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(57)【要約】
モバイル通信デバイスは、ロータリ入力デバイスを備え
、該ロータリ入力デバイスは、ロータリ入力デバイスの
回転を感知するように構成された光学式センサと、ロー
タリ入力デバイスからの入力を処理するように構成され
たロータリ入力デバイスに連結されるプロセッサとを備
える。ロータリ入力デバイスは、一実施形態において、
回転入力およびキーパッド入力を提供し得る。該プロセ
ッサは、該光学式センサを介して該光学式ロータリデバ
イスが回転しているか否かを決定するように、かつ該ロ
ータリデバイスが回転していないと決定される場合に、
該光学式ロータリデバイスから電力を取り除くように構
成される。
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
モバイル通信デバイスであって、
　光学式ロータリデバイスであって、該光学式ロータリデバイスの回転を感知するように
構成された光学式センサを備える、光学式ロータリデバイスと、
　該光学式ロータリデバイスに連結されるプロセッサであって、該プロセッサは、該光学
式センサを介して該光学式ロータリデバイスが回転しているか否かを決定するように、か
つ該ロータリデバイスが回転していないと決定される場合に、該光学式ロータリデバイス
から電力を取り除くように構成される、プロセッサと
　を備える、モバイル通信デバイス。
【請求項２】
前記プロセッサは、前記光学式ロータリデバイスが回転していると決定される場合に、該
光学式ロータリデバイスの前記回転に基づいて入力を決定するようにさらに構成される、
請求項１に記載のモバイル通信デバイス。
【請求項３】
前記プロセッサは、時間が経過したか否かを決定し、該時間が経過した場合に、前記光学
式ロータリデバイスに対して電力を印加するようにさらに構成される、請求項１に記載の
モバイル通信デバイス。
【請求項４】
前記プロセッサは、前記モバイル通信デバイスがスリープモードにあるか否かを決定し、
該モバイル通信デバイスがスリープモードにないと決定される場合に、前記光学式ロータ
リデバイスに対して電力を印加するようにさらに構成される、請求項１に記載のモバイル
通信デバイス。
【請求項５】
前記光学式ロータリデバイスは、前記プロセッサに対して入力を提供するように構成され
る、押しボタンドームをさらに備える、請求項１に記載のモバイル通信デバイス。
【請求項６】
前記光学式ロータリデバイスは、複数の押しボタンドームをさらに備え、該複数の押しボ
タンドームのそれぞれが、前記プロセッサに対して複数の入力を提供するように構成され
る、請求項１に記載のモバイル通信デバイス。
【請求項７】
前記光学式センサは、光源をさらに備える、請求項１に記載のモバイル通信デバイス。
【請求項８】
前記光源は、発光ダイオードを備える、請求項７に記載のモバイル通信デバイス。
【請求項９】
前記光学式ロータリデバイスから電力を取り除くことは、前記光源から電力を取り除くこ
とを包含する、請求項７に記載のモバイル通信デバイス。
【請求項１０】
光学式ロータリ入力は、それぞれが９０度の回転を表す４つの交互の明るい部分および暗
い部分を備え、前記光学式センサは、９０度未満の回転の角度を感知するように構成され
る、請求項１に記載のモバイル通信デバイス。
【請求項１１】
前記光学式センサは、４５度の増分で回転を感知するように構成される、請求項１に記載
のモバイル通信デバイス。
【請求項１２】
光学式ロータリ入力は、それぞれが６０度の回転を表す６つの交互の明るい部分および暗
い部分を備え、前記光学式センサは、６０度未満の回転の角度を感知するように構成され
る、請求項１に記載のモバイル通信デバイス。
【請求項１３】
前記光学式センサは、３０度の増分で回転を感知するように構成される、請求項１２に記
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載のモバイル通信デバイス。
【請求項１４】
前記光学式センサは、時計回りの回転および反時計回りの回転を検出するように構成され
る、請求項１に記載のモバイル通信デバイス。
【請求項１５】
ロータリ入力デバイスの回転を検出するように構成された複数の光学式センサをさらに備
える、請求項１に記載のモバイル通信デバイス。
【請求項１６】
光学式ロータリデバイスを含むデバイスにおいて電力を温存するための方法であって、該
方法は、
　光学式センサを介して、該光学式ロータリデバイスが回転しているか否かを決定するこ
とと、
　該ロータリデバイスが回転していないと決定される場合に、該光学式ロータリデバイス
から電力を取り除くことと
　を包含する、方法。
【請求項１７】
前記光学式ロータリデバイスが回転していると決定される場合に、該光学式ロータリデバ
イスの前記回転に基づいて入力を決定することをさらに包含する、請求項１６に記載の方
法。
【請求項１８】
時間が経過したか否かを決定することと、該時間が経過した場合に、前記光学式ロータリ
デバイスに対して電力を印加することとをさらに包含する、請求項１７に記載の方法。
【請求項１９】
前記モバイル通信デバイスがスリープモードにあるか否かを決定することと、該モバイル
通信デバイスがスリープモードにないと決定される場合に、前記光学式ロータリデバイス
に対して電力を印加することとをさらに包含する、請求項１６に記載の方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　（発明の分野）
　本発明の分野は、概してモバイル通信デバイスに関し、特に、モバイル通信デバイス上
のユーザ入力デバイスに関する。
【背景技術】
【０００２】
　（背景情報）
　携帯電話ハンドセットなどの多くのモバイル通信デバイスは、数多くの機能を含む。場
合によって、各機能は、メニュー構造を介してアクセスされ得る。例えば、メニュー構造
におけるトップレベルメニューは、いくつか例を挙げると、連絡先リスト、最近の発信の
リスト、設定、およびツールなどの項目を含み得る。各トップレベルメニュー項目は、そ
の下のより低いレベルのメニュー項目を含み得る。例えば、ツールメニューはカレンダー
、アラーム時計、電卓などを含み得る。メニュー構造のサイズおよび複雑性が増加するに
つれて、メニュー構造をナビゲートすることは、ますます困難になり得る。
【０００３】
　長いメニュー構造を介してスクロールするために、キーパッド入力を用いることは冗長
であり得る。例えば、メニューの内の１つのエントリを、上、下、左、または右にスクロ
ールすることをユーザが所望するたびに、キーを押し下げることは必要であり得る。代わ
りに、なんらかのデバイスにおいて、ある時間の間キーを押さえ続けることは、メニュー
の内の複数のエントリを通してスクロールし得る。しかし、リストを通してスクロールす
るスピードを制御するためのユーザの能力は制限され得る。例えば、継続的にキーボード
上のキーまたは他の入力デバイスを押し下げることによって、なんらかのデバイスを、固
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定される所定のスピードでメニューにおけるエントリを通してスクロールさせ得る。代わ
りに、ロータリ入力デバイス（ｒｏｔａｒｙ　ｉｎｐｕｔ　ｄｅｖｉｃｅ）は、これらの
長いメニュー構造をナビゲートする便利な方法であり得る。なぜならロータリ入力は、い
かに速くスクロールするかに関して、ユーザになんらかの制御を提供し得るからである。
例えば、ロータリ入力デバイスをより速くユーザが回転させるほど、モバイル通信デバイ
スは、より速くメニューリストを通してスクロールする。
【０００４】
　機械的なロータリ入力デバイスは、モバイル通信デバイスなどの電子デバイス上で用い
られているけれども、機械的なロータリ入力デバイスは、いくつかの欠点を有する。例え
ば、機械的なロータリ入力デバイスは、比較的コスト高であり得、比較的小さい平均故障
間隔を有し得て、デバイスの多くが表面実装部品でないために、表面実装設計へ組み込む
ことは困難であり得る。
【発明の開示】
【課題を解決するための手段】
【０００５】
　（発明の概要）
　モバイル通信デバイスは、光学式ロータリ入力デバイスを備える。光学式ロータリ入力
デバイスは、光学式ロータリ入力デバイスの回転を感知するように構成された光学式セン
サと、光学式ロータリ入力デバイスからの入力を処理するように構成された光学式ロータ
リ入力デバイスへ連結されるプロセッサとを備える。光学式ロータリ入力デバイスは、一
実施形態において、回転入力およびキーパッド入力を提供し得る。
【０００６】
　本発明の他の特徴および利点は、以下の詳細な説明および添付の図面をレビューするこ
とによって、当業者に対してより容易に明らかとなる。
【発明を実施するための最良の形態】
【０００７】
　（詳細な説明）
　本明細書中に記述されるシステムおよび方法によって構成される光学式ロータリデバイ
スは、場合によって、モバイル通信デバイスにおいて用いるための多くの利点を提供し得
る。例えば、本明細書中に記述されるような光学式ロータリデバイスは、メニュー構造の
内の長いリストをナビゲートする便利な方法を提供し得る。言い換えれば、本明細書中に
記述されるような光学式ロータリデバイスは、場合によって、メニュー構造を介して、よ
り容易にスクロールすることを導き得る。本明細書中に記述されるような光学式ロータリ
デバイスは、場合によって、機械的なロータリデバイスより長持ちし得る。なぜなら、本
明細書中に記述されるような光学式ロータリデバイスは、概して可動接触子の低減された
数の可動接触子を有するからである。言い換えれば、光学式ロータリデバイスは、可動部
分を有するが、機械的なロータリデバイスより少ない可動部分を有する。
【０００８】
　本明細書中に記述されるシステムおよび方法によって構成される、光学式ロータリデバ
イスのいくつかの実装の例示の動作は、以下においてさらに議論される。本明細書中に記
述されるシステムおよび方法によって構成される光学式ロータリデバイスは、表面実装さ
れ得るので、多くの場合、より容易に表面実装基板へ組み込まれ得る。さらに、本明細書
中に記述されるシステムおよび方法によって構成される光学式ロータリデバイスは、コス
トを下げることに役立ち得る。
【０００９】
　本明細書中に記述されるような光学式ロータリデバイスは、そのような光学式ロータリ
デバイスが光源を必要とすることにおいて、携帯電話ハンドセットなどのモバイル通信デ
バイスに関して１つの欠点を有し得る。光源、一般的に発光ダイオード（ＬＥＤ）は、電
力を消費する。電力消費は、モバイル通信デバイスを設計する場合に、重要な懸念材料で
あり得る。モバイル通信デバイスは、多くの場合、小型で、バッテリ駆動のデバイスであ
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る。１組のバッテリ、および／または１回のバッテリ充電で、デバイスが長期間動作する
ことは、概してそのようなデバイスのユーザにとって望ましい。充電、および／またはバ
ッテリ交換の間隔時間を増大させるために、電力消費を減少させることは有利であり得る
。幸運にも、モバイル通信デバイスは、比較的控え目に用いられる。従って、本明細書中
に記述されるような光学式ロータリデバイスは、モバイル通信デバイスに組み込まれる場
合、ほとんどの時間用いられることがないために、ＬＥＤなどの光源に起因する電力消耗
は、一般に負の影響をほとんど与えない。
【００１０】
　従って、以下に記述されるシステムおよび方法のいくつかは、一定の時間および／また
は一定の時期に光学式ロータリ入力デバイスをディセーブルにすることによって、本明細
書中に記述されるシステムおよび方法によって構成される、光学式ロータリデバイスの電
力消費を低減させる方法に向けられる。
【００１１】
　図１Ａから図１Ｄは、本明細書中に記述されるシステムおよび方法の１つの実施形態に
よる、光学式ロータリ入力デバイスの動作を例示する図である。図は、１回転の半分、例
えば、１８０度による光学式ロータリホイール１００の時計回りの回転を例示する。１８
０度の回転ののち、回転が続くと仮定すると、パターンは繰り返し提示される。反時計回
りの回転は、図２Ａから図２Ｄに関して議論される。
【００１２】
　ホイール１００は、４つの区画１０２、１０４、１０６、１０８に分割され得る。より
少ない分割またはより多い分割は可能である。例えば、図６は、６つの区画に分割される
ホイールを例示する。概して、より小さな角度の動きは、多くの分割を用いて検出され得
る。区画１０２、１０４、１０６、１０８は、例えば、ホイール１００の９０度の部分を
それぞれ表し得る。図示される例において、２つの部分１０２および１０６は暗く、２つ
の部分１０４および１０８は明るい。センサ１１０および１１２が、ホイール１００の回
転を感知するために配置され得、ホイール１００の暗い部分および明るい部分を検出する
ために用いられ得る。例えば、ホイール１００は、図１Ａにおいて例示される位置から始
まり得る。センサ１１０は、ボックス１２２によって指し示されるように暗い部分に向け
られ、センサ１１２は、ボックス１２４によって指し示されるように明るい部分に向けら
れる。すなわち、ボックス１２２および１２４は、センサ１１０および１１２の入力の状
態を例示するために用いられる。
【００１３】
　ホイール１００が図１Ｂにおいて例示される位置へと時計回りに４５度回る場合、セン
サ１１０は、ボックス１２６によって示されるように明るい部分に向けられ、センサ１１
２は、ボックス１２８によって示されるように明るい部分に向けられる。区画１０２、１
０４、１０６、１０８のそれぞれが、ホイール１００の９０度の部分であり得る一方で、
センサ１１０および１１２が、４５度の増分など、９０度未満の増分における回転を検出
するように構成され得ることに注意されるべきである。言い換えれば、ホイール１００は
、ホイール１００を構成する部分によって表される、フルの増分より少ない増分における
回転を測定するために用いられ得る。
【００１４】
　ホイール１００は、４５度の増分で回転させられ続け得る。従って、ホイール１００は
ついに、図１Ｃおよび図１Ｄによって例示される位置に到着する。図１Ｃに例示される位
置において、センサ１１０は、ボックス１３０によって示されるように明るい部分に向け
られ、センサ１１２は、ボックス１３２によって示されるように暗い部分に向けられる。
図１Ｄに例示される位置において、センサ１１０は、ボックス１３４によって示されるよ
うに暗い部分に向けられ、センサ１１２もまた、ボックス１３６によって示されるように
暗い部分に向けられる。
【００１５】
　図１Ａにおいて例示される位置と図１Ｄにおいて例示される位置との間で、ホイール１
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００は１８０度回転する。以上で議論されるように、ボックス１２２、１２４、１２６、
１２８、１３０、１３２、１３４、１３６によって例示されるパターンは、ホイール１０
０が時計回り方向で回転させられ続ける場合、繰り返し得る。例えば、ホイール１００が
時計回り方向でさらに４５度回転させられる場合、新しいパターンは、図１Ａの位置（す
なわち、ボックス１２２および１２４）と一致するが、暗い部分および明るい部分１０２
、１０４、１０６、１０８は、それぞれお互いに交換される。すなわち、暗い部分１０２
が、暗い部分１０６によって交換され、明るい部分１０４が、明るい部分１０８によって
交換される。
【００１６】
　図２Ａから図２Ｄは、本明細書中に記述されるシステムおよび方法の１つの実施形態に
よる、反時計回りに回転する、図１Ａから図１Ｄの光学式ロータリ入力デバイスの動作を
例示する図である。ホイール１００は、図２Ａにおいて例示される位置から始まる。セン
サ１１０は、ボックス２０６によって示されるように暗い部分に向けられ、センサ１１２
は、ボックス２０８によって示されるように明るい部分に向けられる。ホイール１００は
それから、図２Ｂにおいて例示される位置へと反時計回りに４５度回転させられ得る。セ
ンサ１１０は、ボックス２１０によって示されるように暗い部分に向けられ、センサ１１
２もまた、ボックス２１２によって示されるように暗い部分に向けられる。ホイール１０
０はそれから、図２Ｃによって例示される位置へと反時計回りにさらに４５度回転させら
れ得る。センサ１１０は、ボックス２１４によって示されるように明るい部分に向けられ
、センサ１１２は、ボックス２１６によって示されるように暗い部分に向けられる。もう
１回の４５度の回転によって、図２Ｄによって例示される位置へと１８０度の回転を完了
すると、センサ１１０は、ボックス２１８によって示されるように明るい部分に向けられ
、センサ１１２もまた、ボックス２２０によって示されるように明るい部分に向けられる
。図１Ａから図１Ｄに関する説明と同様に、ホイール１００が反時計回り方向に回転し続
ける場合、ボックス２０６、２０８、２１０、２１２、２１４、２１６、２１８、２２０
によって例示されるパターンは繰り返す。
【００１７】
　図３は、３６０度による時計回りに回転し、そして３６０度による反時計回りに回転す
る、光学式ロータリデバイスの動作のパターンを例示する図である。図３は、ホイール１
００が時計回りおよび反時計回りに回転するときに、センサ１１０および１１２によって
提示されるパターンを例示するボックス３００を含む。矢印３０２は、時計回りの回転を
示し、別の矢印３０４は、反時計回りの回転を示す。すなわち、矢印３０２に示す下向き
の動きで、ボックスは、図１Ａから図１Ｄのパターンをたどって変わり、一方、矢印３０
４に示す上向きの動きで、ボックスは、図２Ａから図２Ｄのパターンをたどる。ロータリ
入力デバイスは、デバイスが最後の回転の後に残されたままの位置、またはデバイスが製
造されたときの初期位置に依存して、任意のボックスから始まり得る。さらに、デバイス
は、例えば、モバイル通信デバイスにおけるユーザインタフェースメニュー構造をナビゲ
ートするためにユーザがデバイスを回転させるときに、方向を変え得る。
【００１８】
　図６は、本明細書中に記述されるシステムおよび方法の別の実施形態による、光学式ロ
ータリ入力デバイスの一部分を例示する図である。図６は、図１から図３に関して議論さ
れる図面に類似するけれども、図６のホイール６０２は、明るい部分および暗い部分のそ
れぞれが２つの代わりに、３つの明るい部分および３つの暗い部分を含む。光学式ロータ
リ入力デバイスは、光学的に読み取り可能な部分６００を含み得る。交互の暗い区画およ
び明るい区画は、一対のセンサ６０２および６０４によって読み取られ得る。この例示に
おける光学式ロータリ入力デバイスは、入力デバイスが３６０度回されるときに、１２の
個別の位置を有し得る。センサ６０２および６０４を用いて、これら１２の位置のそれぞ
れから明るい読み取りおよび暗い読み取りを決定することによって、動きおよび方向は、
決定され得る。
【００１９】
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　図３に類似して、一連の対の正方形のボックス６０６は、センサ６０２および６０４か
らの可能な読み取りを例示するために示される。矢印６０８および６１０は、時計回りの
回転および反時計回りの回転を示す。図６に関して記述される実施形態は、６つの異なる
部分を有し、各部分は６０度である。６０度の部分を用いることにおいて、ロータリ入力
デバイスは、３０度の増分において測定し得る。図６から分かり得るように、光学式ロー
タリ入力デバイスの１回の３６０度の回転を完了する間に、パターンは３回繰り返す。図
１から図３に類似して、図６のロータリ入力デバイスは、回る方向および回った角距離を
決定し得る。
【００２０】
　従って、上記されるようにユーザは、光学式ロータリデバイスを用いて、スクリーン上
のメニューを介してナビゲートし得る。パターンの変化は、デバイスに対して、次の項目
、または次のいくつかの項目へ動くように命じ、そしてどの方向に動くかを命じる。パタ
ーンは、パターン中のいかなる特定の箇所から開始する必要がない。なぜなら、一旦デバ
イスが、現在のパターンが何であるかを知れば、デバイスは、時計回りの回転および反時
計回りの回転に対して次のパターンが何であるべきかを知るからである。従って、各回転
の方向を特定の方向（すなわち、上、下、左、または右）に割り当てることによって、デ
バイスは、メニューにおいて、例えば、上に行くか、下に行くか、または横に行くかを、
出現する次のパターンに基づいて決定し得る。
【００２１】
　本明細書中に記述されるように構成される光学式ロータリホイールはまた、選択（例え
ば、メニュー項目の選択）を行うために用いられ得る。例えば、以下に記述される実施形
態において、ボタンまたは押しボタンドーム（ｐｕｓｈ　ｂｕｔｔｏｎ　ｄｏｍｅ（ｓ）
）は、選択またはエントリを行うために押し下げられ得るホイール部分の上に含まれ得、
かつ／または接触子は、ホイールを押し下げることで接触子が閉じられるように、ホイー
ルの下に含まれ得る。再び、ボタン、ドーム、および接触子を含む実施形態は、以下にお
いてより詳細に記述される。
【００２２】
　図１から図３に関して上記されるように、センサ１１０および１１２は、ホイール１０
０の明るい位置または暗い位置がセンサの前にあるか上にあるかを検出するように構成さ
れ得る。図４および図５は、例えば、図１および図２に例示されるように、動作するよう
に構成される光学式ロータリデバイスの特定の実装を例示する。
【００２３】
　図４は、回転を測定するために、発光ダイオード（ＬＥＤ）４０２および４０４ならび
にトランジスタ４０６および４０８の組み合わせを用いる実施形態を例示する図である。
ホイール４１０は、ＬＥＤ４０２および４０４と、トランジスタ４０６および４０８との
間に配置され得る。ホイール４１０は、ＬＥＤ４０２および４０４からの光が、トランジ
スタ４０６および４０８を照明することを可能にするいくつかの数の開口を有し得る。例
えば、図４のホイール４１０は、図１および図２のホイール１００に類似し得る。図１の
各明るいエリア１０４および１０８が、ホイール４１０上の開口を表し得、各暗いエリア
１０２および１０６が、開口を有しないエリアを表し得る、ホイール４１０は、シャフト
４１２によってノブ４１４と接続され得る。ノブ４１４が回されるときに、トランジスタ
４０６および４０８は、図１から図３に関して記述されるパターンに類似するパターンに
おいて照明される。トランジスタ４０６および４０８の照明のパターンはそれから、ノブ
４１４の回転を決定するために用いられ得る。図４は、照明源としてＬＥＤ４０２および
４０４を含む一実施形態を例示するけれども、他の照明源（例えば、ランプ）が可能であ
る。
【００２４】
　図５は、図４のＬＥＤ４０２および４０４ならびにトランジスタ４０６および４０８を
用いる一実施形態において用いられ得る回路図である。ＬＥＤ４０２および４０４は、抵
抗器５１４を介して電源とグランドとの間に接続され得、図４に記述されるようにホイー
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ル４１０の位置に依存して、電源が適用されるときに、トランジスタ４０６および４０８
を照明し得る。１つの実施形態において、図７に関して以下に記述されるように、電源は
、バッテリの電力を節約するために、様々な時間においてオンおよびオフにされ得る。
【００２５】
　トランジスタ４０６および４０８の各々は、スイッチとして動作する。そのようなトラ
ンジスタが照明されない場合、そのトランジスタは、スイッチがオフであることに似てお
り、そのようなトランジスタが照明される場合、それは、スイッチがオンであることに似
ている。トランジスタ４０６または４０８が照明される場合、対応する出力５１６または
５１８は、出力を低い電圧にするために、トランジスタを介してグランド５２２に接続さ
れる。代わりに、トランジスタ４０６または４０８が照明されない場合、出力５１６また
は５１８は、出力を高い電圧にするために、抵抗器５１０または５１２によって高い電圧
に引かれる。これが簡略化であることに注意されるべきである。トランジスタ４０６およ
び４０８は、スイッチと厳密には似ていない。例えば、トランジスタ４０６または４０８
が「オフ」の場合、それは、いくらかの電流が流れることを可能にし得、しかし、電流の
量は、概してトランジスタが「オン」である時よりかなり少ない。トランジスタ４０６お
よび４０８の動作は周知であり、簡潔のために、本明細書中においてさらに議論されない
。
【００２６】
　上述のように、本明細書中に記述されるような光学式ロータリデバイスを組み込むこと
は、可動部分の数を低減し得、より低いコストおよびより長い平均故障間隔を導き得る。
さらに、本明細書中に記述されるシステムおよび方法によって構成される光学式ロータリ
デバイスは、表面実装設計へのより容易な組込みを可能にする表面実装デバイスであり得
る。しかし、ＬＥＤ４０２およびＬＥＤ４０４などの１つ以上の光源は、電力消費を増大
させ、バッテリの寿命を低減させ得る。従って、いくつかの実施形態において、本明細書
中に記述されるシステムおよび方法によって構成される、光学式ロータリデバイスと関連
づけられる電力消費を低減させるための方法を実装することは、好適であり得る。
【００２７】
　図７は、本明細書中に記述されるシステムおよび方法の１つの実施形態による、光学式
ロータリ入力デバイスの電力消費を低減させるための方法を例示するフローチャートであ
る。ステップ７００において、照明源は、光学式ロータリデバイスと関連づけられる検出
器を照明するために、オンにされ得る。図４から図５に関して記述されるように、照明源
はＬＥＤであり得る。ステップ７０２において、光学式ロータリデバイスが回転している
か否か決定される。デバイスが回転していない場合、ステップ７０６において、デバイス
への電力は、ある時間の間取り除かれ得る。デバイスが回転している場合、ステップ７０
４において、照明源は、回転が完了するまでオンにされたままであり得る。
【００２８】
　言い換えれば、本明細書中に記述されるような光学式ロータリデバイスを組み込むデバ
イスは、デバイスがアクティブであるか否かを検出するように構成され得、アクティブで
ない場合、電力消費を下げるためにデバイスへの電力を切換える。電力は所定の時間の間
、オフにされ得る。例えば、電力は、検出器を照明するために光学式ロータリデバイスへ
周期的に適用され得（ステップ７００）、回転があるか否かを決定する（ステップ７０２
）。代わりに、着信またはキー押しなどの特定のアクティビティ、またはスリープ状態か
らアクティブ状態へ移行することなどの特定の状態または状態の遷移は、照明源を起動し
得る。従って、ステップ７０８において、照明源を起動させるときであるか否かが決定さ
れ得る。
【００２９】
　例示として、光学式ロータリ入力デバイス中の照明デバイスとして用いられるＬＥＤが
オンであるときに、そのＬＥＤが２０ｍＡを消費すると仮定する。さらに、特定のモバイ
ル通信デバイスが１０００ｍＡｈのバッテリを有すると仮定する。すなわち、バッテリは
、１時間の間１０００ｍＡを提供し得る。ＬＥＤが連続的にオンの場合、バッテリは、バ
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ッテリが駆動し得る他のいかなる回路も考慮に入れなければ、約５０時間後に放電される
。一般に、バッテリは他の回路を駆動する必要があるために、モバイル通信デバイス中の
バッテリが５０時間よりかなり短い時間で放電されることはあり得る。代わって、ＬＥＤ
が例えば、２５ミリ秒ごとに０．１ミリ秒の間、すなわち、０．４％の時間、オンである
と仮定すると、この段階で、１０００ｍＡｈバッテリは、例えば、携帯電話ハンドセット
の任意の他の回路、電力節約ならびに「スタンバイ」時間および「通話」時間の増大の可
能性を考慮しなければ、約１２，５００時間の間ＬＥＤを駆動し得る。
【００３０】
　さらなる例示として、いくつかのモバイル通信デバイスは、「スリープ」モードを含む
。一般に、「スリープ」モードは、他の動作モードよりそれほど電力を用いない。電話が
、所定の時間、通信を送信または受信するために用いられなかったときに、モバイル通信
デバイスは、例えば、「スリープ」モードに入り得る。モバイル通信デバイスが「スリー
プ」モードにあると決定し得る。一実施形態において、光学式ロータリ入力デバイス中の
光源は、「スリープ」モードの間にオフにされ得、モバイル通信デバイスがスリープモー
ドにとどまる限りオフのままであり得、この方法により、ＬＥＤによる電力消費はさらに
減少され得る。
【００３１】
　図８Ａから図８Ｂは、本明細書中に記述されるシステムおよび方法の１つの実施形態に
よる、光学式ロータリ入力デバイス８０２を例示する図である。図８Ａは、回転の入力お
よびボタン押し下げからの入力を含み得る、光学式ロータリデバイス８０２を例示する。
中央のボタン８０４は、光学式ロータリ入力デバイス８０２を用いるデバイスに入力を提
供し得、例えば、「ＯＫ」は、メニューにおける項目を選択するために用いられ得る。キ
ー８０６、８０８、８１０、８１２などの追加のキーもまた含まれ得る。キー８０６、８
０８は、機能を示すためのピクチャを含み得る。例えば、キー８０６は、呼出し音のオン
およびオフを切換えるために用いられ得るか、キー８０８は、ボイスメールにアクセスす
るために用いられ得る。キー８０６およびキー８０８上でさえも複数の機能を有すること
は有益であり得る。キー８１０および８１２は、一般的なものとして示されるけれども、
特定の機能が割り当てられ得、別の実施形態において、キーは割り当てられた機能を示す
ピクチャを含み得る。
【００３２】
　図８Ａに関して示されるように、ボタンまたはドームは、光学式ロータリ入力デバイス
に組み入れられ得る。代わりに、光学式ロータリ入力デバイスは、図８Ｂにおいて例示さ
れるように、光学式ロータリ入力デバイス８０２の下に位置する接触子８２５、８２７、
８２９を起動するために、デバイスが押し下げられ得るように搭載され得る。
【００３３】
　図９は、本明細書中に記述されるシステムおよび方法の１つの実施形態による、モバイ
ル通信デバイス９００を例示する図である。モバイル通信デバイス９００は、無線部９１
０から通信信号を送信および受信するためのアンテナ９０８を含み得る。無線部９１０は
、プロセッサ９０４に連結され得る。プロセッサ９０４は、マイクロプロセッサ、信号処
理プロセッサ、デジタルロジック、またはこれらのデバイスのなんらかの組み合わせであ
り得る。
【００３４】
　プロセッサ９０４は、メモリ９０８（例えば、モバイル通信デバイスの機能を実行する
ためにプロセッサによって実行される命令を保存するためのフラッシュメモリ）に連結さ
れ得る。プロセッサ９０４は、モバイル通信デバイス２００のユーザへ情報を提供するた
めのディスプレイ９１２に連結され得る。
【００３５】
　バッテリ９０６は、プロセッサ９０４に連結され得、プロセッサ９０４に電力を提供し
得る。さらに、バッテリ９０６は、光源９０２に連結され得る。光源９０２は、例えば、
発光ダイオード（ＬＥＤ）であり得る。光源９０２は、光学式ロータリ入力デバイス９１
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【００３６】
　本発明の特定の実施形態が上記されてきたが、記述される実施形態が例示のみであるこ
とが理解される。従って、本発明は、記述される実施形態に基づいて制限されるべきでな
い。むしろ、本明細書中に記述される本発明の範囲は、上記の説明および添付の図面と関
連させると、続く特許請求の範囲に照らしてのみ制限されるべきである。
【図面の簡単な説明】
【００３７】
【図１Ａ】図１Ａから図１Ｄは、１つの実施形態による光学式ロータリ入力デバイスの時
計回りの動作を例示する図である。
【図１Ｂ】図１Ａから図１Ｄは、１つの実施形態による光学式ロータリ入力デバイスの時
計回りの動作を例示する図である。
【図１Ｃ】図１Ａから図１Ｄは、１つの実施形態による光学式ロータリ入力デバイスの時
計回りの動作を例示する図である。
【図１Ｄ】図１Ａから図１Ｄは、１つの実施形態による光学式ロータリ入力デバイスの時
計回りの動作を例示する図である。
【図２Ａ】図２Ａから図２Ｄは、１つの実施形態による光学式ロータリ入力デバイスの反
時計回りの動作を例示する図である。
【図２Ｂ】図２Ａから図２Ｄは、１つの実施形態による光学式ロータリ入力デバイスの反
時計回りの動作を例示する図である。
【図２Ｃ】図２Ａから図２Ｄは、１つの実施形態による光学式ロータリ入力デバイスの反
時計回りの動作を例示する図である。
【図２Ｄ】図２Ａから図２Ｄは、１つの実施形態による光学式ロータリ入力デバイスの反
時計回りの動作を例示する図である。
【図３】図３は、図１および図２に関して議論される動作を概略化する図である。
【図４】図４は、１つの実施形態による光学式ロータリデバイスの実装を例示する図であ
る。
【図５】図５は、図４に関して記述される光学式ロータリ入力デバイスを例示する回路図
である。
【図６】図６は、別の実施形態による光学式ロータリ入力デバイスの動作を例示する図で
ある。
【図７】図７は、１つの実施形態によるモバイル通信デバイス上の光学式ロータリ入力デ
バイスを組み込むための方法を例示するフローチャートである。
【図８Ａ】図８Ａから図８Ｂは、１つの実施形態による本明細書中に記述されるシステム
および方法に対応する、光学式ロータリ入力デバイスの実施形態の動作を例示する図であ
る。
【図８Ｂ】図８Ａから図８Ｂは、１つの実施形態による本明細書中に記述されるシステム
および方法に対応する、光学式ロータリ入力デバイスの実施形態の動作を例示する図であ
る。
【図９】図９は、１つの実施形態による光学式ロータリ入力デバイスを組み込むモバイル
通信デバイスを例示する図である。
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【図６】 【図７】
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【図９】

【手続補正書】
【提出日】平成20年9月1日(2008.9.1)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
モバイル通信デバイスであって、
　光学式ロータリホイール（１００）と、該光学式ロータリホイールの回転を感知するよ
うに構成された第１の光学センサおよび第２の光学センサ（１１０，１１２）とを備えて
いる光学式ロータリデバイスであって、該ロータリホイールは交互の明るい部分および暗
い部分（１０２，１０４，１０６，１０８）に分割されることにより、該第１の光学セン
サおよび該第２の光学センサ（１１０，１１２）が、該ロータリホイール（１００）が回
転するときに、該明るい部分および暗い部分の連続的なパターン（３００，６０６）を感
知する、光学式ロータリデバイスと、
　該光学式ロータリデバイスに連結されるプロセッサであって、該プロセッサは、該光学
式センサを介して該光学式ロータリホイール（１００）が回転しているか否かを決定する
ように、かつ該ロータリデバイスが回転していないと決定される場合に、該光学式ロータ
リデバイスから電力を取り除くように構成される、プロセッサと
　を備える、モバイル通信デバイス。
【請求項２】
前記プロセッサは、前記光学式ロータリホイール（１００）が回転していると決定される
場合に、該光学式ロータリホイール（１００）の前記回転に基づいて入力を決定するよう
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にさらに構成される、請求項１に記載のモバイル通信デバイス。
【請求項３】
前記プロセッサは、時間が経過したか否かを決定し、該時間が経過した場合に、前記光学
式ロータリデバイスに対して電力を印加するようにさらに構成される、請求項１に記載の
モバイル通信デバイス。
【請求項４】
前記プロセッサは、前記モバイル通信デバイスがスリープモードにあるか否かを決定し、
該モバイル通信デバイスがスリープモードにないと決定される場合に、前記光学式ロータ
リデバイスに対して電力を印加するようにさらに構成される、請求項１に記載のモバイル
通信デバイス。
【請求項５】
前記光学式ロータリデバイスは、前記プロセッサに対して少なくとも１つの入力を提供す
るように構成された少なくとも１つの押しボタンドームをさらに備える、請求項１に記載
のモバイル通信デバイス。
【請求項６】
前記光学式センサ（１１０，１１２）は、少なくとも１つの発光ダイオードの光源をさら
に備える、請求項１に記載のモバイル通信デバイス。
【請求項７】
前記光学式ロータリデバイスから電力を取り除くことは、前記光源から電力を取り除くこ
とを包含する、請求項６に記載のモバイル通信デバイス。
【請求項８】
前記交互の明るい部分および暗い部分は、それぞれが９０度の回転を表す４つの交互の明
るい部分および暗い部分を備え、前記光学式センサは、９０度未満の回転の角度を感知す
るように構成される、請求項１に記載のモバイル通信デバイス。
【請求項９】
前記交互の明るい部分および暗い部分は、それぞれが６０度の回転を表す６つの交互の明
るい部分および暗い部分を備え、前記光学式センサは、６０度未満の回転の角度を感知す
るように構成される、請求項１に記載のモバイル通信デバイス。
【請求項１０】
前記光学式センサは、３０度の増分で回転を感知するように構成される、請求項９に記載
のモバイル通信デバイス。
【請求項１１】
前記光学式センサは、時計回りの回転および反時計回りの回転を検出するように構成され
る、請求項１に記載のモバイル通信デバイス。
【請求項１２】
光学式ロータリデバイスを含むデバイスにおいて電力を温存するための方法であって、該
方法は、
　該光学式ロータリデバイスの少なくとも２つのセンサを介して、該光学式ロータリデバ
イスが回転しているか否かを決定することであって、該センサは、ロータリホイール（１
００）が回転しているときに、該光学式ロータリデバイスのロータリホイール（１００）
の一連の交互の暗い部分および明るい部分を検出する、ことと、
　該ロータリデバイスが回転していないと決定される場合に、該光学式ロータリデバイス
から電力を取り除くことと
　を包含する、方法。
【請求項１３】
前記光学式ロータリデバイスが回転していると決定される場合に、該光学式ロータリデバ
イスの前記回転に基づいて入力を決定することをさらに包含する、請求項１２に記載の方
法。
【請求項１４】
時間が経過したか否かを決定することと、該時間が経過した場合に、前記光学式ロータリ
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デバイスに対して電力を印加することとをさらに包含する、請求項１３に記載の方法。
【請求項１５】
前記モバイル通信デバイスがスリープモードにあるか否かを決定することと、該モバイル
通信デバイスがスリープモードにないと決定される場合に、前記光学式ロータリデバイス
に対して電力を印加することとをさらに包含する、請求項１２に記載の方法。



(16) JP 2009-524993 A 2009.7.2

10

20

30

40

【国際調査報告】



(17) JP 2009-524993 A 2009.7.2

10

20

30

40



(18) JP 2009-524993 A 2009.7.2

10

20

30

40



(19) JP 2009-524993 A 2009.7.2

10

20

30

40



(20) JP 2009-524993 A 2009.7.2

10

20

30

40



(21) JP 2009-524993 A 2009.7.2

10

20

フロントページの続き

(81)指定国　　　　  AP(BW,GH,GM,KE,LS,MW,MZ,NA,SD,SL,SZ,TZ,UG,ZM,ZW),EA(AM,AZ,BY,KG,KZ,MD,RU,TJ,TM),
EP(AT,BE,BG,CH,CY,CZ,DE,DK,EE,ES,FI,FR,GB,GR,HU,IE,IS,IT,LT,LU,LV,MC,NL,PL,PT,RO,SE,SI,SK,TR),OA(BF,
BJ,CF,CG,CI,CM,GA,GN,GQ,GW,ML,MR,NE,SN,TD,TG),AE,AG,AL,AM,AT,AU,AZ,BA,BB,BG,BR,BW,BY,BZ,CA,CH,CN,CO,
CR,CU,CZ,DE,DK,DM,DZ,EC,EE,EG,ES,FI,GB,GD,GE,GH,GM,GT,HN,HR,HU,ID,IL,IN,IS,JP,KE,KG,KM,KN,KP,KR,KZ,L
A,LC,LK,LR,LS,LT,LU,LV,LY,MA,MD,MG,MK,MN,MW,MX,MY,MZ,NA,NG,NI,NO,NZ,OM,PG,PH,PL,PT,RO,RS,RU,SC,SD,SE
,SG,SK,SL,SM,SV,SY,TJ,TM,TN,TR,TT,TZ,UA,UG,US,UZ,VC,VN,ZA,ZM,ZW

(72)発明者  シメック，　マーク
            アメリカ合衆国　カリフォルニア　９２１２１，　サン　ディエゴ，　キャンパス　ポイント　ド
            ライブ　１０３００，　キョウセラ　ワイヤレス　コープ．
(72)発明者  ピエロネック，　ジェームス
            アメリカ合衆国　カリフォルニア　９２１２１，　サン　ディエゴ，　キャンパス　ポイント　ド
            ライブ　１０３００，　キョウセラ　ワイヤレス　コープ．
(72)発明者  ラ　スペザ，　リチャード
            アメリカ合衆国　カリフォルニア　９２１２１，　サン　ディエゴ，　キャンパス　ポイント　ド
            ライブ　１０３００，　キョウセラ　ワイヤレス　コープ．
Ｆターム(参考) 5B020 BB02  DD05 
　　　　 　　  5K023 AA07  BB26  GG03 
　　　　 　　  5K027 AA11  BB04  GG00 


	biblio-graphic-data
	abstract
	claims
	description
	drawings
	written-amendment
	search-report
	overflow

