
(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　 通信手段と
　 データ処理を実行する制御手段と
　
　 から送信された を前記通信手段が受信して、前記制御手段が着信
信号から情報を抽出し、且つ少なくとも該情報の前記 への表示を行う構成の携帯
情報端末装置であって、
　回転自在な操作手段を有し、該操作手段が回転されることにより入力が為される回転入
力 、
　

　

　

　ことを特徴とする携帯情報端末装置。
【請求項２】
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無線基地局とデータ通信を行う 、
前記無線基地局からの信号の 、
前記制御手段によって処理した情報を表示する表示手段を備え、
前記無線基地局 データ

表示手段

手段と
前記情報を表示させる第１のモードと、年月日および時刻を表示させる第２のモードと

を選択する選択手段とを備え、
前記第１のモードが選択されている場合に、前記回転入力手段の回転方向によって前記

表示手段に表示された前記情報をスクロールさせ、
前記第２のモードが選択されている場合に、前記回転入力手段の回転方向によって前記

表示手段に表示された前記年月日および時刻の数値の変更を行う

押し込みスイッチを更に備え、
前記押し込みスイッチの操作に応動して、前記第２のモードが選択されている場合に、



　 とを特徴とする前記請求項１記載の携帯情報端末装置。
【請求項３】
　

　
【請求項４】
　
　 データ処理を実行する制御手段と
　
　 から送信された を前記通信手段が受信して、前記制御手段が着信
信号から情報を抽出し、且つ少なくとも該情報の 手段への表示を行う構成の携帯
情報端末装置 であって、
　
　回転自在な操作手段を有し、該操作手段が回転されることにより入力が為される回転入
力 、
　
　

　

　

　ことを特徴とする携帯情報端末装置 。
【発明の詳細な説明】
【０００１】
【発明の属する技術分野】
本発明は、遠隔位置にある無線基地局から送信された電波を受信すると、自分宛の信号で
あることの確認を行い、ついで着信があったことを使用者が確認できるよう、音や光や機
械的振動等で使用者に通報し、且つ受信された情報の表示を行う携帯情報端末装置、とり
わけページャなどの、無線により信号通信を行う携帯情報端末装置に関する。
【０００２】
【従来の技術】
可搬型で携帯に適し、通信ネットワークの端末装置として機能する携帯情報端末装置は、
近年の情報通信分野における広範かつ急激な需要拡大に応えるべく、多様な構成と機能の
ものが実用化されている。
【０００３】
このような携帯情報端末装置の一例として、無線により信号受信を行うページャが広範に
使用されている。
初期のページャは、無線基地局から発せられる呼出信号を受信するとベル奏鳴がなされる
端末装置であり、この装置を携帯して、有線の電話器から遠い場所に居る使用者に対し、
無線により呼出信号を発して通報し、使用者に最寄りの有線電話器からの連絡を促すもの
であった。
【０００４】
そして、無線基地局から発せられる信号を単なる呼出信号にとどまらず、情報を載せた信
号を発信可能にし、一方受信側では、この情報を載せた信号の着信があると、この情報を
液晶表示パネルにメッセージとして表示する機能を備えるページャが開発され、現在広く
使用されるに至っている。
【０００５】
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年、月、日、時、分、ＡＭ／ＰＭの各フィールド選択する
こ

前記第２のモードが選択されている場合に、前記回転入力手段の回転方向を時計方向に
回転することにより前記数値を増加させ、反時計方向に回転することにより前記数値を減
少させる

ことを特徴とする前記請求項１記載の携帯情報端末装置。

無線基地局とデータ通信を行う通信手段と、
前記無線基地局からの信号の 、
前記制御手段によって処理した情報を表示する表示手段を備え、
前記無線基地局 データ

前記表示
の情報表示制御方法

前記携帯情報端末装置は、

手段を備え
前記携帯情報端末装置の情報表示制御方法は、
前記情報を表示させる第１のモードと、年月日および時刻を表示させる第２のモードと

を選択する選択ステップを備え、
前記第１のモードが選択されている場合に、前記回転入力手段の回転方向によって前記

表示手段に表示された前記情報をスクロールさせ、
前記第２のモードが選択されている場合に、前記回転入力手段の回転方向によって前記

表示手段に表示された前記年月日および時刻の数値の変更を行う
の情報表示制御方法



こうしたページャ装置には、最近さらに種々の機能が付加されており、たとえばページャ
を屋外や外出先で使用する場合、とりわけ周囲が騒音の大きい雑踏であるときに着信時な
どで発生する報知音や呼び出し音を聞き漏らすことがないように、また、映画館や講演会
場など騒音が少なく、しかも報知音や呼び出し音がその場の雰囲気に支障をきたすことを
避けるため、着信の報知をベル奏鳴に代えて振動により携帯者に報知するためのバイブレ
ータ機能が併用された構成が一般的となっている。そして、こうした報知がなされる手段
としてのベル奏鳴あるいはバイブレータ振動のうちのいずれかを、使用者が手動操作によ
り選択できるように構成されている。
【０００６】
また、使用者が常時携帯して使用する上での利便性の向上のために、時計モードを備えて
現在の年月日時刻を数字などで液晶表示パネルに表示することが可能な構成が実用化され
ている。
【０００７】
同様に、上記のページャ装置以外の携帯情報端末装置においても、現在の年月日時刻を数
字などで液晶表示パネルに表示する時計モードを備える構成のものが普及しつつある。
【０００８】
こうした時計モードを備える携帯情報端末装置では、たとえば使用開始時に使用者が現在
の年月日時刻の設定をするための時計設定モードが備えられている。
この時計設定モードは、前記の使用開始時の他にも、使用累積時間によって生じる誤差補
正時や、その他特別の目的で表示の数値を変更する際に適用されることになる。
【０００９】
携帯情報端末装置で、このような時計設定モードにおいて表示数値の変更操作を行う場合
、変更対象として年月日のいずれを変更するか、あるいは時分秒のいずれを変更するかの
選択指示が必要になる。
さらに対象が選択されると、その数値を所望の数値になるまで増加させ、または減少させ
る操作が必要になる。
【００１０】
前記の各操作を可能にするため、従来の携帯情報端末装置では例えば液晶表示パネルの垂
直方向の縁部に、上向矢印の操作キーと下向矢印の操作キーとを設け、液晶表示パネルの
水平方向の縁部に左矢印の操作キーと右矢印の操作キーとを設け、左矢印の操作キーと右
矢印の操作キーによって、液晶表示パネルに表示されている数値のうち変更対象の数値を
選択し、ついで選択した位置で、上向矢印の操作キーの操作により数値を増加させ、また
は下向矢印の操作キーの操作により数値を減少させて、所望の数値になるように変更する
構成となっていた。
【００１１】
ところで、前記のような携帯情報端末装置は、使用者が携帯して使用するために、装置全
体の小型化が要求され、したがって装置の盤面上に設けられるキーの総数を少なくする必
要がある。
【００１２】
しかしながら、前記のような従来の携帯情報端末装置では操作キーの総数が多く、したが
って装置全体の小型化に限界があった。また、部品点数が多いことによるコスト増や、操
作が煩雑となることによる使い勝手が良くないといった問題があった。
【００１３】
そこで、前記のような単独のキーを複数個設ける代わりとして、回転式の入力機器や、回
転・押込式の入力機器が適用されるに至った。
これらは、例えばジョグダイヤルやロータリーエンコーダとして実用化されているもので
、一基の回転入力機器が備える、回転自在の円板状つまみを時計方向（右回り）および反
時計方向（左回り）にそれぞれ回転させることにより、一基の回転入力機器から二系統の
入力信号を得る構成である。したがって、こうした回転入力機器の採用により、キー類が
占めるスペースの削減がなされ、装置全体の小型化に寄与することが可能になった。
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【００１４】
【発明が解決しようとする課題】
しかしながら、前記のような左右両回りの回転方向を、それぞれ異なる二種類の入力に対
応させる構成の入力機器にあっては、その操作性が必ずしも効率的でない場合があった。
【００１５】
例えばディスプレイ画面に表示されている年月日のうちで、日付を変更する場合、現在の
日付の数値を所望の数値になるまで、矢印型の入力機器を一回づつ繰り返し操作して、日
付の数値を一日づつ進め、または一日づつ戻して調整するが、前記の従来のキーであると
、日付の数値のインクリメントまたはデクリメントと上向きキーまたは下向きキーとの対
応付けが容易であったが、これに対して回転入力機器による回転つまみの回転方向の、従
来の矢印型入力機器との対応付けは、必ずしも使用者にとって容易なものにはならず、こ
のため操作に混乱をまねくおそれがあった。
【００１６】
ところで、前記のような回転つまみを有する回転入力機器に類似の操作がなされる機器と
して、音響装置等で広く使用されている回転型音量調節機器すなわちボリューム機器があ
る。
このようなボリューム機器は、回転つまみを回転させて操作する構成であり、しかも回転
つまみの回転方向と音量増減には所定の関連付けがなされている。すなわち、回転つまみ
を時計方向（右回り）に回転させると音量が増し、回転つまみを反時計方向（左回り）に
回転させると音量が減少するよう構成されている。
したがって、回転入力機器が物理量の増減の指示入力に適用される場合に、回転入力機器
が独自の操作構成を採ると、類似の回転型の機器の操作との一貫性がなくなるおそれがあ
る。
【００１７】
さらに、日付を変更する場合に、現在の日付の数値と所望の日付の数値の差が大であると
きは、入力操作を多数回反復しなければならず、時間を要する上に使い勝手がすぐれない
という問題があった。
【００１８】
本発明は、前記のような液晶表示パネルへ表示される数値変更操作における、従来の携帯
情報端末装置の有する課題を解決するため為されたもので、液晶表示パネルに表示される
数値の変更が簡単な操作で可能であり、かつ、より少ない操作で変更調整が可能な携帯情
報端末装置と、数値の表示方法を提供することを目的とする。
【００１９】
【課題を解決するための手段】
　前記目的を達成するため、本発明の請求項１に係る携帯情報端末装置は、

通信手段と、 データ処理を実行する制御手
段と、 を備え、 か
ら送信された を前記通信手段が受信して、前記制御手段が着信信号から情報を抽出
し、且つ少なくとも該情報の への表示を行う構成の携帯情報端末装置であっ
て、回転自在な操作手段を有し、該操作手段が回転されることにより入力が為される回転
入力

。
【００２０】
　前記の構成によれば、

使用者はボリ
ュームによる音量調節と同様の操作を行うことにより、効率的で、かつ混乱や誤りの発生
しにくい数値変更操作がなされる。
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無線基地局と
データ通信を行う 前記無線基地局からの信号の

前記制御手段によって処理した情報を表示する表示手段 前記無線基地局
データ

前記表示手段

手段と、前記情報を表示させる第１のモードと、年月日および時刻を表示させる第２
のモードとを選択する選択手段とを備え、前記第１のモードが選択されている場合に、前
記回転入力手段の回転方向によって前記表示手段に表示された前記情報をスクロールさせ
、前記第２のモードが選択されている場合に、前記回転入力手段の回転方向によって前記
表示手段に表示された前記年月日および時刻の数値の変更を行う

操作子の操作によつて、第１のモードでは、情報をスクロールさ
せ、第１のモードでは、年月日および時刻の数値の変更が実行されるので、



【００２３】
　本発明の請求項３に係る、携帯情報端末装置 方法は、

段 段
段

段 段
段

段 段
段

。
【００２４】
　前記の方法によれば リュームによる音量調節と同様の操作が適用され、効率的で信
頼性の高い がなされる。
【００５１】
【発明の実施の形態】
以下、この発明の好適な実施形態を添付図を参照して詳細に説明する。なお、以下に述べ
る実施形態は、この発明の本質的な構成と作用を示すための好適な例の一部であり、した
がって技術構成上好ましい種々の限定が付されている場合があるが、この発明の範囲は、
以下の説明において特にこの発明を限定する旨の記載がない限り、これらの形態に限られ
るものではない。
【００５２】
図１は、本発明の携帯情報端末装置の一実施形態に係る要部構成を示すブロック図である
。図２は、その全体構成を示すブロック図である。
さらに図３は、図１および図２に示される携帯情報端末装置の外観構成を示す正面図であ
る。
さらに図４は、図１～図３に示される携帯情報端末装置の時計設定モードでの年月日時刻
表示状態を示す説明図である。
【００５３】
図２に示すように、本実施の形態に係る携帯情報端末装置１はページャであり、無線基地
などの遠隔地にある送信拠点から送信された無線電波を受信するアンテナ２と、アンテナ
２に接続され、アンテナ２で受信した信号を増幅、検波する受信部３と、この受信部３に
接続された、着信信号からコード情報を復号するデコーダである復調部４とを備え、これ
らが通信手段を構成している。
【００５４】
また復調部４はＡ／Ｄコンバータを備えてデジタル情報を生成させ、さらに、たとえばＥ
ＥＰＲＯＭなどで構成されるＩＤメモリ（図示されない）に記録されているＩＤコードと
、前記の復号されたコード情報とを照合し、送られた情報が自らに送られた情報であるか
否かを識別する機能を備える。復調部４の出力側は、ＣＰＵ５に接続される。
【００５５】
ＣＰＵ５には、さらに、たとえばＳＲＡＭで構成されるメッセージ記憶メモリ７が接続さ
れている。
着信信号に基づき復調部４で生成されたコード情報中のメッセージ情報は、メッセージ記
憶メモリ７に書込み記憶される。この記憶されたメッセージ情報は、読出されてディスプ
レイ画面へ表示される。メッセージ記憶メモリ７は、前記ＳＲＡＭの他にも、ＥＥＰＲＯ
Ｍなどの不揮発性メモリで構成できる。
【００５６】
復調部４およびメッセージ記憶メモリ７が接続された、マイクロコンピュータで構成され
るＣＰＵ５は、データ処理と入出力処理を司るもので、ＲＯＭ６に格納されている各種の
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の情報表示制御 無線基地局とデー
タ通信を行う通信手 と、前記無線基地局からの信号のデータ処理を実行する制御手 と
、前記制御手段によって処理した情報を表示する表示手 を備え、前記無線基地局から送
信されたデータを前記通信手 が受信して、前記制御手 が着信信号から情報を抽出し、
且つ少なくとも該情報の前記表示手 への表示を行う構成の携帯情報端末装置の情報表示
制御方法であって、回転自在な操作手 を有し、該操作手 が回転されることにより入力
が為される回転入力手 と、前記情報を表示させる第１のモードと、年月日および時刻を
表示させる第２のモードとを選択する選択ステップとを備え、前記第１のモードが選択さ
れている場合に、前記回転入力手段の回転方向によって前記表示手段に表示された前記情
報をスクロールさせ、前記第２のモードが選択されている場合に、前記回転入力手段の回
転方向によって前記表示手段に表示された前記年月日および時刻の数値の変更を行う

、ボ
情報表示等の変更



実行可能な手順（プログラム）に基づき、後述する入力機器から送られる入力信号の取り
込みと処理、メッセージ記憶メモリ７へのデータ書込みとファイル編成およびＴＯＣ（テ
ーブル・オブ・コンテンツ）の作成更新、ならびにファイル読出しの実行、ディスプレイ
画面へのメッセージ情報などの表示の制御、ならびに着信の通報や電圧異常等の通報の制
御を含む、装置全体の動作の制御と管理を行う。ＣＰＵ５の動作中に生じるテンポラリデ
ータ（たとえばＬＵＴ：ルックアップテーブルなど）は、ＤＲＡＭなどから構成されるワ
ーキングメモリ２１に暫定記録される。なおＲＯＭ６には、読出し専用のＭＯＳメモリや
、フラッシュメモリ等が用いられる。
【００５７】
さらに、使用者によって操作される入力機器として、回転入力機器９、この回転入力機器
９と一体に構成された押込みスイッチ８がそれぞれ設けられる。これら回転入力機器９、
押込みスイッチ８は、入力機器制御部１０に接続され、入力機器制御部１０はＣＰＵ５に
接続されている。
これら各入力機器からの信号は、入力機器制御部１０を介してＣＰＵ５に入力される。
【００５８】
また、ＣＰＵ５には表示パネル駆動部１１が接続され、この表示パネル駆動部１１に液晶
表示パネル１２が、ディスプレイ画面として接続されている。
ＣＰＵ５から出力される表示信号は表示パネル駆動部１１に送られ、表示パネル駆動部１
１は、駆動信号を液晶表示パネル１２に入力してこの液晶表示パネル１２を駆動し、画面
を形成させる。なお、ここで表示信号はＶＲＡＭ（ビデオＲＡＭ：図示されない）に表示
イメージとして転写され、この表示イメージに基づき駆動信号が編成されるが、ＶＲＡＭ
は専用のメモリとして配備する他、ワーキングメモリ２１の一部エリアをＶＲＡＭとして
使用する構成とすることも可能である。
【００５９】
さらにＣＰＵ５には通報信号出力部１３が接続され、この通報信号出力部１３にスピーカ
１４が、通報器として接続されている。　ＣＰＵ５から出力される通報信号は、通報信号
出力部１３に入力され、ここで音声信号となりスピーカ１４が駆動される。なおスピーカ
に代えてブザーが適用されてもよい。
【００６０】
上記のように、ＣＰＵ５、ＲＯＭ６、ワーキングメモリ２１、入力機器制御部１０などか
ら制御手段が構成されている。以下、図１に基づき、要部の構成を詳説する。
【００６１】
データバスであるデータ伝達手段２０には、ＣＰＵ５、ＲＯＭ６、ワーキングメモリ２１
、メッセージ記憶メモリ７、入力信号処理部１０Ｂ、表示パネル駆動部１１、通報信号出
力部１３が接続されている。
ＣＰＵ５は、データ伝達手段２０を介してＲＯＭ６、ワーキングメモリ２１、メッセージ
記憶メモリ７、表示パネル駆動部１１、通報信号出力部１３、入力信号処理部１０Ｂとデ
ータ授受を行なう。
【００６２】
さらにＣＰＵ５には、システムメモリ２２が接続され、このシステムメモリ２２内には装
置全体の動作を制御するための制御手順が、ＣＰＵ５が実行可能なプログラム形式で格納
されている。
【００６３】
ＣＰＵ５は割込み受け付け端子を有し、回転入力機器９、押込みスイッチ８それぞれから
の入力信号９ａ、８ａは、インタラプトインタフェース１０Ａを介してインタラプト信号
となり、ＣＰＵ５の割込み受け付け端子から取り込まれる。
【００６４】
この構成によれば、回転入力機器９、押込みスイッチ８のいずれかが操作されて入力信号
９ａ、８ａのいずれかが発生すると、インタラプトインタフェース１０Ａによりインタラ
プト信号がＣＰＵ５に入力され、ＣＰＵ５はインタラプト処理フェーズに移る。
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【００６５】
図６は、入力機器から発生する割込処理過程の遷移図である。当初、非割込対応手順の演
算処理３０の状態にあったＣＰＵ５は、インタラプト信号の入力を受けてインタラプト発
生３１を検知すると、システムメモリ２２に内蔵されたインタラプト信号処理手順を実行
してインタラプト信号の処理を行なう。ここで先ず割込を発生させた入力機器を同定する
が、この入力機器の同定は、割込み受け付け端子から直接割り出すものと、あるいはイン
タラプトインタフェース１０Ａによって入力信号１０Ａａが入力信号処理部１０Ｂに送ら
れるのに基づき割り出すものがある。
【００６６】
前記のようにして割込を発生させた入力機器、すなわち使用者によって操作がなされた入
力機器が同定されると、符号３３においてシステムメモリ２２からその入力機器に対応す
るインタラプト対応手順を読出し、インタラプト対応手順の演算処理３４の状態となる。
このようにして符号３５において入力機器からの入力値などが確定すると、インタラプト
の処理が完了して、ＣＰＵ５は非割込対応手順の演算処理３０の状態に戻る。この段階で
入力機器からの入力値が使用されることになる。
【００６７】
つぎに、回転入力機器９と押込みスイッチ８につき説明する。
図５は、回転入力機器の一例の構成図である。本例では、回転入力機器９と押込みスイッ
チ８が一体に構成されている。
【００６８】
回転入力機器９は、回転自在な操作部として矢印Ｐｒ方向に回転可能なつまみを有し、こ
の操作部が時計方向または反時計方向に回転されることにより入力が為され、この回転方
向に対応した状態が端子に発生する。
【００６９】
一方、押込みスイッチ８は、つまみが図中の矢印Ｐｆ方向に押し込まれることによりオン
オフ作動し、オンオフ状態が端子に発生する。
【００７０】
回転入力機器９のつまみの回転方向の情報は、入力機器制御部１０を構成する回転方向検
出回路１０Ｃが端子から得た信号として、インタラプトインタフェース１０Ａに入力され
る。インタラプトインタフェース１０Ａでは、この入力に基づいてインタラプト信号を発
生させると同時に、つまみの回転方向の情報を載せた信号１０Ａａを編成して入力信号処
理部１０Ｂに入力する。
【００７１】
ここで入力信号処理部１０Ｂは、信号１０Ａａを受けると、そのまま直ちに、あるいはホ
ールドした上で、データ伝達手段２０に出力する。この情報は、ＲＯＭ６中に格納された
回転機器の回転方向弁別手段２６の実行時に取り込まれる。
【００７２】
前記のように、入力信号処理部１０Ｂが信号１０Ａａをホールドせず、直ちに出力する構
成の場合は、つまみの回転方向の情報が一度だけ利用されることになる。すなわち一度の
つまみ操作が、一度の処理に対応する。
一方、入力信号処理部１０Ｂが信号１０Ａａをホールドする構成の場合は、つまみの回転
方向の情報が反復して利用される構成にできる。したがって、つまみが連続して回転状態
にあると、その間繰り返し処理が反復されることになる。
【００７３】
また、図示されるように回転入力機器９のつまみの回転量ならびに回転速度の情報を、入
力機器制御部１０を構成する回転量／回転速度検出回路１０Ｄが端子から得た信号として
インタラプトインタフェース１０Ａに入力して、以降の処理において取り込む構成にする
こともできる。
【００７４】
また、押込みスイッチ８のオンオフ情報は、入力機器制御部１０を構成するスイッチオン
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オフ検出回路１０Ｅが端子から得た信号として、同様にインタラプトインタフェース１０
Ａに入力される。
また前記の回転入力機器９及び押込スイッチ８は、それぞれ個別に操作可能に構成されて
おり、したがって両方を同時に操作して同時入力することが可能となっている。
【００７５】
このような回転入力機器９は、具体的には例えばジョグダイアルであり、表示される数値
を変更する指令信号等を含む、動作制御全般の指令信号の入力機器として作用する。また
押込みスイッチ８は、表示数値の確定をはじめ、例えば装置の動作をあるモードから別の
モードに移行させる信号の入力機器として作用する。
【００７６】
つぎに、図１に戻って、ＲＯＭ６に格納されている各種の手段につき説明する。
同図に示されるように、ＲＯＭ６内には、回転入力機器の回転方向弁別手段２６と、表示
数値増減手段２７と、表示制御手段２８が、いずれもＣＰＵ５によって実行可能な手順（
プログラム）として格納されている。プログラム形式は直接あるいは間接に実行可能なも
のであればよく、したがってアブゾリュート・バイナリとしてアドレッシングされた形式
が好ましいが、あるいはリロケータブル・バイナリとして実行時に再アドレッシングが必
要な形式でも差し支えない。ただし後者の場合はリンケージ手段を、例えばシステムメモ
リ２２に常駐させる必要がある。
【００７７】
つぎに、本実施形態に係る携帯情報端末装置の構成を、図３を参照して説明する。図３は
、本実施形態に係る携帯情報端末装置の外観構成を示す正面図である。
【００７８】
本実施の形態に係る携帯情報端末装置１は、図３に示すように、薄型の直方体形状のキャ
ビネット１５に収容されており、キャビネット１５の前面のほぼ中央にメッセージや年月
日あるいは時刻の表示を行なう液晶表示パネル１２が設けられ、さらにキャビネット１５
の右上角部には、回転入力機器９としてジョグダイヤルが、その一部をキャビネット１５
から外側に突出させるようにして取り付けられている。回転入力機器９は前記のように時
計方向および反時計方向に回転自在のつまみを備える。
【００７９】
また、液晶表示パネル１２に隣接してエスケープキー１６が、押圧操作自在に埋め込まれ
て配置されている。このエスケープキー１６は、着信時に通報として奏鳴されるアラーム
音を停止する停止指令信号の入力や、時計設定モードと時計表示モード間の移動を含む動
作制御の指令信号の入力時に使用者によって操作される。
【００８０】
さらにこのエスケープキー１６は、キャビネット１５の表面から僅かにキャビネットの内
部方向に窪んで配置することによって、外力が容易に作用しない構造とすることができる
。これによって、誤操作されない構造にできる。
【００８１】
液晶表示パネル１２には、１行２０文字で４行にわたる英文字または数字で表示がなされ
る。
【００８２】
ところで、携帯情報端末装置１は二つのモードを持つ。その第一のモードは情報表示モー
ドで、このモードでは液晶表示パネル１２に着信信号から抽出したメッセージをはじめ、
年月日や時刻の表示がなされる。使用者はこの第一モード中で、回転入力機器９の操作に
より画面スクロールが可能である。
【００８３】
また第二のモードは時計設定モードで、このモードでは図４に示されるように液晶表示パ
ネル１２に年月日や時刻が表示され、使用者はこの第二モード中で、回転入力機器９の操
作により年月日や時刻の修正、変更、更新を手動で行うことが可能となる。
【００８４】
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すなわち、時計設定モードにあるときに、液晶表示パネル１２に、図４に示される画面が
表示されている状態で、年月日や時刻のフィールドに表示されている数値の変更を行うに
は、表示画面上で着目するフィールドを選択ののち、回転入力機器９を操作して該フィー
ルドの数値を増減させるが、ここで本発明の装置においては、この数値を、回転入力機器
９のつまみを時計方向（右回り）に回転させることにより増加させ、つまみを反時計方向
（左回り）に回転させることにより減少させる構成とする。さらに、増減の結果、数値が
目標値になると、押込みスイッチ８を操作して確定させる構成とされる。
【００８５】
以上、本実施形態に係る携帯情報端末装置の構成につき説明した。ついで以下に、本携帯
情報端末装置の動作を説明する。
先ず、第一のモードである情報表示モードにおける通常の無線信号の受信とメッセージ表
示の動作を、図２を参照して説明する。
【００８６】
無線送信拠点から、特定の携帯情報端末装置１に向けた情報（メッセージ）を載せた電波
が送信された場合、携帯情報端末装置１はこれをアンテナ２で受信し、受信部３において
中間周波数変換、増幅、検波などの信号処理を行ない、復調部４において自分への送信で
あることを確認後に、受信した情報信号を復調させ、復調させた情報信号をＣＰＵ５の制
御によりメッセージ記憶メモリ７に格納させる。
【００８７】
ＣＰＵ５は、ＲＯＭ６に格納されている制御プログラムに基づいて、携帯情報端末装置１
の動作を制御し、先ず情報信号の受信の有無を判定し、受信信号があると判定すると、表
示パネル駆動部１１を作動させ、メッセージ記憶メモリ７から読み出した受信情報のデー
タに基づいて、液晶表示パネル１２に受信情報のメッセージを英文字と数字で、１画面に
つき１行２０文字で４行にわたって表示させる。
【００８８】
同時にＣＰＵ５の指令によって、アラーム音出力部１３が作動し、スピーカ１４にアラー
ム信号が入力され、スピーカ１４が鳴動してユーザに対して情報信号受信の通報が行なわ
れる。
【００８９】
この状態で使用者は、液晶表示パネル１２に表示されるメッセージを読み取るが、１行２
０文字で４行表示される液晶表示パネル１２の一枚の画面でメッセージが表示しきれない
場合には、表示画面をスクロールすることにより全メッセージを読み取る。
【００９０】
つぎに、時計設定モードの動作を説明する。
時計設定モード状態では、液晶表示パネル１２の画面に前記図４のような現在の年月日と
時刻が表示される。表示項目のフィールドには、年フィールド、月フィールド、日フィー
ルド、時フィールド、分フィールド、ＡＭ／ＰＭフィールドが存在し、数値を変更しよう
とするフィールドの選択は、押込みスイッチ８の操作によって行なわれる。
【００９１】
例えば、分時刻を修正する場合には、押込みスイッチ８を操作して、分のフィールドを選
択し、次いで、回転入力機器９のつまみを、時計回り方向或いは反時計回り方向に回転さ
せることにより、分時刻の変更を行なう。
【００９２】
図７は、本発明の第一の実施形態に係る携帯情報端末装置の表示数値の変更動作を示すフ
ローチャートである。同図および図１を参照して、この分時刻の変更動作を説明する。
【００９３】
最初に、ＣＰＵ５がシステムメモリ２２に格納された手順を実行することにより、時計設
定モードにあるか否かの判定が行なわれる（ステップＳ１）。なお、時計設定モードにあ
れば、液晶表示パネル１２の画面には前記図４のような現在の年月日と時刻が表示されて
いる。
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【００９４】
ここで時計設定モードであると判定され、且つ使用者の操作により分のフィールドが選択
されると、ＣＰＵ５がＲＯＭ６に格納された表示制御手段２８を実行して、分のフィール
ドに表示されている数値を点滅状態にする。
【００９５】
ついでＣＰＵ５は、回転入力機器９からの入力信号９ａによる割込の発生待機となり、入
力信号９ａによる割込が発生すると、ＲＯＭ６に格納された、回転入力機器の回転方向弁
別手段２６を実行することにより、回転入力機器９の操作部（つまみ）の回転方向の判定
を行なう（ステップＳ２）。
【００９６】
ステップＳ２で、つまみが時計回り方向（数値増）に回転されていると判定されれば、Ｃ
ＰＵ５はＲＯＭ６に格納された表示数値増減手段２７を実行することにより、現在の分フ
ィールドの点滅する表示数値が５９であるか否かの判定を行なう（ステップＳ３）。
【００９７】
ステップＳ３で、現在の分フィールドの点滅する表示数値が５９であると判定されれば、
表示数値増減手段２７は分フィールドの表示数値を００にし（ステップＳ５）、さらにこ
の表示数値００を点滅させる。
一方、ステップＳ３で現在の分フィールドの点滅する表示数値が５９でないと判定されれ
ば、表示数値増減手段２７は分フィールドの表示数値を１だけインクリメントし（ステッ
プＳ４）、この増加された表示数値を点滅させる。
【００９８】
一方、ステップＳ２で、つまみが反時計回り方向（数値減）に回転されていると判定され
れば、表示数値増減手段２７は現在の分フィールドの点滅する表示数値が００であるか否
かの判定を行なう（ステップＳ６）。
【００９９】
ステップＳ６で、現在の分フィールドの点滅する表示数値が００であると判定されれば、
ここで表示数値増減手段２７は分フィールドの表示数値を５９にし（ステップＳ８）、さ
らにこの表示数値５９を点滅させる。
一方、ステップＳ６で現在の分フィールドの点滅する表示数値が００でないと判定されれ
ば、表示数値増減手段２７は分フィールドの表示数値を１だけデクリメントし（ステップ
Ｓ７）、且つこの減少された数値を点滅させる。
【０１００】
前記のステップＳ４、Ｓ５、Ｓ７、Ｓ８の何れの場合も、つぎにステップＳ９に進み、Ｃ
ＰＵ５によって、所定の時間内に押込スイッチ８からの入力信号発生の有無の判定がなさ
れる（ステップＳ９）。
ここで使用者が、目標数値に達したとして、数値を確定させるために、所定の時間内に押
込スイッチ８を押し込んで操作すると、押込スイッチ８からの入力信号８ａが発生する。
【０１０１】
ステップＳ９において、この入力信号発生を確認すると、表示制御手段２８は点滅してい
た数値を点灯状態に変えると同時に、この数値を分時刻として確定させ、分フィールドに
点灯状態で更新表示させる（ステップＳ１０）。
【０１０２】
一方、使用者が、未だ目標数値に達していないとして、押込スイッチ８を操作しなければ
、所定の時間経過とともに今回の動作が終了する。
【０１０３】
このように、本実施形態における液晶表示パネル１２の表示数値の変更に際しては、回転
入力機器９のつまみの時計回り回転によって数値が増加し、回転入力機器９のつまみの反
時計回り回転によって数値が減少するので、使用者は電子機器のボリューム調整操作と同
じ操作で効率的に数値の変更を行なうことが可能になる。
【０１０４】
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また、本実施形態では、回転入力機器９と押込スイッチ８だけの操作で入力ができ、よっ
て部品点数が削減されて装置の小型化が可能になる。
【０１０５】
図８は、本発明の第二の実施形態に係る記録媒体の構成を示す説明図である。同図を参照
して、本発明の第二の実施形態に係る記録媒体を以下に説明する。
本実施形態の記録媒体４０は、ワンチップ構成の半導体メモリであり、その内部に、少な
くとも以下の三手順が、コンピュータが読み取り、且つコンピュータが実行可能なプログ
ラムとして記録されている。
【０１０６】
記録されている第一の手順は、回転入力機器の回転方向弁別手段２６である。この手順は
、コンピュータの中央演算処理装置によって読み取られ、且つコンピュータの中央演算処
理装置によって実行される際に、回転入力機器により入力操作がなされた回転方向を弁別
するよう動作するものである。
【０１０７】
第二の手順は、表示数値増減手段２７である。この手順は、コンピュータの中央演算処理
装置によって読み取られ、且つコンピュータの中央演算処理装置によって実行される際に
、前記の第一のプログラムの実行により得られた回転入力機器の回転方向に基づき、表示
用画面へ表示させる所定の数値を増減させるよう動作するものである。
【０１０８】
さらに第三の手順は、表示制御手段２８である。この手順は、コンピュータの中央演算処
理装置によって読み取られ、且つコンピュータの中央演算処理装置によって実行される際
に、少なくとも前記第二のプログラムの実行により得られた数値を表示画面へ表示する動
作を制御する機能を有するものである。
【０１０９】
従ってこの記録媒体４０を、中央演算処理装置と回転入力機器を備えた携帯情報端末装置
に、中央演算処理装置の動作手順が格納されたメモリとして組み込むことにより、入力さ
れた回転方向に基づき画面表示させる数値を増減させる機能を備える携帯情報端末装置を
具現することが可能になる。
【０１１０】
本実施形態の記録媒体４０は、フラッシュメモリをはじめ、読出し専用のＭＯＳメモリ、
ＳＲＡＭ、ＥＰＲＯＭ、ＥＥＰＲＯＭ、その他の凡ゆる不揮発性半導体記録媒体に対して
適用可能である。
さらに、光記録式の媒体や、光磁気記録式の媒体、磁気記録式の媒体に対しても適用可能
である。
【０１１１】
図９は、本発明の第三の実施形態に係るマイクロコンピュータのブロック構成図である。
同図を参照して、本発明の第三の実施形態に係るマイクロコンピュータを以下に説明する
。
【０１１２】
本実施形態に係るマイクロコンピュータ８０は、ワンチップで構成され、内部バス８６と
、この内部バス８６に夫々接続されているＣＰＵ８１、ワーキングメモリ８２、表示イン
タフェース８３、出力インタフェース８４、入力インタフェース８５、メモリ部９１が内
蔵されている。
【０１１３】
前記ワンチップに設けられた外部端子としては、ＣＰＵ８１の割込入力に接続されたイン
タラプト入力端子８７、表示インタフェース８３と出力インタフェース８４に接続された
出力端子８８、入力インタフェース８５に接続された入力端子８９、内部バス８６に接続
されている共通バス端子９０が夫々配設されている。
【０１１４】
さらにメモリ部９１には、いずれもＣＰＵ８１によって実行可能なプログラムとして、シ
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ステム制御手段９５、入出力管理手段９６、回転入力機器の回転方向弁別手段２６、表示
数値増減手段２７、表示制御手段２８が記録されている。
【０１１５】
システム制御手段９５は、このワンチップ内の各部分の動作の制御を行なうのみならず、
このマイクロコンピュータ８０が組み込まれるシステム全体あるいはシステム各部分の制
御を司るもので、その手順は適用される各システムに適合するものが採用される。
【０１１６】
同様に入出力管理手段９６は、このワンチップ内と外部とのデータや信号の授受の管理を
行なうのみならず、このマイクロコンピュータ８０が組み込まれるシステムあるいはシス
テム各部分と外界とのデータや信号の授受の管理を司るもので、その手順は適用される各
システムに適合するものが採用される。
【０１１７】
回転入力機器の回転方向弁別手段２６は、回転入力機器の回転による入力操作が入力端子
８９を介してなされた際の、回転の方向を弁別する機能を有する。
表示数値増減手段２７は、前記回転入力機器の回転方向弁別手段２６の実行により得られ
た回転方向に基づき、表示用画面へ表示させる所定の数値を増減させる機能を有する。
【０１１８】
さらに表示制御手段２８は、前記表示数値増減手段２７の実行により得られた数値を、出
力端子８８または共通バス端子９０を経て外部の表示画面へ表示する動作を制御する機能
を有する。
【０１１９】
このマイクロコンピュータ８０を、通信機構部や受信メッセージの記録用メモリ、入力操
作がなされる回転入力機器、メッセージ等の表示用ディスプレイ画面、電源回路などが備
えられた携帯情報端末装置に組み込むことにより、この携帯情報端末装置に、画面表示さ
せる数値を入力された回転方向に基づき増減させる機能を、容易に付与することが可能に
なる。
【０１２０】
図１０は、本発明の第四の実施形態に係る携帯情報端末装置であるページャの要部構成を
示すブロック図である。同図を参照して、本発明の第四の実施形態に係る携帯情報端末装
置を以下に説明する。
【０１２１】
携帯情報端末装置１’のデータバスであるデータ伝達手段２０には、ＣＰＵ５、ＲＯＭ６
’、ワーキングメモリ２１、不揮発性メモリであるメッセージ記憶メモリ７、入力信号処
理部１０Ｂ、表示パネル駆動部１１、通報信号出力部１３が接続されている。
ＣＰＵ５は、データ伝達手段２０を介してＲＯＭ６’、ワーキングメモリ２１、メッセー
ジ記憶メモリ７、表示パネル駆動部１１、通報信号出力部１３、入力信号処理部１０Ｂと
データ授受を行なう。
【０１２２】
さらにＣＰＵ５には、システムメモリ２２が接続され、このシステムメモリ２２内には装
置全体の動作を制御するための制御手順が、ＣＰＵ５が実行可能なプログラム形式で格納
されている。
【０１２３】
ＣＰＵ５は割込み受け付け端子を有し、回転入力機器９、押込みスイッチ８、入力スイッ
チ１６それぞれからの入力信号９ａ、８ａ、１６ａは、インタラプトインタフェース１０
Ａを介してインタラプト信号となり、ＣＰＵ５の割込み受け付け端子から取り込まれる。
【０１２４】
この構成によれば、回転入力機器９、押込みスイッチ８、入力スイッチ１６のいずれかが
操作されて入力信号９ａ、８ａ、１６ａのいずれかが発生すると、インタラプトインタフ
ェース１０Ａによりインタラプト信号がＣＰＵ５に入力され、ＣＰＵ５はインタラプト処
理フェーズに移る。
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【０１２５】
インタラプト処理フェーズで、割込を発生させた入力機器、すなわち使用者によって操作
がなされた入力機器が同定され、さらに入力機器からの入力値が確定される。
【０１２６】
回転入力機器９と押込みスイッチ８は一体に構成されていて、回転入力機器９は回転自在
なつまみを有し、この操作部が時計方向または反時計方向に回転されることにより入力が
為され、信号９ａが発生する。一方、押込みスイッチ８は、つまみが押し込まれることに
よりオンオフ作動する。
【０１２７】
回転入力機器９が発する信号９ａは、つまみの回転方向の情報を載せてインタラプトイン
タフェース１０Ａに入力される。インタラプトインタフェース１０Ａでは、この入力に基
づいてインタラプト信号を発生させると同時に、つまみの回転方向の情報を載せた信号１
０Ａａを編成して入力信号処理部１０Ｂに入力する。
【０１２８】
ここで入力信号処理部１０Ｂは、信号１０Ａａを受けると、そのまま直ちに、あるいはホ
ールドした上で、データ伝達手段２０に出力する。この情報は、ＲＯＭ６中に格納された
表示数値増減手段２７’の実行時に取り込まれる。
【０１２９】
入力信号処理部１０Ｂが信号１０Ａａをホールドする構成か、ホールドしない構成かによ
って、つまみの回転方向の情報が反復して利用されるか、あるいはつまみの回転方向の情
報が一度だけ利用されるかが決まる。
さらに、回転入力機器９のつまみの回転量ならびに回転速度の情報を取り込む構成にする
こともできる。
【０１３０】
また、押込みスイッチ８と入力スイッチ１６のオンオフ情報は、同様にインタラプトイン
タフェース１０Ａに入力される。
また前記の回転入力機器９及び押込スイッチ８は、それぞれ個別に操作可能に構成されて
おり、したがって両方を同時に操作して同時入力することが可能となっている。
【０１３１】
つぎに、ＲＯＭ６’に格納されている各種の手段につき説明する。
同図に示されるように、ＲＯＭ６’内には、表示数値増減加速手段５０と、表示数値増減
手段２７’と、表示制御手段２８’が、いずれもＣＰＵ５によって実行可能な手順（プロ
グラム）として格納されている。プログラム形式は直接あるいは間接に実行可能なもので
あればよく、したがってアブゾリュート・バイナリとしてアドレッシングされた形式が好
ましいが、あるいはリロケータブル・バイナリとして実行時に再アドレッシングが必要な
形式でも差し支えない。ただし後者の場合はリンケージ手段を、例えばシステムメモリ２
２に常駐させる必要がある。
【０１３２】
表示数値増減加速手段５０は、ＣＰＵ５によって実行されることで機能し、回転入力機器
９と入力スイッチ１６の両方が同時に操作された際に、表示数値の増減処理において適用
される増加分あるいは減少分を増大させるよう動作する。すなわち表示数値の増減を加速
させる。
【０１３３】
具体的には、一回の増減処理の増加または減少の幅αを加速因子として、通常時の、回転
入力機器９と入力スイッチ１６の両方が同時に操作されない時には、非加速状態と判定し
て加速因子α＝１とする。したがって後の処理では、１ずつインクリメント、または１ず
つデクリメントが為される。
【０１３４】
これに対し、回転入力機器９と入力スイッチ１６の両方が同時に操作されると、加速状態
と判定し、例えば加速因子α＝５と、増加分または減少分を大きく設定する。この加速状
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態におけるαの値は、工場出荷時に設定されたデフォルト値をとるようにできる。
【０１３５】
つぎに表示数値増減手段２７’は、ＣＰＵ５によって実行されることで機能し、表示され
る数値の増減処理を上記加速因子αを適用して行なう。また表示制御手段２８’は同じく
ＣＰＵ５によって実行され、増減処理が為された数値を画面に表示する。
【０１３６】
図１１は、本発明の第四の実施形態に係る携帯情報端末装置の表示数値の変更動作を示す
フローチャートである。
最初に、ＣＰＵ５がシステムメモリ２２に格納された手順を実行することにより、時計設
定モードにあるか否かの判定が行なわれる（ステップＳ１１）。
【０１３７】
ここで時計設定モードであると判定されると、ＣＰＵ５は回転入力機器９からの入力信号
９ａおよび入力スイッチ１６からの入力信号１６ａによる割込の発生待機となり（ステッ
プＳ１２）、両信号による割込が、予め定めた時間内に発生すると同時入力と見做し、Ｒ
ＯＭ６’に格納された表示数値増減加速手段５０を実行することにより、加速因子α（＞
１）を取りだし（ステップＳ１４）、ついでＲＯＭ６’に格納された表示数値増減手段２
７’を作動させる。
【０１３８】
一方、ステップＳ１２で同時入力が検出されないと、非加速状態と判断し、以降の処理は
前記図７中のノードＡ以降と同様になる。
【０１３９】
表示数値増減手段２７’は、ステップＳ１５において回転入力機器９の回転方向を判定し
（ステップＳ１５）、時計方向であれば現在数値にαを加算した値により現在数値を増加
更新する（ステップＳ１６）。
【０１４０】
ついで同時入力が続行中かを確認し（ステップＳ１７）、同時入力が続行中であればステ
ップＳ１６に戻り反復する。ステップＳ１７において同時入力ではなく、回転入力機器９
からの入力のみであれば、加速状態を抜けて非加速状態となり、現在数値に１を加算した
値により現在数値を増加更新する（ステップＳ１８）。
【０１４１】
このようにして回転入力機器９からの入力がある間は（ステップＳ１９）、ステップＳ１
８を反復実行して数値を１ずつインクリメントし、やがて使用者が目標値に至ったので回
転入力機器９からの入力を止めると、ステップＳ２０に進んで数値更新を終了させる。
【０１４２】
一方、ステップＳ１５において回転入力機器９の回転方向が反時計方向であれば、現在数
値からαを減算した値により現在数値を増加更新する（ステップＳ２１）。
【０１４３】
ついで同時入力が続行中かを確認し（ステップＳ２２）、同時入力が続行中であればステ
ップＳ２１に戻り反復する。ステップＳ２２において同時入力ではなく、回転入力機器９
からの入力のみであれば、加速状態を抜けて非加速状態となり、現在数値から１を減算し
た値により現在数値を増加更新する（ステップＳ２３）。
【０１４４】
このようにして回転入力機器９からの入力がある間は（ステップＳ２４）、ステップＳ２
３を反復実行して数値を１ずつデクリメントし、やがて使用者が目標値に至ったので回転
入力機器９からの入力を止めると、ステップＳ２０に進んで数値更新を終了させる。
【０１４５】
図１２は、本発明の第五の実施形態に係る記録媒体の構成を示す説明図である。同図を参
照して、本発明の第五の実施形態に係る記録媒体を以下に説明する。本実施形態の記録媒
体４０’は、ワンチップ構成の半導体メモリであり、その内部に、少なくとも以下の三手
順が、コンピュータの中央演算処理装置が読み取り、且つコンピュータの中央演算処理装
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置が実行可能なプログラムとして記録されている。
【０１４６】
記録されている第一の手順は、表示数値増減加速手段５０である。この手順は、コンピュ
ータの中央演算処理装置によって読み取られ、且つコンピュータの中央演算処理装置によ
って実行される際に、数値の増減処理において使用される所定の増加分を増大させ、また
は所定の減少分を増大させるよう動作するものである。
【０１４７】
第二の手順は、表示数値増減手段２７’である。この手順は、コンピュータの中央演算処
理装置によって読み取られ、且つコンピュータの中央演算処理装置によって実行される際
に、前記の第一の手順の実行により増大された増加分または減少分を適用して、表示用画
面へ表示させる数値を増減させるよう動作するものである。
【０１４８】
さらに第三の手順は、表示制御手段２８’である。この手順は、コンピュータの中央演算
処理装置によって読み取られ、且つコンピュータの中央演算処理装置によって実行される
際に、少なくとも前記第二の手順の実行により得られた数値を表示画面へ表示する動作を
制御する機能を有するものである。
【０１４９】
従ってこの記録媒体４０’を、中央演算処理装置と入力機器を備えた携帯情報端末装置に
、中央演算処理装置の動作手順が格納されたメモリとして組み込むことにより、画面表示
させる数値を入力に基づき所定の増加分または所定の減少分だけ増減させ、かつ、入力に
基づき前記所定の増加分または所定の減少分を増大させる機能を備える携帯情報端末装置
を実現できる。
【０１５０】
本実施形態の記録媒体４０’は、フラッシュメモリをはじめ、読出し専用のＭＯＳメモリ
、ＳＲＡＭ、ＥＰＲＯＭ、ＥＥＰＲＯＭ、その他の凡ゆる不揮発性半導体記録媒体に対し
て適用可能である。
さらに、光記録式の媒体や、光磁気記録式の媒体、磁気記録式の媒体に対しても適用可能
である。
【０１５１】
図１３は、本発明の第六の実施形態に係るマイクロコンピュータのブロック構成図である
。同図を参照して、本発明の第六の実施形態に係るマイクロコンピュータを以下に説明す
る。
【０１５２】
本実施形態に係るマイクロコンピュータ８０’は、ワンチップで構成され、内部バス８６
と、この内部バス８６に夫々接続されているＣＰＵ８１、ワーキングメモリ８２、表示イ
ンタフェース８３、出力インタフェース８４、入力インタフェース８５、メモリ部９１’
が内蔵されている。
【０１５３】
前記ワンチップに設けられた外部端子としては、ＣＰＵ８１の割込入力に接続されたイン
タラプト入力端子８７、表示インタフェース８３と出力インタフェース８４に接続された
出力端子８８、入力インタフェース８５に接続された入力端子８９、内部バス８６に接続
されている共通バス端子９０が夫々配設されている。
【０１５４】
さらにメモリ部９１’には、いずれもＣＰＵ８１によって実行可能なプログラムとして、
システム制御手段９５’、入出力管理手段９６’、表示数値増減加速手段５０、表示数値
増減手段２７’、表示制御手段２８’が記録されている。
【０１５５】
システム制御手段９５’は、このワンチップ内の各部分の動作の制御を行なうのみならず
、このマイクロコンピュータ８０が組み込まれるシステム全体あるいはシステム各部分の
制御を司るもので、その手順は適用される各システムに適合するものが採用される。
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【０１５６】
同様に入出力管理手段９６’は、このワンチップ内と外部とのデータや信号の授受の管理
を行なうのみならず、このマイクロコンピュータ８０’が組み込まれるシステムあるいは
システム各部分と外界とのデータや信号の授受の管理を司るもので、その手順は適用され
る各システムに適合するものが採用される。
【０１５７】
表示数値増減加速手段５０は、数値の増減処理において使用される所定の増加分または所
定の減少分を、外部入力に基づいて増大更新する機能を有する。
表示数値増減手段２７’は、前記の実行により増大更新された所定の増加分または所定の
減少分に基づき、表示用画面へ表示させる数値を所定の増加分または所定の減少分だけ増
減させる機能を有する。
【０１５８】
さらに表示制御手段２８’は、前記表示数値増減手段２７’の実行により得られた数値を
、出力端子８８または共通バス端子９０を経て外部の表示画面へ表示する動作を制御する
機能を有する。
【０１５９】
このマイクロコンピュータ８０’を、通信機構部や受信メッセージの記録用メモリ、入力
操作がなされる回転入力機器、メッセージ等の表示用ディスプレイ画面、電源回路などが
備えられた携帯情報端末装置に組み込むことにより、この携帯情報端末装置に、画面表示
させる数値を入力に基づき所定の増加分または所定の減少分だけ増減させ、かつ所定の増
加分または所定の減少分を増大更新させる機能を、容易に付与することが可能になる。
【０１６０】
【発明の効果】
本発明の請求項１に係る携帯情報端末装置は、制御手段が着信信号から抽出した情報や数
値を、ディスプレイ画面へ表示を行う際に、回転入力機器の有する回転自在な操作部を使
用者が時計方向へ回転するとディスプレイ画面に表示された数値が増加し、前記操作部を
反時計方向へ回転すると表示数値が減少する構成とするものであるから、使用者はボリュ
ームによる音量調節と同様の操作を行うことにより、効率的で、かつ混乱や誤りの発生し
にくい数値増減操作をなすことができる。
【０１６１】
本発明の請求項２に係る携帯情報端末装置は、請求項１記載のものにおいてディスプレイ
画面に表示される数値が年月日または時刻の少なくとも一方であるから、使用者はボリュ
ームによる音量調節と同様の操作を行うことにより、効率的で、かつ混乱や誤りの発生し
にくい年月日または時刻の変更操作をなすことができる。
【０１６２】
本発明の請求項３に係る、携帯情報端末装置に適用される数値の表示方法は、所定の数値
をディスプレイ画面へ表示し、回転自在な操作部を有する入力機器の操作部の時計方向へ
の回転により表示数値を増加させ、反時計方向への回転により表示数値を減少させるもの
であるから、ボリュームによる音量調節と同様の操作ができ、信頼性の高い数値変更を効
率的になすことができる。
【０１６３】
本発明の請求項４に係る、携帯情報端末装置に適用される数値の表示方法は、請求項３記
載のものにおいてディスプレイ画面に表示させる数値が年月日または時刻の少なくとも一
方とするものであるから、ボリュームによる音量調節と同様の操作ができ、これら数値の
変更を効率的になすことができる。
【０１６４】
本発明の請求項５に係る記録媒体は、回転式の入力機器の回転により入力操作がなされた
際の回転方向を弁別する手順と、回転の方向に基づき表示用画面へ表示させる数値を増減
させる手順と、数値の表示画面への表示を制御する制御手順との、少なくとも三手順が、
コンピュータが読み取り、且つ実行可能なプログラムとして記録された構成である。
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【０１６５】
したがって、この記録媒体を動作手順の格納されたメモリとして、中央演算処理装置と回
転入力機器を備えた携帯情報端末装置に組み込むことにより、入力された回転方向に基づ
き表示数値を増減させる機能を容易に付加することができる。
【０１６６】
本発明の請求項６に係る記録媒体は、請求項５記載のものにおいて、数値が年月日または
時刻の少なくとも一方とするから、この記録媒体を動作手順の格納されたメモリとして、
中央演算処理装置と回転入力機器を備えた携帯情報端末装置に組み込むことにより、入力
された回転方向に基づき表示の年月日または時刻を増減させる機能を容易に付加すること
ができる。
【０１６７】
本発明の請求項７に係るマイクロコンピュータ装置は、中央演算処理装置が読み取り且つ
実行可能な手順をプログラムとして記録可能な記録部に、回転入力機器への入力操作での
回転方向を弁別する手順と、数値を増減させる手順と、数値を表示画面へ表示させる制御
手順を記録したものである。
【０１６８】
したがって、このマイクロコンピュータ装置に、通信機構部や受信メッセージの記録用メ
モリ、回転入力機器、表示用ディスプレイ画面などを付加することで、画面への表示数値
を入力回転方向に基づき増減させる機能を有する携帯情報端末装置を、簡素な構成で製造
できる。
【０１６９】
また、本発明の請求項８に係るマイクロコンピュータ装置は、請求項７記載のものにおい
て数値が年月日または時刻の少なくとも一方であるから、このマイクロコンピュータ装置
に通信機構部や受信メッセージの記録用メモリ、回転入力機器、表示用ディスプレイ画面
などを付加することで、画面へ表示された年月日または時刻を入力回転方向に基づき増減
させる機能を有する携帯情報端末装置を、簡素な構成で製造できる。
【０１７０】
本発明の請求項９に係る携帯情報端末装置は、操作部の回転により増加分または減少分の
入力がなされる第一入力手段と、オンオフ作動を含む入力動作が可能な第二入力手段とを
備え、数値をディスプレイ画面へ表示する際に、第一入力手段からの入力の度に所定の増
加分または減少分だけ表示数値を増加または減少させ、また第二入力手段からの入力に従
い所定の増加分または減少分を増大させる構成とするものである。
【０１７１】
ゆえに、使用者は第二入力手段を操作して変動分を増加させると同時に第一入力手段を回
転操作することで、一度の操作で増加分または減少分の大きい数値更新ができ、よって表
示数値を目標数値まで調整するのに要する時間短縮が可能になるとともに、調整操作を簡
素化できる。
【０１７２】
本発明の請求項１０に係る携帯情報端末装置は、前記ディスプレイ画面に表示する前記数
値を年月日または時刻の少なくとも一方とするものであるから、第二入力手段を入力操作
しつつ同時に第一入力手段の入力操作をすることで、一度の操作によって増加分または減
少分の大きい年月日または時刻の変更ができ、目標値まで調整するのに要する時間短縮が
可能になるとともに、調整操作を簡素化できる。
【０１７３】
本発明の請求項１１に係る、携帯情報端末装置に適用される数値の表示方法は、使用者が
回転入力機器の回転自在な操作部を操作することで、ディスプレイ画面に表示された数値
を増減させる際に、この操作部が回転操作される度に表示された数値を所定の増加分だけ
増加させ、または所定の減少分だけ減少させ、且つ、具備された他の入力機器の操作によ
り所定の増加分または所定の減少分を増大させるものである。
【０１７４】
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したがって、他の入力機器を操作しつつ同時に回転入力機器から入力操作することにより
、一度の操作で増加分または減少分の大きい変更ができ、よって表示数値を目標数値まで
調整するのに要する時間の短縮が可能になるとともに、調整操作を簡素化できる。
【０１７５】
また本発明の請求項１２に係る、携帯情報端末装置に適用される数値の表示方法は、請求
項１１記載のものであって、増加または減少させる表示数値を年月日または時刻の少なく
とも一方とするものであるから、他の入力機器を操作しつつ同時に回転入力機器から入力
操作することにより、年月日または時刻の変更時に、一度の操作で増加分または減少分の
大きい変更ができ、よって表示年月日または時刻を目標値まで調整するのに要する時間の
短縮が可能になるとともに、調整操作を簡素化できる。
【０１７６】
本発明の請求項１３に係る記録媒体は、表示用画面へ表示させる数値を所定の増加分また
は所定の減少分だけ増減させる手順と、所定の増加分または所定の減少分を増大させる手
順と、数値を表示画面へ表示させる動作の制御手順との、少なくとも三手順が、コンピュ
ータが読み取り、実行可能なプログラムとして記録された構成である。
【０１７７】
したがって、この記録媒体を動作手順の格納されたメモリとして、中央演算処理装置と回
転入力機器を備えた携帯情報端末装置に組み込むことにより、表示数値の増減変更と、所
定の変動分を増加させる機能を容易に付加することができる。
【０１７８】
本発明の請求項１４に係る記録媒体は、請求項１３記載のものにおいて、表示数値を年月
日または時刻の少なくとも一方とするものであるから、この記録媒体を動作手順の格納さ
れたメモリとして、中央演算処理装置と回転入力機器を備えた携帯情報端末装置に組み込
むことにより、画面表示させる年月日または時刻を入力に基づき所定の増加分または所定
の減少分だけ増減させ、かつ、入力に基づき所定の増加分または所定の減少分を増大させ
る機能を容易に付加することができる。
【０１７９】
本発明の請求項１５に係るマイクロコンピュータは、中央演算処理装置が読み取り且つ実
行可能な手順をプログラムとして記録可能な記録部に、表示用画面へ表示させる数値を所
定の増加分または所定の減少分だけ増減させる手順と、所定の増加分または所定の減少分
を増大更新させる手順と、数値を表示画面へ表示させる制御手順を記録したものである。
【０１８０】
したがって、このマイクロコンピュータ装置に、通信機構部や受信メッセージの記録用メ
モリ、回転入力機器、表示用ディスプレイ画面などを付加することで、画面表示させる数
値を入力に基づき所定の増加分または所定の減少分だけ増減させ、かつ所定の増加分また
は所定の減少分を増大更新させる機能を有する携帯情報端末装置を、簡素な構成で製造す
ることが可能になる。
【０１８１】
本発明の請求項１６に係るマイクロコンピュータは、請求項７記載のものにおいて、表示
数値を年月日または時刻の少なくとも一方とするものであるから、このマイクロコンピュ
ータ装置に、通信機構部や受信メッセージの記録用メモリ、回転入力機器、表示用ディス
プレイ画面などを付加することで、画面表示させる年月日または時刻を、入力に基づき所
定の増加分または所定の減少分だけ増減させ、かつ所定の増加分または所定の減少分を増
大更新させる機能を有する携帯情報端末装置を、簡素な構成で製造することが可能になる
。
【図面の簡単な説明】
【図１】本発明の第一の実施形態に係る携帯情報端末装置であるページャの要部構成を示
すブロック図である。
【図２】図１に示される携帯情報端末装置の全体構成を示すブロック図である。
【図３】図１および図２に示される携帯情報端末装置の外観構成を示す正面図である。
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【図４】本発明の第一の実施形態に係る携帯情報端末装置の時計モードでの年月日時刻表
示例を示す説明図である。
【図５】本発明に係る携帯情報端末装置に適用される回転入力機器の一例の構成図である
。
【図６】入力機器から発生する割込処理過程の遷移図である。
【図７】本発明の第一の実施形態に係る携帯情報端末装置の表示数値の変更動作を示すフ
ローチャートである。
【図８】本発明の第二の実施形態に係る記録媒体の構成を示す説明図である。
【図９】本発明の第三の実施形態に係るマイクロコンピュータ装置のブロック構成図であ
る。
【図１０】本発明の第四の実施形態に係る携帯情報端末装置であるページャの要部構成を
示すブロック図である。
【図１１】本発明の第四の実施形態に係る携帯情報端末装置の表示数値の変更動作を示す
フローチャートである。
【図１２】本発明の第五の実施形態に係る記録媒体の構成を示す説明図である。
【図１３】本発明の第六の実施形態に係るマイクロコンピュータ装置のブロック構成図で
ある。
【符号の説明】
１…携帯情報端末装置、２…アンテナ、３…受信部、４…復調部、５…ＣＰＵ、６…ＲＯ
Ｍ、７…メッセージ記憶メモリ、８…押込スイッチ、９…回転入力機器、１０Ａ…インタ
ラプトインタフェース、１０Ｂ…入力信号処理部、１１…表示パネル駆動部、１２…液晶
表示パネル、１３…通報信号出力部、１４…スピーカ、１６…入力スイッチ、２０…デー
タ伝達手段（データバス）、２１…ワーキングメモリ、２２…システムメモリ、２６…回
転入力機器の回転方向弁別手段、２７…表示数値増減手段、２８…表示制御手段。

10

20

【 図 １ 】 【 図 ２ 】

(19) JP 3861273 B2 2006.12.20



【 図 ３ 】

【 図 ４ 】

【 図 ５ 】

【 図 ６ 】

【 図 ７ 】 【 図 ８ 】
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【 図 ９ 】 【 図 １ ０ 】

【 図 １ １ 】 【 図 １ ２ 】
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【 図 １ ３ 】

(22) JP 3861273 B2 2006.12.20



フロントページの続き

(51)Int.Cl.                             ＦＩ                                                        
                        Ｈ０４ＭＨ０４ＭＨ０４ＭＨ０４ＭＨ０４ＭＨ０４ＭＨ０４ＭＨ０４Ｍ   1/27     (2006.01)   1/27     (2006.01)   1/27     (2006.01)   1/27     (2006.01)   1/27     (2006.01)   1/27     (2006.01)   1/27     (2006.01)   1/27     (2006.01)           Ｈ０４Ｍ   1/27    　　　　          　　　　　
                        Ｇ０６ＦＧ０６ＦＧ０６ＦＧ０６ＦＧ０６ＦＧ０６ＦＧ０６ＦＧ０６Ｆ   3/14     (2006.01)   3/14     (2006.01)   3/14     (2006.01)   3/14     (2006.01)   3/14     (2006.01)   3/14     (2006.01)   3/14     (2006.01)   3/14     (2006.01)           Ｇ０６Ｆ   3/14    ３６０Ｄ          　　　　　
                        Ｇ０６ＦＧ０６ＦＧ０６ＦＧ０６ＦＧ０６ＦＧ０６ＦＧ０６ＦＧ０６Ｆ   3/147    (2006.01)   3/147    (2006.01)   3/147    (2006.01)   3/147    (2006.01)   3/147    (2006.01)   3/147    (2006.01)   3/147    (2006.01)   3/147    (2006.01)           Ｇ０６Ｆ   3/147   　　　Ｔ          　　　　　

(58)調査した分野(Int.Cl.，ＤＢ名)
              G06F  3/01- 3/048
              G06F  3/14- 3/153
              H01H 13/00-13/76
              H03M 11/04-11/24
              H04B  7/24- 7/26
              H04M  1/00- 1/62
              H04M  1/66- 1/82
              H04M 99/00
              H04Q  7/00- 7/38

(23) JP 3861273 B2 2006.12.20


	bibliographic-data
	claims
	description
	drawings
	overflow

