タブ３４２が表示され、さら
に左辺部には縦タブ３４３が表示される。横タブ３４２には、アドレス帳の動作モードと
して予め用意されている複数の動作モード、例えば「新規作成モード」、「五十音検索モ
ード」、「グループ検索モード」が対応付けられ、また縦タブ３４３には現在選択中の「
五十音検索モード」における行見出し「あ」～「わ」が対応付けられている。
【００２６】
　この状態で、内カーソルキー３５２を操作すると、ＬＣＤ３４の中央部に表示中の名前
のスクロール動作が行われる。これに対し外カーソルキー３５３の横カーソル３５３Ｌ，
３５３Ｒを操作すると、上記横タブ３４２が選択されて他の動作モードに飛ぶ。また外カ
ーソルキー３５３の縦カーソル３５３Ｕ，３５３Ｄを操作した場合には、縦タブ３４３が
選択されて行見出し「あ」～「わ」のいずれかの行が検索され、当該行の音で始まる登録
者の名前のリストが表示される。
【００２７】
　次に、以上のように構成された入力装置を備えた携帯電話端末の動作を説明する。
【００２８】
　（待受画面からトップメニュー画面への遷移）　
　待受画面において、ユーザが内カーソルキー３５２の決定キーを押すとトップメニュー
画面に遷移する。図４にその様子を示す。
【００２９】
　トップメニュー画面では、そのメイン位置にトップメニューが表示される。トップメニ
ューには、「アドレス帳」、「メール」、「カメラ」、「手帳」、「機能」、「Ｊａｖａ
（登録商標）」、「マルチメディア」、及び「インターネット接続」があり、これらは外
カーソルキー３５３の上下カーソル３５３Ｕ，３５３Ｄの操作に応じて順に巡回選択され
てメイン位置に表示される。
【００３０】
　また上記各トップメニューには、図５に示すようにそれぞれ複数のサブ項目（サブメニ
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ュー）が対応付けられており、これらのサブメニューはメイン位置に隣接するサブ位置に
表示される。そして、これらのサブメニューは、内カーソルキー３５２の上下カーソルの
操作により巡回式にスクロール選択される。
【００３１】
　上記外カーソルキー３５３により所望のトップメニューが選択され、かつ内カーソルキ
ー３５２のスクロール操作によりサブメニューのうちの一つが選択された状態で、内カー
ソルキー３５２の中央にある決定キーを操作すると、このサブメニューの設定画面、例え
ば機能一覧の表示画面に遷移する。
【００３２】
　（機能設定）　
　機能設定における機能一覧表示モードには、第１のモードと第２のモードとがある。
【００３３】
　第１のモードは、ＬＣＤ３４のメイン位置に選択中のサブメニューに属する設定リスト
を表示し、ＬＣＤ３４の下辺部に機能一覧に属するサブメニューの一部を横タブとして表
示するものである。図６（ａ）にその表示例を示す。
【００３４】
　この第１のモードにおいては、内カーソルキー３５２の上下カーソルの操作に応じて設
定リスト上のフォーカスが上下移動する。つまり、設定リストのスクロール選択が行われ
る。一方、外カーソルキー３５３の左右カーソル３５３Ｌ，３５３Ｒを操作すると、横タ
ブに表示されている機能一覧のサブメニューが切り替えられる。例えば、「音」が選択さ
れている状態で「画面」を選択すると、ＬＣＤ３４のメイン位置には選択中の「画面」に
属する設定リストが表示される。また、外カーソルキー３５３の上下カーソル３５３Ｕ，
３５３Ｄを操作すると、設定リストのページ切り替えが行われる。
【００３５】
　なお、横タブには、ＬＣＤ３４の表示スペースの関係から複数のサブメニューのうちの
一部しか同時に表示されないが、上記外カーソルキー３５３の左右カーソル３５３Ｌ，３
５３Ｒの操作により全てのサブメニューがスクロール表示される。
【００３６】
　一方第２のモードは、ＬＣＤ３４のメイン位置に選択中のサブメニューに属する設定リ
ストを表示し、ＬＣＤ３４の下辺部に機能一覧に属するサブメニューの一部を横タブとし
て表示する。またＬＣＤ３４の左辺部に、設定リストの複数の項目が縦タブとして表示さ
れる。図６（ｂ）にその表示例を示す。
【００３７】
　この第２のモードにおいては、内カーソルキー３５２の上下カーソルの操作に応じて設
定リスト上のフォーカスが上下移動する点、及び外カーソルキー３５３の左右カーソル３
５３Ｌ，３５３Ｒの操作に応じて横タブに表示されている機能一覧のサブメニューが切り
替えられる点は、上記第１のモードと同じであるが、外カーソルキー３５３の上下カーソ
ル３５３Ｕ，３５３Ｄを操作すると、縦タブに表示されている設定リストの複数の項目が
切り替えられる。
【００３８】
　またこの第２のモードにおいて、外カーソルキー３５３の左右カーソル３５３Ｌ，３５
３Ｒの操作により他のサブメニューを選択すると、前記第１のモードの場合と同様にＬＣ
Ｄ３４のメイン位置には、この新たに選択されたサブメニューに属する設定リストが表示
され、またそれと共に縦タブに設定リストの複数の項目が表示される。図６（ｃ）は、サ
ブメニュー「画面」を選択した場合の表示結果の一例を示すものである。
【００３９】
　なお、横タブについても、その表示スペースの関係から項目数が多数に及ぶ場合にはそ
のうちの一部しか同時に表示されないが、上記外カーソルキー３５３の左右カーソル３５
３Ｌ，３５３Ｒの操作により全てのサブメニューがスクロール表示される。
【００４０】
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　すなわち、「機能設定」のメニューは図７に示すように階層構造をなしており、任意の
サブメニューが選択されている状態においては、第２階層の属するこのサブメニュー内の
設定リストの選択が内カーソルキー３５２に割り当てられ、一方それより１階層上の第１
階層に属するサブメニューの選択が横タブとして外カーソル３５３の左右カーソル３５３
Ｌ，３５３Ｒに割り当てられる。したがって、サブメニュー間で設定リストの表示画面を
切り替える場合には、ソフトキー３５４を操作して一旦トップメニュー「機能設定」に戻
ることなく、外カーソルキー３５３の左右カーソル３５３Ｌ，３５３Ｒの操作によりワン
タッチで所望のサブメニュー内の設定リストを表示する画面に切り替えることが可能とな
る。
【００４１】
　また、第２階層上のサブメニュー内の設定リストに複数の項目が存在する場合には、こ
れらの項目が縦タブとして外カーソル３５３の上下カーソル３５３Ｕ，３５３Ｄに割り当
てられる。したがって、サブメニュー内の設定リストの選択を、内カーソルキー３５２に
よるスクロール操作のみに頼ることなく、外カーソル３５３の上下カーソル３５３Ｕ，３
５３Ｄを操作することにより項目単位の選択が可能となり、この結果所望の設定リストを
いち早く選択することができる。
【００４２】
　また、サブメニュー内の設定リストに複数の項目が存在しない場合でも、外カーソル３
５３の上下カーソル３５３Ｕ，３５３Ｄにページスクロール動作を割り当てることで、サ
ブメニュー内の設定リストの選択を、内カーソルキー３５２によるスクロール操作のみに
頼ることなくいち早く選択することが可能となる。
【００４３】
　図８は、以上述べたダブルカーソルによる選択操作の一例を示したものである。サブメ
ニュー内の設定リストを選択する際に、外カーソル３５３の上下カーソル３５３Ｕ，３５
３Ｄを操作することで、同図の８ａから８ｂに示すように項目単位の選択が可能となる。
また、外カーソルキー３５３の左右カーソル３５３Ｌ，３５３Ｒの操作により、同図の８
ａから８ｂに示すように異なるサブメニュー「画面」の設定リスト表示画面に瞬時に切り
替えることができる。
【００４４】
　ちなみに、１個のカーソルキーのみを使用する従来の装置では、図９に示すように、例
えば第２階層上におけるサブメニュー「音」内の任意の項目設定画面９ｂから、他のサブ
メニューである「画面」内の任意の項目設定画面９ｆに切り替えようにすると、先ずソフ
トキーを操作して一旦第１の階層の「機能設定」メニュー画面９ａに戻り、次にカーソル
キーを操作して他のサブメニューである「画面」９ｅを選択し、さらに決定キーを押す必
要がある。
【００４５】
　（アドレス帳の検索）　
　先に図４に述べたトップメニュー画面において、「アドレス帳」が選択された状態でそ
のサブメニューのうちの「検索」を選択決定すると、アドレス帳検索モードになる。この
アドレス帳検索モードにおいては、図１０及び図１１に示すように、ＬＣＤ３４の下辺部
にサブメニューの種別を表す「新規作成」、「検索」、「設定変更」及び「個人情報」が
横タブとして表示される。またその際、選択中の「検索」については、その項目種別であ
る「名前」、「グループ」、「ＴＶ」、「メモリ番号」及び「フィルタ」が横タブに表示
される。すなわち、このとき横タブには、１階層上の各サブメニューと、選択中のサブメ
ニュー内の項目種別が混在して表示される。
【００４６】
　この横タブとして表示された各サブメニュー及び検索内の項目種別は、外カーソルキー
３５３の左右カーソル３５３Ｌ，３５３Ｒの操作により選択される。なお、横タブには、
その表示スペースの関係から全てのサブメニューを同時に一覧表示できないが、外カーソ
ルキー３５３の左右カーソル３５３Ｌ，３５３Ｒのスクロール操作により、隠れていたサ
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ブメニュー及び項目種別を表示することは可能である。
【００４７】
　さてこの状態で、ユーザが外カーソルキー３５３の左右カーソル３５３Ｌ，３５３Ｒの
操作により、項目種別「名前」を選択したとする。そうすると、ＬＣＤ３４のメイン位置
には、登録してある相手の名前が五十音順に表示される。また同時にＬＣＤ３４の左辺部
には、五十音表の各行を表す「あ」～「わ」と、五十音で表せない「その他」が縦タブと
して表示される。図１０（ａ）にその表示結果の一例を示す。
【００４８】
　上記縦タブは、外カーソルキー３５３の上下カーソル３５３Ｕ，３５３Ｄの操作により
選択可能となっており、タブの一つを選択すると当該タブの音から始まる名前がメイン位
置に表示される。例えば「な」を選択すれば、前記図３に示したようにな行の名前から順
に表示される。なお、この縦タブについても、ＬＣＤ３４の表示スペースの関係から全て
のタブを同時に表示できないが、外カーソルキー３５３の上下カーソル３５３Ｕ，３５３
Ｄのスクロール操作により、隠れていたタブを表示することは勿論可能である。
【００４９】
　また、上記メイン位置に表示された名前の選択は、内カーソルキー３５２の上下カーソ
ルによるスクロール操作により行える。なお、このとき内カーソルキー３５２の左右カー
ソルを右方向に操作すると、名前に対応付けて登録されている電話番号や住所等の属性情
報の表示が可能となる。
【００５０】
　次に、ユーザが外カーソルキー３５３の左右カーソル３５３Ｌ，３５３Ｒの操作により
項目種別「グループ」を選択したとする。そうすると、ＬＣＤ３４のメイン位置には、登
録してある相手の名前がグループ別に五十音順に表示される。また同時にＬＣＤ３４の左
辺部には、グループ番号を表す「Ｇｒ１」～「Ｇｒ９」と、いずれのグループにも属さな
い通信相手に対応する「無し」が縦タブとして表示される。図１０（ｂ）にその表示結果
の一例を示す。
【００５１】
　この場合にも、縦タブは、外カーソルキー３５３の上下カーソル３５３Ｕ，３５３Ｄの
操作により選択可能であり、タブの一つを選択すると当該タブのグループに属する通信相
手の名前がメイン位置に表示される。また、このメイン位置に表示された名前の選択につ
いても、先に述べた五十音表示の場合と同様に、内カーソルキー３５２の上下カーソルの
スクロール操作により行える。
【００５２】
　また、ユーザが外カーソルキー３５３の左右カーソル３５３Ｌ，３５３Ｒの操作により
項目種別「ＴＶ」を選択したとする。そうすると、ＬＣＤ３４のメイン位置には、登録し
てある通信相手のうちテレビジョン電話通信が可能な通信相手の名前が五十音順に表示さ
れる。また同時にＬＣＤ３４の左辺部には、五十音表の各行を表す「あ」～「わ」と、五
十音で表せない「その他」が縦タブとして表示される。図１１（ａ）にその表示結果の一
例を示す。
【００５３】
　この場合にも、縦タブは、外カーソルキー３５３の上下カーソル３５３Ｕ，３５３Ｄの
操作により選択可能であり、タブの一つを選択すると当該タブの音から始まる名前がメイ
ン位置に表示される。また、上記メイン位置に表示された名前の選択は、内カーソルキー
３５２の上下カーソルによるスクロール操作により行える。
【００５４】
　さらに、ユーザが外カーソルキー３５３の左右カーソル３５３Ｌ，３５３Ｒの操作によ
り項目種別「メモリ番号」を選択したとする。そうすると、ＬＣＤ３４のメイン位置には
、登録してある相手の名前がメモリ番号順に表示される。また同時にＬＣＤ３４の左辺部
には、５０番おきに範囲指定したメモリ番号の代表番号が縦タブとして表示される。図１
１（ｂ）にその表示結果の一例を示す。
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【００５５】
　すなわち、「アドレス帳」の検索においては、横タブを外カーソル３５３の左右カーソ
ル３５３Ｌ，３５３Ｒの操作により選択することで、サブメニュー間及び検索モード間で
の画面の切り替えをワンタッチで行うことができる。また、ＬＣＤ３４のメイン位置に表
示された通信相手のリストについては、内カーソルキー３５２の操作により個別に選択す
ることができ、さらに当該リストを五十音表の「行」ごと、グループ番号ごと或いはメモ
リ代表番号ごとに、飛び越して選択したい場合には、外カーソル３５３の上下カーソル３
５３Ｕ，３５３Ｄの操作により縦タブを選択すればよい。
【００５６】
　（メールの新規作成）　
　先に図４に述べたトップメニュー画面において、「メール」が選択された状態でそのサ
ブメニューのうちの「Ｅメール」を選択し、さらにその中の「新規作成」を選択すると、
Ｅメールの新規作成モードになる。そして、例えば「題名」を選択すると、図１２に示す
ようにＬＣＤ３４の下辺部には文字入力モードの種別を表す「かな」、「カナ」、「半英
」、「全英」、「半数」、「全数」、「半記」、「全記」、「絵文字」及び「設定」が横
タブとして表示される。
【００５７】
　この横タブとして表示された各文字入力モードの種別は、外カーソルキー３５３の左右
カーソル３５３Ｌ，３５３Ｒの操作により選択される。なお、横タブには、その表示スペ
ースの関係から全ての文字入力モードを同時に一覧表示できないが、外カーソルキー３５
３の左右カーソル３５３Ｌ，３５３Ｒのスクロール操作により、隠れていた文字入力モー
ドを表示することは可能である。
【００５８】
　このＥメールの新規作成モードにおいては、内カーソルキー３５２の上下左右のカーソ
ル操作により文字の入力位置を表すカーソルの表示位置の移動が行われる。文字の入力は
ダイヤルキー３５１の操作により行われる。入力方式としては例えばトグル方式が使用さ
れる。
【００５９】
　一方、外カーソルキー３５３の左右カーソル３５３Ｌ，３５３Ｒを操作すると、横タブ
に表示されている文字入力モードの種別が切り替えられる。例えば、「かな」が選択され
ている状態で「半英」を選択すると、文字入力モードがかな入力モードから半角英字入力
モードに切り替わり、以後電話番号やメールアドレス等の入力が可能となる。また、外カ
ーソルキー３５３の上下カーソル３５３Ｕ，３５３Ｄを操作すると、作成中の文書のペー
ジ切り替えが行われる。
【００６０】
　なお、横タブには文字入力モードの種別だけでなく、例えば１階層上のメニューである
「センタ」、「受信」、「送信」、「署名」と云った項目を併せて表示するようにしても
よい。このようにすれば、外カーソルキー３５３の左右カーソル３５３Ｌ，３５３Ｒの操
作により、階層の異なる複数種のメニューを任意に選択することが可能となる。
【００６１】
　（手帳の検索／入力）　
　先に図４に述べたトップメニュー画面において、「手帳」が選択された状態でそのサブ
メニューのうちの「カレンダ」を選択決定すると、手帳のカレンダ検索／入力モードにな
る。このカレンダ検索／入力モードにおいては、図１３に示すように、ＬＣＤ３４の下辺
部にサブメニューの種別を表す「カレンダ」、「ウィークリ」、「ＴｏＤｏ」、「記念日
」、「アラーム」、「メモ」、「電卓」及び「クイックタイマ」が横タブとして表示され
る。
【００６２】
　この横タブとして表示された各サブメニュー内の項目種別は、外カーソルキー３５３の
左右カーソル３５３Ｌ，３５３Ｒの操作により選択される。なお、横タブには、その表示
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スペースの関係から全てのサブメニューを同時に一覧表示できないが、外カーソルキー３
５３の左右カーソル３５３Ｌ，３５３Ｒのスクロール操作により、隠れていたサブメニュ
ー及び項目種別を表示することは可能である。
【００６３】
　さてこの状態で、ユーザが外カーソルキー３５３の左右カーソル３５３Ｌ，３５３Ｒの
操作により、項目種別「カレンダ」を選択したとする。そうすると、ＬＣＤ３４のメイン
位置には、メモリ部から今月のカレンダ（マンスリ）が読み出されて表示される。図１３
（ａ）にその表示結果の一例を示す。
【００６４】
　また、外カーソルキー３５３の上下カーソル３５３Ｕ，３５３Ｄを操作すると、前月又
は次月のカレンダがメモリ部から読み出されて表示される。すなわち、外カーソルキー３
５３の上下カーソル３５３Ｕ，３５３Ｄの操作により、カレンダが月単位で順次選択され
て表示される。
【００６５】
　なお、ＬＣＤ３４のメイン位置に表示されたカレンダ上の日付の選択は、内カーソルキ
ー３５２の操作により可能である。そして、任意の日付を選択した状態で内カーソルキー
３５２の中央キーにより決定操作を行うと、この決定した日付のスケジュール表等が読み
出されて表示される。またこの状態でダイヤルキー３５１を操作すれば、予定等を入力す
ることができる。
【００６６】
　次に、ユーザが外カーソルキー３５３の左右カーソル３５３Ｌ，３５３Ｒの操作により
項目種別「ウイークリ」を選択したとする。そうすると、ＬＣＤ３４のメイン位置には、
１週間分のスケジュール表が表示される。図１３（ｂ）にその表示結果の一例を示す。
【００６７】
　上記「ウイークリ」表示モードにおいて、外カーソルキー３５３の上下カーソル３５３
Ｕ，３５３Ｄを操作すると、前週又は次週のスケジュール表が表示される。すなわち、外
カーソルキー３５３の上下カーソル３５３Ｕ，３５３Ｄの操作により、週間スケジュール
表が週単位で順次選択されて表示される。また、内カーソルキー３５２の上下カーソルを
操作すると、週間スケジュール表上の日付が個別に選択される。そして、任意の日付を選
択した状態で内カーソルキー３５２の中央キーにより決定操作を行うと、この決定した日
付のスケジュール表等が読み出されて表示される。またこの状態でダイヤルキー３５１を
操作すれば、予定等を入力することができる。
【００６８】
　以上述べたようにこの実施形態では、「機能設定」、「アドレス帳検索」、「メールの
送受信」及び「手帳の検索／入力」等の各トップメニューからサブメニューを選択し、さ
らにこのサブメニュー内から設定リスト等を選択する操作を行う際に、設定リストの個別
選択を内カーソルキー３５２にて行い、一方それより１階層上の階層に属するサブメニュ
ーを横タブとして表示して、これを外カーソル３５３の左右カーソル３５３Ｌ，３５３Ｒ
にて行うようにしている。さらに、上記サブメニュー内の設定リストに複数の項目が存在
する場合には、これらの項目を縦タブとして表示して、これを外カーソル３５３の上下カ
ーソル３５３Ｕ，３５３Ｄにて行うようにしている。
【００６９】
　したがって、サブメニュー間で設定リストの表示画面を切り替える場合には、ソフトキ
ー３５４を操作して一旦トップメニューに戻ることなく、外カーソルキー３５３の左右カ
ーソル３５３Ｌ，３５３Ｒの操作によりワンタッチで所望のサブメニュー内の設定リスト
を表示する画面に切り替えることが可能となる。
【００７０】
　また、サブメニュー内の設定リスト等の選択を、内カーソルキー３５２のみに頼ること
なく、外カーソル３５３の上下カーソル３５３Ｕ，３５３Ｄを操作することにより項目単
位の選択が可能となり、この結果所望の設定リスト等をいち早く選択することができる。
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【００７１】
　さらに、サブメニュー内の設定リストに複数の項目が存在しない場合でも、外カーソル
３５３の上下カーソル３５３Ｕ，３５３Ｄにページスクロール動作を割り当てることで、
サブメニュー内の設定リスト等の選択を、内カーソルキー３５２によるスクロール操作の
みに頼ることなくいち早く選択することが可能となる。
【００７２】
　なお、この発明は上記実施形態に限定されるものではない。例えば、上記実施形態では
、機能設定モード、アドレス帳検索モード、メール送受信モード及び電子手帳モードの一
動作を例にとって説明したが、ほかにテレビジョン電話通信等のマルチメディアモードな
どのその他のモードにも、この発明は適用可能である。
【００７３】
　また前記実施形態では、テレビジョン電話通信機能を有するＣＤＭＡ携帯電話端末を例
にとって説明したが、ＴＤＭＡ携帯電話端末やＰＨＳ端末、ＰＤＡ端末等のその他の携帯
情報端末にもこの発明は適用可能であり、さらにテレビジョン受信機やビデオテープレコ
ーダ、ビデオディスクレコーダ、オーディオ機器等のオーディオビデオ機器や家庭電化製
品のリモートコントローラにも、この発明は適用可能である。
【００７４】
　その他、第１及び第２の入力手段のキーの形状（トラックボールやトラックローラ形状
のものも適用可能）や、その配置位置、動作選択制御手段による制御内容、制御手順など
についても、この発明の要旨を逸脱しない範囲で種々変形して実施できる。
【００７５】
　要するにこの発明は、上記各実施形態そのままに限定されるものではなく、実施段階で
はその要旨を逸脱しない範囲で構成要素を変形して具体化できる。また、上記各実施形態
に開示されている複数の構成要素の適宜な組み合せにより種々の発明を形成できる。例え
ば、実施形態に示される全構成要素から幾つかの構成要素を削除してもよい。さらに、異
なる実施形態に亘る構成要素を適宜組み合せてもよい。
【図面の簡単な説明】
【００７６】
【図１】この発明に係わる入力装置を備えた携帯情報端末の一実施形態である携帯電話端
末の外観構成を示す正面図である。
【図２】図１に示した携帯電話端末の回路構成を示すブロック図である。
【図３】図１及び図２に示した携帯電話端末に設けられる入力装置の動作の概要を説明す
るための図である。
【図４】待受画面からトップメニュー画面への遷移を説明するための図である。
【図５】メインメニューとなるアプリケーションとトップメニューに表示されるサブメニ
ューとの対応関係の一例を示す図である。
【図６】ダブルカーソルによる機能メニューの選択操作を説明するための図である。
【図７】機能設定メニューの階層構造の一例を示す図である。
【図８】ダブルカーソルを使用した機能メニュー選択操作の効果を説明するための図であ
る。
【図９】従来の機能メニュー選択操作を説明するための図である。
【図１０】ダブルカーソルによるアドレス帳の検索操作を説明するための図である。
【図１１】ダブルカーソルによるアドレス帳の検索操作を説明するための図である。
【図１２】ダブルカーソルによるメール新規作成操作を説明するための図である。
【図１３】ダブルカーソルによる手帳のカレンダ検索操作を説明するための図である。
【符号の説明】
【００７７】
　１…携帯電話端末の無線部、２…携帯電話端末のベースバンド部、３…携帯電話端末の
入出力部、４…携帯電話端末の電源部、１１…アンテナ、１２…アンテナ共用器（ＤＰＸ
）、１３…受信回路（ＲＸ）、１４…周波数シンセサイザ（ＳＹＮ）、１５…送信回路（
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ＴＸ）、２１…主制御部、２１ａ…カーソル判定機能、２１ｂ…動作選択決定制御機能、
２１ｃ…表示制御機能、２２…多重分離部、２３…音声コーデック、２４…マルチメディ
ア処理部、２５…ＬＣＤ制御部、２６…メモリ部、３１…マイクロホン、３２…スピーカ
、３３…カメラ、３４…液晶表示器（ＬＣＤ）、３５…キー入力部、３６…照明器、４１
…バッテリ、４２…充電回路（ＣＨＧ）、４３…電圧生成回路（ＰＳ）。

【図１】 【図２】
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【図３】 【図４】

【図５】 【図６】
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【図７】 【図８】

【図９】 【図１０】
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【図１１】 【図１２】

【図１３】
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