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(57)【要約】
【課題】タッチセンサを入力装置として備えた場合であ
っても、Ｗｅｂブラウザ機能に設けられた「戻る」・「
進む」機能を直感的な操作で、かつ少ない操作数で入力
可能な通信機器を提供する。
【解決手段】Ｗｅｂページの画面を表示するＷｅｂペー
ジ表示領域３１が設けられた表示手段１２と、表示手段
１２の接触操作を検知して入力を受け付けるタッチセン
サを備えた入力手段と、画面の横幅をＷｅｂページ表示
領域３１の横幅に合わせたレイアウトに変更表示するレ
イアウト変更手段と、Ｗｅｂページ表示領域３１に表示
された画面に関する情報を記憶する記憶手段とを備えた
。タッチセンサは、Ｗｅｂページ表示領域３２の接触後
、右から左方向になぞる操作を検知すると、現在表示さ
れている画面に対する「戻る」機能の操作入力を受け付
け、左から右方向になぞる操作を検知すると「進む」機
能の操作入力を受け付ける。
【選択図】　図６
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
Ｗｅｂページの画面を表示するＷｅｂページ表示領域が設けられた表示手段と、
　前記表示手段の接触操作を検知することにより入力を受け付けるタッチセンサを備えた
入力手段と、
　前記画面の横幅を、前記Ｗｅｂページ表示領域の横幅に合わせたレイアウトに変更して
、前記画面を表示するレイアウト変更手段と、
　前記Ｗｅｂページ表示領域に表示された前記画面に関する情報を記憶する記憶手段と、
　前記タッチセンサによって前記Ｗｅｂページ表示領域の接触を検知した後、ほぼ第一の
横幅方向に移動する操作を検知した場合、前記記憶手段に記憶された前記画面に関する情
報に基づき、現在表示されている前記画面の一つ前に表示された画面を表示し、前記Ｗｅ
ｂページ表示領域の接触を検知した後、第一の横幅方向とは異なる、ほぼ第二の横幅方向
に移動する操作を検知した場合、前記記憶手段に記憶された前記画面に関する情報に基づ
き、現在表示されている前記画面の一つ次に表示された画面を表示する制御手段と
を備えたことを特徴とする通信機器。
【請求項２】
Ｗｅｂページの画面を表示するＷｅｂページ表示領域と、前記Ｗｅｂページ表示領域外に
設けられ所定の情報を表示する情報表示領域とを備えた表示手段と、
　前記表示手段の接触を検知することにより操作入力を受け付けるタッチセンサを備えた
入力手段と、
　前記Ｗｅｂページ表示領域に表示された前記画面に関する情報を記憶する記憶手段と、
　前記タッチセンサによって前記情報表示領域の接触を検知した後、ほぼ第一の横幅方向
に移動する操作を検知した場合、前記記憶手段に記憶された前記画面に関する情報に基づ
き、現在表示されている前記画面の一つ前に表示された画面を表示し、前記情報領域の接
触を検知した後、第一の横幅方向とは異なる、ほぼ第二の横幅方向に移動する操作を検知
した場合、前記記憶手段に記憶された前記画面に関する情報に基づき、現在表示されてい
る前記画面の一つ次に表示された画面を表示する制御手段と
を備えたことを特徴とする通信機器。
【請求項３】
前記情報表示領域は、少なくとも所定のピクトグラフを表示するピクト行および前記Ｗｅ
ｂページに対して実行可能な機能を表示するソフトラベル行のうち少なくとも一方である
請求項２記載の通信機器。
【請求項４】
Ｗｅｂページの画面を表示するＷｅｂページ表示領域を備えた表示手段と、
　前記表示手段の接触を検知することにより操作入力を受け付けるタッチセンサを備えた
入力手段と、
　前記Ｗｅｂページ表示領域内であって前記画面の第一の位置に第一の画像を表示し、第
二の位置に第二の画像を表示する画像表示手段と、
　前記Ｗｅｂページ表示領域に表示された前記画面に関する情報を記憶する記憶手段と、
　前記タッチセンサによって前記第一の画像の接触を検知した後に弾く操作を検知した場
合、前記記憶手段に記憶された前記画面に関する情報に基づき、現在表示されている前記
画面の一つ前に表示された画面を表示し、
前記第二の画像の接触を検知した後に弾く操作を検知した場合、前記記憶手段に記憶され
た前記画面に関する情報に基づき、現在表示されている前記画面の一つ次に表示された画
面を表示する制御手段と
を備えたことを特徴とする通信機器。
【請求項５】
Ｗｅｂページの画面を表示するＷｅｂページ表示領域を備えた表示手段と、
　前記表示手段の接触を検知することにより操作入力を受け付けるタッチセンサを備えた
入力手段と、
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　前記Ｗｅｂページ表示領域内であって前記画面の第一の位置に第一の画像を表示し、第
二の位置に第二の画像を表示する表示手段と、
　前記Ｗｅｂページ表示領域に表示された前記画面に関する情報を記憶する記憶手段と、
　前記タッチセンサによって前記第一の画像の接触を検知した後に移動する操作を検知し
た場合、前記記憶手段に記憶された前記画面に関する情報に基づき、現在表示されている
前記画面の一つ前に表示された画面を表示し、
前記第二の画像の接触を検知した後に移動する操作を検知した場合、前記記憶手段に記憶
された前記画面に関する情報に基づき、現在表示されている前記画面の一つ次に表示され
た画面を表示する制御手段と
を備えたことを特徴とする通信機器。
【請求項６】
前記第一の位置は、前記画面の左下隅部であり、前記第二の位置は、前記画面の右下隅部
である請求項４または５記載の通信機器。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、通信機器に係り、特に、ブラウザ機能を備えた通信機器に関する。
【背景技術】
【０００２】
　通信機器においては、サーバより取得したＷｅｂページを閲覧することができるＷｅｂ
ブラウザ機能を備えたものが知られている。このＷｅｂブラウザは、ディスプレイに表示
しきれない領域を表示させる画面スクロール、Ｗｅｂページ上から他のＷｅｂページにジ
ャンプするハイパーリンク、現在表示されたＷｅｂページから一つ前または次の画面に進
む・戻る機能などの種々の機能を実行することができるようになっている。ユーザは、こ
れらの機能を利用することにより、Ｗｅｂページを快適に閲覧することが可能となる。
【０００３】
　従来、上述した画面スクロールなどの機能の実行指示を受け付けるため、ディスプレイ
にコントロール領域を設ける技術が知られている（例えば特許文献１）。このコントロー
ル領域には、ディスプレイ上のポインタの位置に応じて進む、戻るなどの機能の実行が割
り当てられている。このため、ユーザに対して負担をかけることなくＷｅｂページなどの
コンテンツを閲覧させることができる。
【０００４】
　また、携帯電話機などの通信機器においては、数字キーや十字キーなどの操作キーを備
えたものがある。通信機器は、数字キーや十字キーなどの複数の操作キーをそれぞれショ
ートカットキーとして割り当て、上述した画面スクロールなどの機能の実行指示を受け付
ける技術も知られている。ユーザは、これらのショートカットキーを利用することで、デ
ィスプレイ上のユーザインターフェースを介すことなく、少ない操作でＷｅｂページを快
適に閲覧することができた。
【特許文献１】特開２００６－３２３７９３号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
　近年、ディスプレイをタッチセンサとして構成した通信機器が知られるようになった。
タッチセンサを備えた通信機器においては、数字キーや十字キーなどの操作キーを備える
ことなくタッチセンサのみを入力装置として構成したもの、または限られた操作キーのみ
を備えたものも知られている。タッチセンサを備えた通信機器では、ユーザにより直感的
な操作で入力できる点で優れている。直感的な操作には、例えばディスプレイをタッチし
たり、左右、上下方向になぞったりする操作があり、通信機器はこれらの操作に割り当て
られた所定の機能を実行する。
【０００６】
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　例えば、Ｗｅｂブラウザ機能を備えた通信機器の場合、ディスプレイに表示されたＷｅ
ｂページ中のハイパーリンクをタッチ操作することにより所定のページへジャンプしたり
、Ｗｅｂページを左右上下方向になぞる操作で画面スクロールを行ったりすることができ
、直感的な操作で種々の機能を実行することができる。
【０００７】
　ここで、複数の数字キーや十字キーなどの操作キーを入力装置として備えた通信機器は
、操作キーの数だけショートカットキーとして割り当てることができる。これに対し、タ
ッチセンサを入力装置として備えた通信機器は、入力の受付が可能な操作数に応じた指示
しか受け付けることができない。このため、Ｗｅｂページ閲覧中に実行される機能数が、
入力受付可能な操作数よりも多い場合には、直感的な操作で指示を受け付けることができ
ない。
【０００８】
　具体的には、Ｗｅｂページの画面スクロール機能を、直感的な操作であるＷｅｂページ
を左右方向になぞる操作に割り当てた場合には、現在表示されたＷｅｂページから進む・
戻る操作に割り当てることができない。このため、通信機器は、必要に応じてメニュー画
面を表示し、メニュー項目の中から「戻る」・「進む」機能をタッチ操作により受け付け
る必要があった。この結果、ユーザの操作数が増加し、快適なＷｅｂページの閲覧が実現
されていなかった。
【０００９】
　また、ディスプレイの表示領域に、上述したコントロール領域などのユーザインターフ
ェースを常時設け、そこから進む・戻る機能を実行させることも考えられる。しかし、特
に携帯電話機などの携帯型の通信機器は、ディスプレイのサイズが制限され、表示領域が
限られている。このため、ディスプレイ上にコントロール領域などを設けると、Ｗｅｂペ
ージの表示領域がその分削減されてしまい、Ｗｅｂページを閲覧しにくくなってしまう。
【００１０】
　本発明はこのような事情を考慮してなされたもので、タッチセンサを入力装置として備
えた場合であっても、Ｗｅｂブラウザ機能に設けられた「戻る」・「進む」機能を直感的
な操作で、かつ少ない操作数で入力可能な通信機器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】
【００１１】
　本発明に係る通信機器は、上述した課題を解決するために、Ｗｅｂページの画面を表示
するＷｅｂページ表示領域が設けられた表示手段と、前記表示手段の接触操作を検知する
ことにより入力を受け付けるタッチセンサを備えた入力手段と、前記画面の横幅を、前記
Ｗｅｂページ表示領域の横幅に合わせたレイアウトに変更して、前記画面を表示するレイ
アウト変更手段と、前記Ｗｅｂページ表示領域に表示された前記画面に関する情報を記憶
する記憶手段と、前記タッチセンサによって前記Ｗｅｂページ表示領域の接触を検知した
後、ほぼ第一の横幅方向に移動する操作を検知した場合、前記記憶手段に記憶された前記
画面に関する情報に基づき、現在表示されている前記画面の一つ前に表示された画面を表
示し、前記Ｗｅｂページ表示領域の接触を検知した後、第一の横幅方向とは異なる、ほぼ
第二の横幅方向に移動する操作を検知した場合、前記記憶手段に記憶された前記画面に関
する情報に基づき、現在表示されている前記画面の一つ次に表示された画面を表示する制
御手段とを備えたことを特徴とする。
【００１２】
　また、本発明に係る通信機器は、Ｗｅｂページの画面を表示するＷｅｂページ表示領域
と、前記Ｗｅｂページ表示領域外に設けられ所定の情報を表示する情報表示領域とを備え
た表示手段と、前記表示手段の接触を検知することにより操作入力を受け付けるタッチセ
ンサを備えた入力手段と、前記Ｗｅｂページ表示領域に表示された前記画面に関する情報
を記憶する記憶手段と、前記タッチセンサによって前記情報表示領域の接触を検知した後
、ほぼ第一の横幅方向に移動する操作を検知した場合、前記記憶手段に記憶された前記画
面に関する情報に基づき、現在表示されている前記画面の一つ前に表示された画面を表示
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し、前記情報領域の接触を検知した後、第一の横幅方向とは異なる、ほぼ第二の横幅方向
に移動する操作を検知した場合、前記記憶手段に記憶された前記画面に関する情報に基づ
き、現在表示されている前記画面の一つ次に表示された画面を表示する制御手段とを備え
たことを特徴とする。
【００１３】
　また、本発明に係る通信機器は、Ｗｅｂページの画面を表示するＷｅｂページ表示領域
を備えた表示手段と、前記表示手段の接触を検知することにより操作入力を受け付けるタ
ッチセンサを備えた入力手段と、前記Ｗｅｂページ表示領域内であって前記画面の第一の
位置に第一の画像を表示し、第二の位置に第二の画像を表示する画像表示手段と、前記Ｗ
ｅｂページ表示領域に表示された前記画面に関する情報を記憶する記憶手段と、前記タッ
チセンサによって前記第一の画像の接触を検知した後に弾く操作を検知した場合、前記記
憶手段に記憶された前記画面に関する情報に基づき、現在表示されている前記画面の一つ
前に表示された画面を表示し、前記第二の画像の接触を検知した後に弾く操作を検知した
場合、前記記憶手段に記憶された前記画面に関する情報に基づき、現在表示されている前
記画面の一つ次に表示された画面を表示する制御手段とを備えたことを特徴とする。
【００１４】
　また、本発明に係る通信機器は、Ｗｅｂページの画面を表示するＷｅｂページ表示領域
を備えた表示手段と、前記表示手段の接触を検知することにより操作入力を受け付けるタ
ッチセンサを備えた入力手段と、前記Ｗｅｂページ表示領域内であって前記画面の第一の
位置に第一の画像を表示し、第二の位置に第二の画像を表示する表示手段と、前記Ｗｅｂ
ページ表示領域に表示された前記画面に関する情報を記憶する記憶手段と、前記タッチセ
ンサによって前記第一の画像の接触を検知した後に移動する操作を検知した場合、前記記
憶手段に記憶された前記画面に関する情報に基づき、現在表示されている前記画面の一つ
前に表示された画面を表示し、前記第二の画像の接触を検知した後に移動する操作を検知
した場合、前記記憶手段に記憶された前記画面に関する情報に基づき、現在表示されてい
る前記画面の一つ次に表示された画面を表示する制御手段とを備えたことを特徴とする。
【発明の効果】
【００１５】
　本発明に係る通信機器においては、タッチセンサを入力装置として備えた場合であって
も、Ｗｅｂブラウザ機能に設けられた「戻る」・「進む」機能を直感的な操作で、かつ少
ない操作数で入力可能とすることができる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００１６】
　本発明に係る通信機器の実施形態を添付図面に基づいて説明する。本発明に係る通信機
器として、カード型に形成され、ユーザがディスプレイを指で触れることで操作すること
ができる携帯電話機１を例に挙げて説明する。図１は、本発明に係る通信機器の実施形態
を示す携帯電話機１を示す斜視図である。
【００１７】
　携帯電話機１は、図１に示すように、矩形の板状の筐体１１を備えている。筐体１１の
一方の表面には、表面の大部分を占めるタッチスクリーン１２と、タッチスクリーン１２
の図示上部および下部に配置された音声を出力するためのスピーカ１３と、音声を入力す
るためのマイクロフォン１４とを備える。筐体１１の側面には、携帯電話機１の内部方向
の押下により電源のＯＮ／ＯＦＦ状態を切り替える電源ボタン１５を備える。
【００１８】
　タッチスクリーン１２は、文字や画像などからなるＷｅｂページなどの画面を表示する
Ｗｅｂページ表示領域が設けられた表示手段と、この表示手段の接触操作を検知すること
により入力を受け付けるタッチセンサを備えた入力手段との双方の機能を備える。タッチ
スクリーン１２は、例えばＬＣＤ（Ｌｉｑｕｉｄ　Ｃｒｙｓｔａｌ　Ｄｉｓｐｌａｙ）か
らなるディスプレイの上面に、ディスプレイ表面の接触を検知するための素子が複数配置
され、さらにその上に透明なスクリーンが積層されることにより形成されている。また、
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タッチスクリーン１２上での接触を検知する方法は、圧力の変化を感知する感圧式、静電
気による電気信号を感知する静電式、その他の方法を適用することができる。
【００１９】
　携帯電話機１は、タッチスクリーン１２の接触の開始（タッチ）および接触の終了（リ
リース）の一連の操作により、入力を受け付ける。携帯電話機１が入力を受け付ける操作
には、例えば、タッチスクリーン１２のタッチとリリースの位置がほぼ同一である操作で
ある「タッチ操作」と、タッチとリリースの位置が異なり、所定の座標分移動した操作で
ある「なぞる操作」と、タッチとリリースの位置が異なり、「なぞる操作」よりも短い（
所定時間より短い）時間でかつ所定の座標分移動した操作である「弾く操作」とがある。
本実施形態においては、「タッチ操作」と「なぞる操作」と「弾く操作」をタッチスクリ
ーン１２が受け付ける操作例として説明するが、これらの操作以外の操作を受け付け可能
に構成してもよい。
【００２０】
　図２は、本実施形態における携帯電話機１の内部の構成を示す図である。携帯電話機１
は、主制御部２０、電源回路部２１、入力制御部２２、表示制御部２３、記憶部２４、音
声制御部２５、および通信制御部２６がバスによって相互に電気的に接続されて構成され
る。
【００２１】
　主制御部２０は、ＣＰＵ（Ｃｅｎｔｒａｌ　Ｐｒｏｃｅｓｓｉｎｇ　Ｕｎｉｔ）を具備
し、携帯電話機１の総括的な制御を行うとともに、表示制御処理や、その他様々な演算処
理や制御処理などを行う。電源回路部２１は、ユーザによる電源ボタン１５を介した入力
に基づいて電源のオン／オフ状態を切り替える。電源回路部２１は、電源がオン状態の場
合に内蔵されている電力供給源（バッテリなど）または外部に接続されている電力供給源
から各部に対して電力を供給して、携帯電話機１を動作可能にする。
【００２２】
　入力制御部２２はタッチスクリーン１２に対する入力インタフェースを備え、例えばタ
ッチスクリーン１２に付加された圧力を検出して、この位置を示す信号を生成し、この信
号を主制御部２０に供給する。表示制御部２３はタッチスクリーン１２に対する表示イン
タフェースを備え、主制御部２０の制御に基づいて、文字や画像などを含んだ画面をタッ
チスクリーン１２に表示する。
【００２３】
　記憶部２４は、主制御部２０が行う処理の処理プログラムや処理に必要なデータなどを
格納するＲＯＭ（Ｒｅａｄ　Ｏｎｌｙ　Ｍｅｍｏｒｙ）やハードディスク、不揮発性メモ
リ、主制御部２０が処理を行う際に使用されるデータを一時的に記憶するＲＡＭ（Ｒａｎ
ｄｏｍ　Ａｃｃｅｓｓ　Ｍｅｍｏｒｙ）などの記憶装置からなる。なお、主制御部２０が
行う制御処理に使用される処理プログラムやデータなどは、記憶部２４に記憶される。
【００２４】
　音声制御部２５は、主制御部２０の制御に基づいて、マイクロフォン１４により入力さ
れた音声からアナログ音声信号を生成し、このアナログ音声信号をデジタル音声信号に変
換する。また音声制御部２５は、デジタル音声信号を取得すると、主制御部２０の制御に
基づいて、このデジタル音声信号をアナログ音声信号に変換し、スピーカ１３から音声と
して出力する。
【００２５】
　通信制御部２６は、主制御部２０の制御に基づいて、基地局からアンテナ２６ａを介し
て受信した受信信号をスペクトラム逆拡散処理してデータを復元する。このデータは、主
制御部２０の指示により、音声制御部２５に伝送されてスピーカ１３から出力されたり、
表示制御部２３に伝送されてタッチスクリーン１２に表示されたり、または記憶部２４に
記憶されたりする。
【００２６】
　また通信制御部２６は、主制御部２０の制御に基づいて、マイクロフォン１４を介して
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入力された音声信号やタッチスクリーン１２を介して入力されたデータや記憶部２４に記
憶されたデータを取得すると、これらのデータに対してスペクトラム拡散処理を行い、基
地局に対してアンテナ２６ａを介して送信する。
【００２７】
　本実施形態における携帯電話機１は、図示しないサーバより取得したＷｅｂページを閲
覧することができる、Ｗｅｂブラウザ機能を備えている。図３は、本実施形態における携
帯電話機１のタッチスクリーン１２に表示されたＷｅｂページの一例を示す図である。
【００２８】
　携帯電話機１においてＷｅｂブラウザ機能が実行されている場合、タッチスクリーン１
２のディスプレイとしての表示領域は、Ｗｅｂページ表示領域３１とピクト行３２とソフ
トラベル行３３とで構成される。Ｗｅｂページ表示領域３１とピクト行３２とソフトラベ
ル行３３とを表示する表示領域上には、全てタッチセンサが構成されている。
【００２９】
　Ｗｅｂページ表示領域３１は、表示が指示されたＷｅｂページの画面を表示する。ピク
ト行３２は、電波状況や電池残量、未読メールの存在を示すピクトグラフや現在の時刻を
表示する。ソフトラベル行３３は、表示されたＷｅｂページに対して実行可能な機能を表
示する。実行可能な機能には、タッチ操作によりメニュー画面を起動させる「メニュー」
や、Ｗｅｂブラウザ機能を終了させる「終了」などがある。ピクト行３２とソフトラベル
行３３とは、それぞれＷｅｂページ表示領域３１の上段と下段とに配置され、タッチスク
リーン１２の横幅方向に向かって帯状に構成される。なお、ピクト行３２とソフトラベル
行３３の配置は、それぞれＷｅｂページ表示領域の下段と上段とに配置されてもよいし、
共に上段または下段に配置されてもよい。
【００３０】
　Ｗｅｂブラウザ機能は、タッチスクリーン１２のＷｅｂページ表示領域３１に表示され
たＷｅｂページ画面中のハイパーリンクに対するタッチ操作を検知することにより、所定
のページへジャンプする機能を有する。また、Ｗｅｂブラウザ機能は、Ｗｅｂページ画面
を左右上下方向になぞる操作で上下左右方向に画面スクロールを行うことができる。
【００３１】
　Ｗｅｂページ表示領域３１に表示されたＷｅｂページの画面に関する情報（その画面の
ＵＲＬ（Ｕｎｉｆｏｒｍ　Ｒｅｓｏｕｒｃｅ　Ｌｏｃａｔｏｒ）情報）は、記憶手段とし
ての記憶部２４などに記憶されるようになっている。この記憶部２４には、閲覧された順
番にＷｅｂページの画面に関する情報が記憶されている。Ｗｅｂブラウザ機能には、記憶
された情報を元に、現在表示されている画面に対して一つ前に表示された画面を表示する
「戻る」機能、および「戻る」機能を利用する直前に表示されていた画面を再び表示する
（現在表示されている画面の次に表示された画面を表示する）「進む」機能を有している
。
【００３２】
　ここで、この「戻る」機能および「進む」機能をタッチスクリーン１２に対する直感的
な操作で行うことを考えた場合、例えば、「戻る」機能についてはＷｅｂページ表示領域
３１を右から左へなぞる操作を割り当て、「進む」機能については、Ｗｅｂページ表示領
域３１を左から右へなぞる操作を割り当てることが考えられる。しかし、上述したように
、左右方向の画面スクロール操作をＷｅｂページ表示領域３１を右から左方向、左から右
方向になぞる操作を割り当てた場合には、これと同一の操作を「戻る」機能および「進む
」機能の実行に割り当てることはできない。
【００３３】
　図４は、「戻る」・「進む」機能の実行例（従来例）を説明する図である。第一に、図
４（Ａ）に示すように、ソフトラベル行３３に表示された「メニュー」からメニュー画面
３６を表示し、メニュー項目の一覧から「２．戻る」または「３．進む」を選択すること
により実行することが考えられる。しかし、タッチスクリーン１２に対する直感的な操作
と比較して、１．「メニュー」のタッチ操作、２．「２．戻る」または「３．進む」のタ
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ッチ操作という２段階の操作を行わなければいけないという煩雑さがある。また、「戻る
」・「進む」機能については、使用頻度が高い機能であるため、より簡易な操作で実行で
きることが望ましい。
【００３４】
　第二に、図４（Ｂ）に示すように、ピクト行３２の下段であって、ピクト行３２とＷｅ
ｂページ表示領域３１との間に、Ｗｅｂブラウザ機能に対するメニューバー３４を表示す
ることが考えられる。メニューバー３４には、「戻る」機能の実行が割り当てられた戻る
アイコン３５ａと、「進む」機能の実行が割り当てられた進むアイコン３５ｂなどのアイ
コンが表示される。ユーザは、これらのアイコン３５ａ、３５ｂに対してタッチ操作を行
うことで、一の操作で「戻る」・「進む」機能を実行することができる。しかし、メニュ
ーバー３４を設けることにより、Ｗｅｂページ表示領域３１がメニューバー３４の領域分
削減されてしまう。
【００３５】
　これに対し、本実施形態における携帯電話機１は、「戻る」・「進む」機能を一の直感
的な操作で実行することができる。以下、本実施形態における携帯電話機１で実行される
、Ｗｅｂページ閲覧処理の詳細について説明する。以下に説明する第一から第三のＷｅｂ
ページ閲覧処理は、例えばユーザインターフェースからＷｅｂブラウザ機能の起動が指示
されるなど所定の操作が実行されることによりＷｅｂブラウザ機能が起動された後に実行
される処理である。
【００３６】
　図５は、本実施形態における携帯電話機１の主制御部２０により実行される第一のＷｅ
ｂページ閲覧処理を説明するフローチャートである。ステップＳ１において、主制御部２
０は、Ｗｅｂページの閲覧を開始する。主制御部２０は、予め設定されたＵＲＬに基づく
Ｗｅｂページや、その都度入力されたＵＲＬに基づくＷｅｂページを、図示しないサーバ
から取得する。
【００３７】
　ステップＳ２において、主制御部２０は、Ｗｅｂページ表示領域３１の横幅に合わせた
レイアウトに変更して、Ｗｅｂページの画面をＷｅｂページ表示領域３１に表示する。主
制御部２０はＷｅｂページのレイアウトを変更することにより、Ｗｅｂページ表示領域３
１の横幅方向（左右方向）の画面を閲覧するためのスクロール操作をなくすことができる
。レイアウトの変更処理は、例えば、携帯電話機１が取得したＨＴＭＬ文書を、Ｗｅｂペ
ージ表示領域３１の横幅にあわせたレイアウト構成に変換することにより行われる。
【００３８】
　図６は、第一のＷｅｂページ閲覧処理におけるＷｅｂページの画面表示例を示す図であ
る。図６に示すように、Ｗｅｂページのレイアウトが変更されて、Ｗｅｂページ表示領域
３１の横幅方向と一致するように表示される。
【００３９】
　ステップＳ３において、主制御部２０は、Ｗｅｂブラウザ機能によるＷｅｂページの閲
覧を終了させる指示を受け付けたか否かの判定を行う。Ｗｅｂページの閲覧を終了させる
指示は、例えば、タッチスクリーン１２のソフトラベル行３３に表示された「終了」のタ
ッチ操作などで受け付けるようになっている。主制御部２０は、Ｗｅｂページの閲覧を終
了させる指示を受け付けたと判定した場合、Ｗｅｂブラウザ機能を終了し、Ｗｅｂページ
閲覧処理を終了する。
【００４０】
　一方、主制御部２０は、Ｗｅｂページの閲覧を終了させる指示を受け付けていないと判
定した場合、ステップＳ４において、Ｗｅｂページ表示領域３１に対するタッチ（接触の
開始）が検知されたか否かの判定を行う。主制御部２０は、Ｗｅｂページ表示領域３１に
対するタッチが検知されていないと判定した場合、閲覧終了判定ステップＳ３に戻り、以
降の処理を繰り返す。なお、Ｗｅｂページ表示領域３１以外のピクト行３２やソフトラベ
ル行３３に対するタッチが検知された場合の処理については、本実施形態の説明において
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は省略するが、Ｗｅｂページ表示領域３１に対する動作と同様に考えても良いし、ピクト
行３２またはソフトラベル行３３に対しては適用しないようにしてもよい。
【００４１】
　一方、主制御部２０は、Ｗｅｂページ表示領域３１に対するタッチが検知された場合、
ステップＳ５において、ステップＳ４において検知されたタッチに対するリリース（接触
の終了）が検知されたか否かの判定を行う。主制御部２０は、リリースが検知されていな
いと判定した場合、リリースを検知するまで待機する。
【００４２】
　一方、主制御部２０は、リリースが検知された場合、ステップＳ６において、Ｗｅｂペ
ージ表示領域３１に対して行われた操作が、Ｗｅｂページ表示領域３１上を左右方向（横
幅方向）に移動するなぞる操作であったか否かの判定を行う。具体的には、主制御部２０
は、タッチが検知された時のタッチスクリーン１２上の座標と、リリースが検知されたと
きのタッチスクリーン１２上の座標とが、左右方向に向かって所定の座標分移動している
か否かの判定を行う。例えば、図６に示すように、ユーザの指ＦがＷｅｂページ表示領域
３１のある位置から、図示矢印Ｘ方向に移動する左から右方向になぞる操作であったか否
かの判定を行う。または、図６とは対称的に、矢印Ｘの終点から始点方向（右から左方向
）になぞる操作であったか否かの判定を行う。このとき、主制御部２０は、厳密に左から
右方向または右から左方向に直線上を移動した場合のみならず、ほぼ左右方向に移動して
いれば（例えばＷｅｂページ表示領域３１の縦幅方向の１０％以内の上下へのズレなど）
、左右方向のなぞる操作と認識するのが好ましい。
【００４３】
　主制御部２０は、タッチスクリーン１２のＷｅｂページ表示領域３１上で行われた操作
が、左右方向のなぞる操作であったと判定した場合、ステップＳ７において、「戻る」機
能または「進む」機能を実行する。主制御部２０は、第一の横幅方向としての右から左方
向に移動するなぞる操作を検知した場合には、記憶部２４に記憶されたＷｅｂページの画
面に関する情報に基づいて、現在表示されているＷｅｂページの画面の一つ前に表示され
た画面を表示させる「戻る」機能を実行する。一方、主制御部２０は、第二の横幅方向と
しての左から右方向に移動するなぞる操作を検知した場合には、記憶部２４に記憶された
Ｗｅｂページの画面に関する情報に基づいて、現在表示されているＷｅｂページの画面の
一つ次に表示された画面を表示させる「進む」機能を実行する。
【００４４】
　一方、主制御部２０は、タッチスクリーン１２のＷｅｂページ表示領域３１上で行われ
た操作が、左右方向のなぞる操作以外の操作であったと判定した場合、ステップＳ８にお
いて、行われた操作に対応する所定の処理を実行する。例えば、主制御部２０は、Ｗｅｂ
ページ中に含まれるハイパーリンクに対するタッチ操作が行われた場合には、所定のＷｅ
ｂページの画面へジャンプして表示する処理を実行する。または、主制御部２０は、所定
の処理が割り当てられていない場合には、行われた操作に対する処理は行わない。処理実
行ステップＳ７およびＳ８の後、処理は閲覧終了判定ステップＳ３に戻り、以降の処理が
繰り返される。
【００４５】
　第一のＷｅｂページ閲覧処理は、携帯電話機１は、Ｗｅｂページの画面の左右方向の画
面スクロールが不要となるようにレイアウトを変更して表示させる。このため、左右方向
の画面スクロールに割り当てられた左右方向になぞる操作を、「戻る」・「進む」機能に
それぞれ割り当てることができる。
【００４６】
　なお、第一の横幅方向はタッチスクリーン１２の右から左方向、第二の横幅方向はタッ
チスクリーン１２の左から右方向として構成した例を説明したが、第一の横幅方向が左か
ら右方向、第二の横幅方向が右から左方向として構成してもよい。第二のＷｅｂページ閲
覧処理においても同様である。以上で第一のＷｅｂページ閲覧処理の説明を終了する。
【００４７】
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　次に、第二のＷｅｂページ閲覧処理について説明する。図７は、本実施形態における携
帯電話機１の主制御部２０により実行される第二のＷｅｂページ閲覧処理を説明するフロ
ーチャートである。なお、第一のＷｅｂページ閲覧処理と重複する処理については、詳細
な説明を省略する。なお、この第二のＷｅｂページ閲覧処理については、第一のＷｅｂペ
ージ閲覧処理とは異なり、主制御部２０はＷｅｂページのレイアウトを特に変更すること
なく表示するＷｅｂページの画面をＷｅｂページ表示領域３１に表示する。
【００４８】
　ステップＳ１１において、主制御部２０は、Ｗｅｂページの閲覧を開始する。ステップ
Ｓ１２において、主制御部２０は、ＷｅｂページをＷｅｂページ表示領域３１に表示する
。第一のＷｅｂページ閲覧処理とは異なり、主制御部２０はＷｅｂページのレイアウトを
特に変更することなく表示するＷｅｂページの画面をＷｅｂページ表示領域３１に表示す
る。
【００４９】
　ステップＳ１３において、主制御部２０は、Ｗｅｂブラウザ機能によるＷｅｂページの
閲覧を終了させる指示を受け付けたか否かの判定を行う。主制御部２０は、Ｗｅｂページ
の閲覧を終了させる指示を受け付けたと判定した場合、Ｗｅｂブラウザ機能を終了し、Ｗ
ｅｂページ閲覧処理を終了する。
【００５０】
　一方、主制御部２０は、Ｗｅｂページの閲覧を終了させる指示を受け付けていないと判
定した場合、ステップＳ１４において、ピクト行３２に対するタッチ（接触の開始）が検
知されたか否かの判定を行う。主制御部２０は、ピクト行３２に対するタッチが検知され
ていないと判定した場合、閲覧終了判定ステップＳ１３に戻り、以降の処理を繰り返す。
なお、ピクト行３２以外のＷｅｂページ表示領域３１やソフトラベル行３３に対するタッ
チが検知された場合の処理については、本実施形態の説明においては省略する（例えば通
常どおり、ＵＲＬアクセスや上下左右のスクロール処理が行われる）。
【００５１】
　一方、主制御部２０は、ピクト行３２に対するタッチが検知された場合、ステップＳ１
５において、ステップＳ１４において検知されたタッチに対するリリース（接触の終了）
が検知されたか否かの判定を行う。主制御部２０は、リリースが検知されていないと判定
した場合、リリースを検知するまで待機する。
【００５２】
　一方、主制御部２０は、リリースが検知された場合、ステップＳ１６において、ピクト
行３２に対して行われた操作が、ピクト行３２上を左右方向（横幅方向）に移動するなぞ
る操作であったか否かの判定を行う。図８は、第二のＷｅｂページ閲覧処理におけるＷｅ
ｂページの画面表示例を示す図である。例えば、図８に示すように、ユーザの指Ｆがピク
ト行３２のある位置から、図示矢印Ｘ方向に移動する左から右方向になぞる操作であった
か否かの判定を行う。または、図８とは対称的に、矢印Ｘの終点から始点方向（右から左
方向）になぞる操作であったか否かの判定を行う。
【００５３】
　主制御部２０は、タッチスクリーン１２のピクト行３２上で行われた操作が、左右方向
のなぞる操作であったと判定した場合、ステップＳ１７において、「戻る」機能または「
進む」機能を実行する。主制御部２０は、第一の横幅方向としての右から左方向に移動す
るなぞる操作を検知した場合には、記憶部２４に記憶されたＷｅｂページの画面に関する
情報に基づいて、現在表示されているＷｅｂページの画面の一つ前に表示された画面を表
示させる「戻る」機能を実行する。一方、主制御部２０は、第二の横幅方向としての左か
ら右方向に移動するなぞる操作を検知した場合には、記憶部２４に記憶されたＷｅｂペー
ジの画面に関する情報に基づいて、現在表示されているＷｅｂページの画面の一つ次に表
示された画面を表示させる「進む」機能を実行する。
【００５４】
　一方、主制御部２０は、タッチスクリーン１２のピクト行３２上で行われた操作が、左
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右方向のなぞる操作以外の操作であったと判定した場合、ステップＳ１８において、行わ
れた操作に対応する所定の処理を実行する。処理実行ステップＳ１７およびＳ１８の後、
処理は閲覧終了判定ステップＳ１３に戻り、以降の処理が繰り返される。
【００５５】
　第二のＷｅｂページ閲覧処理においては、携帯電話機１は、Ｗｅｂページの画面を表示
するＷｅｂページ表示領域３１以外のピクト行３２を左右方向になぞる操作にＷｅｂペー
ジの画面の「戻る」・「進む」機能を割り当てた。このため、Ｗｅｂページの画面スクロ
ール、およびＷｅｂページの画面の「戻る」・「進む」機能を、それぞれＷｅｂページ表
示領域３１、ピクト行３２に対する左右方向になぞる操作に割り当てることができる。ゆ
えに、本実施形態における携帯電話機１は、Ｗｅｂページの画面スクロール、およびＷｅ
ｂページの画面の「戻る」・「進む」機能の両者に対して、直感的にわかりやすい操作で
実行指示を受け付けることができる。
【００５６】
　なお、第二のＷｅｂページ閲覧処理においては、ピクト行３２を左右方向になぞる操作
にＷｅｂページの画面の「戻る」・「進む」機能を割り当てたが、ピクト行３２に限らず
、ソフトラベル行３３であってもよい。図９は、第二のＷｅｂページ閲覧処理におけるＷ
ｅｂページの他の画面表示例を示す図である。図９に示すように、ユーザの指Ｆがソフト
ラベル行３３のある位置から、図示矢印Ｘ方向に移動する左から右方向になぞる操作、ま
たは図８とは対称的に、矢印Ｘの終点から始点方向（右から左方向）になぞる操作に、「
戻る」・「進む」機能が割り当てられている。第二のＷｅｂページ閲覧処理では、ピクト
行３２、ソフトラベル行３３のように、Ｗｅｂページの画像を表示するＷｅｂページ表示
領域３１外に設けられた、所定の情報を表示する表示領域に、左右方向になぞる操作に伴
うＷｅｂページの画面の「戻る」・「進む」機能を割り当てることができる。以上で第二
のＷｅｂページ閲覧処理の説明を終了する。
【００５７】
　次に、第三のＷｅｂページ閲覧処理について説明する。図１０は、本実施形態における
携帯電話機１の主制御部２０により実行される第三のＷｅｂページ閲覧処理を説明するフ
ローチャートである。なお、第一のＷｅｂページ閲覧処理と重複する処理については、詳
細な説明を省略する。
【００５８】
　ステップＳ２１において、主制御部２０は、Ｗｅｂページの閲覧を開始する。ステップ
Ｓ２２において、主制御部２０は、ＷｅｂページをＷｅｂページ表示領域３１に表示する
。このとき、主制御部２０は、Ｗｅｂページ表示領域３１内であって画面の所定位置に、
第一の画像および第二の画像としての画像をそれぞれ表示する。図１１は、第三のＷｅｂ
ページ閲覧処理におけるＷｅｂページの画面表示例を示す図である。図１１（Ａ）に示す
ように、主制御部２０は、Ｗｅｂページ表示領域３１の画面左下および右下隅部には、Ｗ
ｅｂページの画面が捲れた様子をイメージした画像４１ａ、４１ｂをそれぞれ表示する。
画面左下隅部に表示された画像４１ａは、Ｗｅｂページを捲ると一つ前の画面に戻るイメ
ージを表わす。画面右下隅部に表示された画像４１ｂは、Ｗｅｂページを捲ると一つ次の
画面に進むイメージを表わしている。
【００５９】
　ステップＳ２３において、主制御部２０は、Ｗｅｂブラウザ機能によるＷｅｂページの
閲覧を終了させる指示を受け付けたか否かの判定を行う。主制御部２０は、Ｗｅｂページ
の閲覧を終了させる指示を受け付けたと判定した場合、Ｗｅｂブラウザ機能を終了し、Ｗ
ｅｂページ閲覧処理を終了する。
【００６０】
　一方、主制御部２０は、Ｗｅｂページの閲覧を終了させる指示を受け付けていないと判
定した場合、ステップＳ２４において、画像４１ａ、４１ｂに対するタッチ（接触の開始
）が検知されたか否かの判定を行う。主制御部２０は、画像４１ａ、４１ｂに対するタッ
チが検知されていないと判定した場合、閲覧終了判定ステップＳ２３に戻り、以降の処理
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を繰り返す。なお、画像４１ａ、４１ｂ以外のＷｅｂページ表示領域３１やピクト行３２
、ソフトラベル行３３に対するタッチが検知された場合の処理については、本実施形態の
説明においては省略する。
【００６１】
　一方、主制御部２０は、画像４１ａ、４１ｂに対するタッチが検知された場合、ステッ
プＳ２５において、ステップＳ２４において検知されたタッチに対するリリース（接触の
終了）が検知されたか否かの判定を行う。主制御部２０は、リリースが検知されていない
と判定した場合、リリースを検知するまで待機する。
【００６２】
　一方、主制御部２０は、リリースが検知された場合、ステップＳ２６において、画像４
１ａ、４１ｂに対して行われた操作が、画像４１ａ、４１ｂ上を弾く操作であったか否か
の判定を行う。例えば、図１１（Ｂ）に示すように、ユーザの指Ｆが画像４１ａ、４１ｂ
のある位置から、図示矢印Ｘ方向に弾く操作であったか否かの判定を行う。なお、弾く操
作の方向については、特に図示矢印Ｘ方向に限定せず、上下方向、左右方向、左右上方向
であってもかまわない。
【００６３】
　主制御部２０は、画像４１ａ、４１ｂ上で行われた操作が、弾く操作であったと判定し
た場合、ステップＳ２７において、「戻る」機能または「進む」機能を実行する。主制御
部２０は、画像４１ａを弾く操作を検知した場合には、記憶部２４に記憶されたＷｅｂペ
ージの画面に関する情報に基づいて、現在表示されているＷｅｂページの画面の一つ前に
表示された画面を表示させる「戻る」機能を実行する。一方、主制御部２０は、画像４１
ｂを弾く操作を検知した場合には、記憶部２４に記憶されたＷｅｂページの画面に関する
情報に基づいて、現在表示されているＷｅｂページの画面の一つ次に表示された画面を表
示させる「進む」機能を実行する。
【００６４】
　一方、主制御部２０は、タッチスクリーン１２の画像４１ａ、４１ｂ上で行われた操作
が、弾く操作以外の操作であったと判定した場合、ステップＳ２８において、行われた操
作に対応する所定の処理を実行する。または、主制御部２０は、所定の処理が割り当てら
れていない場合には、行われた操作に対する処理は行わない。処理実行ステップＳ２７お
よびＳ２８の後、処理は閲覧終了判定ステップＳ２３に戻り、以降の処理が繰り返される
。
【００６５】
　第三のＷｅｂページ閲覧処理においては、Ｗｅｂページ表示領域３１上であって、Ｗｅ
ｂページの画面閲覧を妨げる可能性が低い左右隅部に、画面が捲られた様子をイメージし
た画像４１ａ、４１ｂを表示した。さらに、画像４１ａ、４１ｂを弾く操作を「戻る」・
「進む」機能の実行にそれぞれ割り当てた。このため、直感的な操作で「戻る」・「進む
」機能を実行することができる。
【００６６】
　なお、携帯電話機１は、画像４１ａ、４１ｂを弾く操作を「戻る」・「進む」機能にそ
れぞれ割り当てたが、画像４１ａ、４１ｂを接触の開始位置とするなぞる操作を割り当て
てもよい。例えば、なぞる操作を割り当てる場合には、画像４１ａ、４１ｂを接触の開始
位置としていればよく、なぞる操作の移動方向は限定しない構成にしてもよい。
【００６７】
　また、画像４１ａ、４１ｂは、画面が捲れた様子をイメージした画像に限らず、他の画
像であってもよい。また、これらの画像４１ａ、４１ｂが表示される位置は、画面左下隅
部および画面右下隅部に限らず、他の位置であってもよい。これらの画像４１ａ、４１ｂ
および画像４１ａ、４１ｂが表示される位置は、Ｗｅｂページの画面が一つ前の画面に進
む、および一つ次の画面に進むことを直感的に認識できるようなものが望ましい。以上で
第三のＷｅｂページ閲覧処理の説明を終了する。
【００６８】
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　この携帯電話機１によれば、タッチセンサを入力装置として備えた場合であっても、Ｗ
ｅｂブラウザ機能に設けられた「戻る」・「進む」機能を直感的な操作で、かつ少ない操
作数で入力可能とすることができる。
【００６９】
　また、上述した第一～第三のＷｅｂページ閲覧処理は、携帯電話機１において単独で実
行可能であるが、それぞれの処理をモードとしてユーザ任意に選択設定可能に構成するこ
とで、ユーザ個々人に合った直感的な操作を提供することができる。
【００７０】
　本実施形態においては、Ｗｅｂページの画面を閲覧するＷｅｂブラウザ機能に適用した
例を説明したが、「戻る」・「進む」の機能を利用することができる画像やテキストのブ
ラウザ機能に適用してもよい。
【００７１】
　また、本発明に係る通信機器は、入力装置としてタッチセンサのみを設けた場合に限ら
ず、タッチセンサ以外にも操作キーなどの入力装置を備えた通信機器に適用してもよい。
【００７２】
　本発明に係る通信機器を携帯電話機１に適用した例を説明したが、これに限定されず、
ＰＨＳ（Ｐｅｒｓｏｎａｌ　Ｈａｎｄｙｐｈｏｎｅ　Ｓｙｓｔｅｍ）、ＰＤＡ（Ｐｅｒｓ
ｏｎａｌ　Ｄｉｇｉｔａｌ　Ａｓｓｉｓｔａｎｔｓ）、携帯型音楽プレイヤー、携帯型ゲ
ーム機など、タッチスクリーンを備えた通信機器であれば任意の通信機器で構わない。
【図面の簡単な説明】
【００７３】
【図１】本発明に係る通信機器の実施形態である携帯電話機を示す斜視図。
【図２】本実施形態における携帯電話機の内部の構成を示す図。
【図３】本実施形態における携帯電話機のタッチスクリーンに表示されたＷｅｂページの
一例を示す図。
【図４】「戻る」・「進む」機能の実行例（従来例）を説明する図。
【図５】本実施形態における携帯電話機の主制御部により実行される第一のＷｅｂページ
閲覧処理を説明するフローチャート。
【図６】第一のＷｅｂページ閲覧処理におけるＷｅｂページの画面表示例を示す図で。
【図７】本実施形態における携帯電話機の主制御部により実行される第二のＷｅｂページ
閲覧処理を説明するフローチャート。
【図８】第二のＷｅｂページ閲覧処理におけるＷｅｂページの画面表示例を示す図。
【図９】第二のＷｅｂページ閲覧処理におけるＷｅｂページの他の画面表示例を示す図。
【図１０】本実施形態における携帯電話機の主制御部により実行される第三のＷｅｂペー
ジ閲覧処理を説明するフローチャート。
【図１１】第三のＷｅｂページ閲覧処理におけるＷｅｂページの画面表示例を示す図。
【符号の説明】
【００７４】
１　携帯電話機
１１　筐体
１２　タッチスクリーン
１３　スピーカ
１４　マイクロフォン
１５　電源ボタン
２０　主制御部
２１　電源回路部
２２　入力制御部
２３　表示制御部
２４　記憶部
２５　音声制御部
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２６　通信制御部
２６ａ　アンテナ
３１　Ｗｅｂページ表示領域
３２　ピクト行
３３　ソフトラベル行
３４　メニューバー
３５ａ、３５ｂ　アイコン
４１ａ、４１ｂ　画像

【図１】

【図２】

【図３】
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【図４】 【図５】

【図６】 【図７】
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【図８】 【図９】

【図１０】 【図１１】
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