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(57)【要約】
【課題】使用者に対する利便性の良いカレンダー機能を
有する電子機器を提供すること。
【解決手段】入力が行われる操作部１１と、操作部１１
に対して行われた入力に応じた表示を行うＬＣＤ表示部
２１と、操作部１１により数字が入力され、当該数字が
日付にも関連し得ると判断した場合、カレンダー機能の
起動を指示するカレンダー機能起動ボタンをＬＣＤ表示
部２１に表示し、操作部１１により当該カレンダー機能
起動ボタンが選択されたときに、入力された当該数字に
対応する日付のカレンダー機能の起動を行う制御部４５
を備える。
【選択図】図２
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　複数のキーを有し、当該複数のキーそれぞれには仮名文字と数字が割り当てられる入力
部と、
　前記入力部に対して行われた入力に応じた表示を行う表示部と、
　前記入力部により入力が行われると、前記割り当てられた仮名文字に基づく入力文字に
関連付けられた複数の変換候補と、前記割り当てられた前記数字に基づく入力数字と、の
両方を前記表示部に表示させる制御部と、を備え、
　前記制御部は、前記入力数字が日時に関連し得ると判断した場合、変換候補として前記
日時を示す日時オブジェクトを前記表示部に表示させ、前記入力部によって前記日時オブ
ジェクトが選択された場合、前記日時オブジェクトに対応する所定の機能の起動を行う電
子機器。
【請求項２】
　前記制御部は、前記入力部による第１の入力によって前記日時オブジェクトが選択され
た場合、当該日時オブジェクトに対応する所定の機能の起動を行い、
　前記入力部による第２の入力によって前記日時オブジェクトが選択された場合、前記日
時オブジェクトに対応するテキスト形式の入力を行う請求項１に記載の電子機器。
【請求項３】
　前記表示部は、前記日時オブジェクトを所定の機能の起動を促すボタンとして表示し、
かつ、前記ボタンを選択するソフトキーを表示し、
　前記制御部は、前記第１の入力として、前記入力部において前記ソフトキーの選択が行
われたとき、前記所定の機能の起動を行う請求項２に記載の電子機器。
【請求項４】
　前記制御部は、前記入力部により入力された数字が複数の日時に関連し得ると判断した
場合、現在の年月日に近い日時に基づく前記所定の機能を起動する請求項１又は２に記載
の電子機器。
【請求項５】
　前記制御部は、前記入力数字が月日に関連すると判断した場合、日時オブジェクトとし
て入力数字に基づく月日情報を表示し、当該月日情報が選択された場合、当該月日に応じ
てカレンダー機能を起動する請求項１から４のいずれか一項に記載の電子機器。
【請求項６】
　前記制御部は、前記入力数字が時刻に関連すると判断した場合、日時オブジェクトとし
て入力数字に基づく時刻情報を表示し、当該時刻情報が選択された場合、当該時刻に応じ
てアラーム機能を起動する請求項１から４のいずれか一項に記載の電子機器。
【請求項７】
　前記制御部は、前記入力部により５桁又は６桁の数字の入力が行われた場合には、先頭
４桁を年とし、続く１桁又は２桁を月として、年月として成立するかどうかを判断し、成
立すると判断した場合、カレンダー機能の起動を指示するカレンダー機能起動ボタンを前
記表示部に表示し、前記入力部により当該カレンダー機能起動ボタンが選択されたときに
、入力された当該数字に対応する年月のカレンダー機能の起動を行う請求項１から６のい
ずれか一項に記載の電子機器。
【請求項８】
　前記制御部は、前記入力部により６桁、７桁又は８桁の数字の入力が行われた場合には
、先頭４桁を年とし、続く１桁又は２桁を月とし、残りの桁数を日として、年月日として
成立するかどうかを判断し、成立すると判断した場合、カレンダー機能の起動を指示する
カレンダー機能起動ボタンを前記表示部に表示し、前記入力部により当該カレンダー機能
起動ボタンが選択されたときに、入力された当該数字に対応する年月日のカレンダー機能
の起動を行う請求項１から６のいずれか一項に記載の電子機器。
【請求項９】
　入力が行われる入力部と、
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　前記入力部に対して行われた入力に応じた表示を行う表示部と、
　前記入力部により数字が入力され、当該数字が日付に関連し得ると判断した場合、当該
数字に対応する日付のカレンダー機能の起動を行う制御部を備える電子機器。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、カレンダー機能を有する電子機器に関する。
【背景技術】
【０００２】
　近年市場に流通している携帯電話等の携帯電子機器の殆どには、カレンダー機能等の日
付に関するアプリケーションが搭載されている。
　例えば、特許文献１には、カレンダー機能のアプリケーションが搭載された携帯端末が
記載されている。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００３】
【特許文献１】特開２００９－１９４５４５号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　特許文献１に記載の携帯端末においては、前述したカレンダー機能を起動させるために
、メニューからカレンダー機能の選択を行い、その後、日付の選択を行わなければならず
、使用者に対する利便性が悪かった。
　本発明は、使用者に対する利便性の良いカレンダー機能を有する電子機器を提供するこ
とを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【０００５】
　本発明に係る電子機器は、上記課題を解決するために、複数のキーを有し、当該複数の
キーそれぞれには仮名文字と数字が割り当てられる入力部と、前記入力部に対して行われ
た入力に応じた表示を行う表示部と、前記入力部により入力が行われると、前記割り当て
られた仮名文字に基づく入力文字に関連付けられた複数の変換候補と、前記割り当てられ
た前記数字に基づく入力数字と、の両方を前記表示部に表示させる制御部と、を備え、前
記制御部は、前記入力数字が日時に関連し得ると判断した場合、変換候補として前記日時
を示す日時オブジェクトを前記表示部に表示させ、前記入力部によって前記日時オブジェ
クトが選択された場合、前記日時オブジェクトに対応する所定の機能の起動を行う構成で
ある。
【０００６】
　また、電子機器では、前記制御部は、前記入力部による第１の入力によって前記日時オ
ブジェクトが選択された場合、当該日時オブジェクトに対応する所定の機能の起動を行い
、前記入力部による第２の入力によって前記日時オブジェクトが選択された場合、前記日
時オブジェクトに対応するテキスト形式の入力を行う構成が好ましい。
【０００７】
　また、電子機器では、前記表示部は、前記日時オブジェクトを所定の機能の起動を促す
ボタンとして表示し、かつ、前記ボタンを選択するソフトキーを表示し、前記制御部は、
前記第１の入力として、前記入力部において前記ソフトキーの選択が行われたとき、前記
所定の機能の起動を行う構成が好ましい。
【０００８】
　また、電子機器では、前記制御部は、前記入力部により入力された数字が複数の日時に
関連し得ると判断した場合、現在の年月日に近い日時に基づく前記所定の機能を起動する
構成が好ましい。



(4) JP 2011-209947 A 2011.10.20

10

20

30

40

50

【０００９】
　また、電子機器では、前記制御部は、前記入力数字が月日に関連すると判断した場合、
日時オブジェクトとして入力数字に基づく月日情報を表示し、当該月日情報が選択された
場合、当該月日に応じてカレンダー機能を起動する構成が好ましい。
【００１０】
　また、電子機器では、前記制御部は、前記入力数字が時刻に関連すると判断した場合、
日時オブジェクトとして入力数字に基づく時刻情報を表示し、当該時刻情報が選択された
場合、当該時刻に応じてアラーム機能を起動する構成が好ましい。
【００１１】
　また、電子機器では、前記制御部は、前記入力部により５桁又は６桁の数字の入力が行
われた場合には、先頭４桁を年とし、続く１桁又は２桁を月として、年月として成立する
かどうかを判断し、成立すると判断した場合、カレンダー機能の起動を指示するカレンダ
ー機能起動ボタンを前記表示部に表示し、前記入力部により当該カレンダー機能起動ボタ
ンが選択されたときに、入力された当該数字に対応する年月のカレンダー機能の起動を行
う構成が好ましい。
【００１２】
　また、電子機器では、前記制御部は、前記入力部により６桁、７桁又は８桁の数字の入
力が行われた場合には、先頭４桁を年とし、続く１桁又は２桁を月とし、残りの桁数を日
として、年月日として成立するかどうかを判断し、成立すると判断した場合、カレンダー
機能の起動を指示するカレンダー機能起動ボタンを前記表示部に表示し、前記入力部によ
り当該カレンダー機能起動ボタンが選択されたときに、入力された当該数字に対応する年
月日のカレンダー機能の起動を行う構成が好ましい。
【００１３】
　本発明に係る電子機器は、上記課題を解決するために、入力が行われる入力部と、前記
入力部に対して行われた入力に応じた表示を行う表示部と、前記入力部により数字が入力
され、当該数字が日付に関連し得ると判断した場合、当該数字に対応する日付のカレンダ
ー機能の起動を行う制御部を備える構成である。
【発明の効果】
【００１４】
　本発明によれば、使用者に対する利便性の良いカレンダー機能を提供することができる
。
【図面の簡単な説明】
【００１５】
【図１】携帯電話装置の外観斜視図である。
【図２】携帯電話装置の機能を示す機能ブロック図である。
【図３】待受画面が表示されている状態からキー操作が行われることによって、第１種記
号表示領域と第２種記号表示領域とが表示される様子についての説明に供する図である。
【図４】第１の実施例における画面遷移についての説明に供する図である。
【図５】操作部によるキーの入力からカレンダー機能の起動までの処理の流れについての
説明に供するフローチャートである。
【図６】入力桁数に応じたカレンダー機能の起動の処理の流れについての説明に供するフ
ローチャートである。
【図７】第２の実施例における画面遷移についての説明に供する図である。
【図８】操作部により入力された文字がアプリケーションの起動に対応付けられている場
合の処理の流れについての説明に供するフローチャートである。
【図９】第３の実施例における画面遷移についての説明に供する図である。
【図１０】特定の月に対して曖昧なスケジュールを登録し、又は日にち及び時間帯を指定
してスケジュールを登録するまでの処理の流れについての説明に供するフローチャートで
ある。
【図１１】第４の実施例における画面遷移についての説明に供する図である。
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【図１２】スケジュール機能による複数月の一覧表示を行う処理の流れについての説明に
供するフローチャートである。
【発明を実施するための形態】
【００１６】
　以下、本発明の実施の形態について説明する。図１は、本発明に係る電子機器の一例で
ある携帯電話装置１の外観斜視図を示す。なお、図１は、いわゆる折り畳み型の携帯電話
装置の形態を示しているが、本発明に係る携帯電話装置の形態としては特にこれに限られ
ない。例えば、両筐体を重ね合わせた状態から一方の筐体を一方向にスライドさせるよう
にしたスライド式や、重ね合せ方向に沿う軸線を中心に一方の筐体を回転させるようにし
た回転式（ターンタイプ）や、操作部と表示部とが一つの筐体に配置され、連結部を有さ
ない形式（ストレートタイプ、フリップタイプ）でも良い。
【００１７】
　携帯電話装置１は、操作部側筐体部２と、表示部側筐体部３と、を備えて構成される。
操作部側筐体部２は、表面部１０に、操作部１１と、携帯電話装置１の使用者が通話時に
発した音声が入力されるマイク１２と、を備えて構成される。操作部１１は、各種設定や
電話帳機能やメール機能等の各種機能を作動させるための機能設定操作キー１３と、電話
番号の数字やメール等の文字等を入力するための入力操作キー１４と、各種操作における
決定やスクロール等を行う決定操作キー１５と、から構成されている。
【００１８】
　また、表示部側筐体部３は、表面部２０に、各種情報を表示するためのＬＣＤ（Ｌｉｑ
ｕｉｄ　Ｃｒｙｓｔａｌ　Ｄｉｓｐｌａｙ）表示部２１と、通話の相手側の音声を出力す
る第１のスピーカ２２と、音楽等を出力する第２のスピーカ２３を備えて構成されている
。
【００１９】
　また、入力操作キー１４は、図１に示すように、数字の「１」，「２」，「３」，「４
」，「５」，「６」，「７」，「８」，「９」及び「０」が印刷されたキーである数字キ
ーを複数有している。ＬＣＤ表示部２１は、これら数字キーに対して入力操作が行われた
とき、キーと数字の対応関係が示されているアサインテーブルを参照し、これら印刷され
ている数字を表示することが可能である。
【００２０】
　また、これら数字キーのそれぞれには、上述した数字の他に、「あ」、「か」、「さ」
、「た」、「な」、「は」、「ま」、「や」、「ら」及び「わをん」等の平仮名が併せて
印刷されている。ＬＣＤ表示部２１は、例えば、「あ」と「１」が印刷されているキーに
対して入力操作がおこなわれたとき、キーと平仮名の対応関係が示されているアサインテ
ーブルを参照し、あ行の平仮名を表示することも可能である。なお、入力操作キー１４と
表示部側筐体部３との関係については、後述する。
【００２１】
　また、操作部側筐体部２の上端部と表示部側筐体部３の下端部とは、ヒンジ機構４を介
して連結されている。また、携帯電話装置１は、ヒンジ機構４を介して連結された操作部
側筐体部２と表示部側筐体部３とを相対的に回転することにより、操作部側筐体部２と表
示部側筐体部３とを互いに開いた状態（開放状態）にしたり、操作部側筐体部２と表示部
側筐体部３とを折り畳んだ状態（折畳み状態）にしたりできる。
【００２２】
　また、図２は、携帯電話装置１の機能を示す機能ブロック図である。携帯電話装置１は
、図２に示すように、操作部１１と、マイク１２と、メインアンテナ４０と、ＲＦ回路部
４１と、ＬＣＤ制御部４２と、音声処理部４３と、メモリ４４と、制御部４５と、再生部
４６が操作部側筐体部２に備えられ、ＬＣＤ表示部２１（表示部）と、第１のスピーカ２
２と、第２のスピーカ２３と、ドライバＩＣ２４とが表示部側筐体部３に備えられている
。
【００２３】
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　メインアンテナ４０は、第１の使用周波数帯（例えば、８００ＭＨｚ）で基地局等と通
信を行い、ＧＰＳ通信のための第２の使用周波数帯（例えば、１．５ＧＨｚ）に対応でき
るデュアルバンド対応構成である。なお、本実施の形態では、第１の使用周波数帯として
、８００ＭＨｚとしたが、これ以外の周波数帯であっても良い。また、メインアンテナ４
０は、第１の使用周波数帯で外部装置と通信を行い、ＧＰＳ通信のための第２の使用周波
数帯に対応できるアンテナを別途設けても良い。
【００２４】
　ＲＦ回路部４１は、メインアンテナ４０によって受信した信号を復調処理し、処理後の
信号を制御部４５に供給する。そして、制御部４５から供給された信号を変調処理し、メ
インアンテナ４０を介して外部装置（基地局）に送信する。また、その一方で、メインア
ンテナ４０によって受信している信号の強度を制御部４５に通知する。また、メインアン
テナ４０とＲＦ回路部４１を総括して、通信部５０という。
【００２５】
　ＬＣＤ制御部４２は、制御部４５の制御にしたがって、所定の画像処理を行い、処理後
の画像データをドライバＩＣ２４に出力する。ドライバＩＣ２４は、ＬＣＤ制御部４２か
ら供給された画像データをフレームメモリに蓄え、所定のタイミングでＬＣＤ表示部２１
に出力する。
　音声処理部４３は、制御部４５の制御にしたがって、ＲＦ回路部４１から供給された信
号に対して所定の音声処理を行い、処理後の信号を第１のスピーカ２２に出力する。第１
のスピーカ２２は、音声処理部４３から供給された信号を外部に出力する。
【００２６】
　また、音声処理部４３は、制御部４５の制御にしたがって、マイク１２から入力された
信号を処理し、処理後の信号をＲＦ回路部４１に出力する。ＲＦ回路部４１は、音声処理
部４３から供給された信号に所定の処理を行い、処理後の信号をメインアンテナ４０に出
力する。
【００２７】
　メモリ４４は、例えば、ワーキングメモリを含み、制御部４５による演算処理に利用さ
れる。また、メモリ４４には、後述するエディタアプリ（入力された文字等を編集する機
能を有するアプリケーション）を含む複数のアプリケーションや当該アプリケーションが
必要とする各種のテーブルや、音楽データや、映画データ等が記憶されている。また、メ
モリ４４は、着脱可能な外部メモリを兼ねていても良い。
【００２８】
　再生部４６は、例えば、メモリ４４に格納されている映画データに対して再生処理を行
い、再生処理後の映像信号をＬＣＤ制御部４２に供給し、音声信号を第２のスピーカ２３
に供給する。なお、再生部４６は、映像信号と音声信号を同期ずれがないように再生処理
を行っている。
【００２９】
　制御部４５は、携帯電話装置１の全体を制御しており、中央処理装置（ＣＰＵ）等を用
いて構成される。また、制御部４５は、原則的に現在アクティブに起動されているアプリ
ケーションに応じて、操作部１１を構成する各キー（機能設定操作キー１３、入力操作キ
ー１４、決定操作キー１５）に割り当てる記号や機能を変化させる制御を行っている。ま
た、メモリ４４には、複数のキーアサインテーブルが格納されており、制御部４５は、起
動されているアプリケーションに応じて、参照するキーアサインテーブルを切り替え、操
作部１１から送信されてくるキーの位置情報に基づいて所定のキーアサインテーブルを参
照し、所定の処理を実行する。
【００３０】
　また、携帯電話装置１では、通信の待ち受け状態（待受画面が表示されている状態）に
おいて、キー操作が行われた場合に、当該キーに割り当てられている複数の記号（例えば
、数字や文字）のそれぞれを、例えば、別々の画面領域に並列的に表示する機能を有して
いる。ここで、待受画面が表示されている状態とは、主電源が投入され、通信セッション
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の確立処理が終了し、通信の待ち受けや、メールアプリケーション等の起動が可能になっ
ている状態をいう。
【００３１】
　ここで、操作部１１によるキー操作に応じた制御部４５の制御動作について説明する。
例えば、制御部４５は、待受画面１００が表示されている状態において（図３（ａ））、
入力操作キー１４の第２行左列のキー（数字の「１」等が印刷されているキー）が２回押
下され、その後、入力操作キー１４の第３行左列のキー（数字の「４」等が印刷されてい
るキー）が１回押下され、当該押下に応じてキーの位置情報が入力された場合、メモリ４
４に格納されている文字のキーアサインテーブルを参照して第１表示領域１０１に文字列
「いた」を表示し、かつ、メモリ４４に格納されている数字のキーアサインテーブルを参
照して第２表示領域１０２に数字列「１１４」を表示する（図３（ｂ））。
【００３２】
　また、制御部４５は、第１表示領域１０１に「いた」を表示し、第２表示領域１０２に
「１１４」を表示している状態において、変換機能が操作された場合（例えば、決定操作
キー１５の上下キーが操作された場合）、第１表示領域１０１に表示されている「いた」
に対して変換処理を行う。また、制御部４５は、第１表示領域１０１に「いた」を表示し
、第２表示領域１０２に「１１４」を表示している状態において、発信（通話）のキー操
作がされた場合（例えば、入力操作キー１４のオンフックボタンが選択された場合）、第
２表示領域１０２に表示されている「１１４」を電話番号として発信処理を行う。
【００３３】
　また、ＬＣＤ表示部２１には、図３に示すように、電池の残量や現在時刻等の情報を表
示する領域（以下、ピクトインフォメーション領域１０３という。）が配置されている。
制御部４５は、ピクトインフォメーション領域１０３に電池の残量や現在時刻以外の情報
をスクロール表示することができる。また、ＬＣＤ表示部２１には、第１表示領域１０１
に表示されている文字の変換候補を表示する変換候補表示領域１０４が第１表示領域１０
１と第２表示領域１０２の中間の領域に配置されている。
【００３４】
　ところで、携帯電話装置１は、カレンダー機能に関連付けられたスケジュール管理機能
を有している。このカレンダー機能に関連付けられたスケジュール管理機能を利用するこ
とによって、例えば、「２０１０年２月１２日、ランチ、１１：００～１３：００」等の
スケジュールを登録しておくことで、備忘録として利用できる。
【００３５】
　このようにして、カレンダー機能に関連付けられたスケジュール管理機能では、カレン
ダー上で所定の日を選択し、スケジュール内容と、日時を入力して登録するという操作が
必要である。
【００３６】
　既存のスケジュール管理機能は、「所定の年月日」における「所定の時間帯」において
「何をする」という方式でスケジュールの管理を行うので、「今月はダイエットをする月
」のように、日にちと時間を曖昧に指定して、スケジュールの登録を行うと、今月が例え
ば２月であると、２月１日から２月２８日のすべての時間に「予定あり」を示すシンボル
が表示されてしまい、カレンダー表示が煩雑になってしまうという問題がある。
【００３７】
　また、既存のスケジュール管理機能にスケジュールを登録するためには、操作部１１に
よる多数のキー入力（操作）が必要であり、また、登録したスケジュールを確認する場合
にも、カレンダー機能を起動し、ＬＣＤ表示部２１に表示されているカレンダー上におい
て、所望の日付にカーソルを合わせ、所望の日付のスケジュールを閲覧するという一連の
操作が必要であった。
【００３８】
　本実施形態に係る携帯電話装置１は、例えば、使用者が待受画面からすぐにカレンダー
機能やスケジュール機能の起動や、登録したスケジュールの確認を可能とし、また、閲覧
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目的で呼び出したスケジュールに対して、予定の追記や削除等を即座に可能とし、また、
「今月中」等の日にちと時間を曖昧にしてスケジュールの入力や、表示を可能とし、使用
者に対して、利便性の良いカレンダー機能及びスケジュール機能を提供することを一つの
目的とする。以下に、当該目的を達成するための具体的な構成について説明する。なお、
以下では、カレンダー機能をスケジュール管理機能に読み替えても良いとする。
【００３９】
　上述したように、携帯電話装置１は、操作部１１（入力部）と、ＬＣＤ表示部２１（表
示部）と、制御部４５を備える。
　制御部４５は、操作部１１により数字が入力され、当該数字が日付にも関連し得ると判
断した場合、カレンダー機能の起動を指示するカレンダー機能起動ボタン１０５（後述の
図４中に示すボタン１０５ａ、１０５ｂに相当する）をＬＣＤ表示部２１に表示し、操作
部１１によるキー操作により当該カレンダー機能起動ボタン１０５が選択されたときに、
入力された当該数字に対応する日付のカレンダー機能の起動を行う。
【００４０】
　例えば、制御部４５は、操作部１１により数字「２」が入力された場合、数字「２」は
日付「２月」と判断し得るので、ＬＣＤ表示部２１上の所定の場所にカレンダー機能を起
動するカレンダー機能起動ボタン１０５を表示する。そして、制御部４５は、当該カレン
ダー機能起動ボタン１０５が選択されたときに、現在の年月日（例えば、２０１０年２月
１日）に基づいて、２０１０年２月のカレンダー機能の起動を行う。このように、ＬＣＤ
表示部２１には、２０１０年２月のカレンダーが表示される。
【００４１】
　このようにして、携帯電話装置１は、利便性の良いカレンダー機能を提供することがで
きる。なお、制御部４５は、カレンダー機能起動ボタン１０５を変換候補表示領域１０４
に表示しても良い。このような構成の場合には、使用者は、変換候補表示領域１０４の中
から変換候補を選ぶようにカレンダー機能起動ボタン１０５を選択することができ、操作
上の利便性を感じることができる。
【００４２】
　また、上述したように、操作部１１は、複数のキーを有しており、キーアサインテーブ
ルによって、当該複数のキーそれぞれには仮名文字と数字が割り当てられている。
　制御部４５は、操作部１１により入力が行われると、割り当てられた仮名文字に関連付
けられた複数の変換候補と数字との両方をＬＣＤ表示部２１に表示し、操作部１１により
数字が入力され、当該数字が日付にも関連し得ると判断した場合、カレンダー機能起動ボ
タン１０５を複数の変換候補の一つとしてＬＣＤ表示部２１に表示する構成が好ましい。
【００４３】
　例えば、制御部４５は、操作部１１により連続的にキーの入力が行われ、キーアサイン
テーブルを参照し、図３に示すように、入力されたキーに割り当てられている仮名文字「
いた」に関連付けられた複数の変換候補「いた、板、・・・」と、数字「１１４」との両
方をＬＣＤ表示部２１に表示する。
　そして、制御部４５は、数字「１１４」を日付「１月１４日」や日付「１１月４日」と
判断し得るので、ＬＣＤ表示部２１上の所定の場所にカレンダー機能を起動するカレンダ
ー機能起動ボタン１０５を表示し、当該カレンダー機能起動ボタン１０５が選択されたと
きに、現在の年月日（例えば、２０１０年２月１日）に基づいて、２０１０年１月１４日
又は２０１０年１１月４日のカレンダー機能の起動を行う。したがって、ＬＣＤ表示部２
１には、２０１０年１月１４日又は２０１０年１１月４日のカレンダーが表示される。
【００４４】
　なお、本実施例の場合には、制御部４５は、現在の年月日（例えば、２０１０年２月１
日）に近い２０１０年１月１４日のカレンダー機能を優先的に起動しても良いし、いずれ
を起動するかを使用者に選択させても良いし、双方を上下段に表示しても良い。
【００４５】
　このようにして、携帯電話装置１は、利便性の良いカレンダー機能を提供することがで
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きる。
【００４６】
　また、制御部４５は、操作部１１により５桁又は６桁の数字の入力が行われた場合には
、先頭の４桁を年とし、続く１桁又は２桁を月として、年月として成立するかどうかを判
断し、成立すると判断した場合、カレンダー機能の起動を指示するカレンダー機能起動ボ
タン１０５をＬＣＤ表示部２１に表示し、操作部１１によるキー操作により当該カレンダ
ー機能起動ボタン１０５が選択されたときに、入力された当該数字に対応する年月のカレ
ンダー機能の起動を行う構成が好ましい。
【００４７】
　例えば、制御部４５は、操作部１１のキーが複数回入力操作され、キーアサインテーブ
ルを参照し、６桁の数字「２０１００２」が入力された場合、先頭の４桁の数字「２０１
０」は「２０１０年」と判断しでき、続く２桁の数字「０２」は「２月」と判断でき得る
ので、ＬＣＤ表示部２１上の所定の場所にカレンダー機能を起動するカレンダー機能起動
ボタン１０５を表示し、当該カレンダー機能起動ボタン１０５が選択されたときに、現在
の年月日（例えば、２０１０年２月１日）に基づいて、２０１０年２月のカレンダー機能
の起動を行う。したがって、ＬＣＤ表示部２１には、２０１０年２月のカレンダーが表示
される。
【００４８】
　このようにして、携帯電話装置１は、利便性の良いカレンダー機能を提供することがで
きる。
【００４９】
　また、制御部４５は、操作部１１により６桁、７桁又は８桁の数字の入力が行われた場
合には、先頭４桁を年とし、続く１桁又は２桁を月とし、残りの桁数を日として、年月日
として成立するかどうかを判断し、成立すると判断した場合、カレンダー機能の起動を指
示するカレンダー機能起動ボタン１０５をＬＣＤ表示部２１に表示し、操作部１１による
キー操作により当該カレンダー機能起動ボタン１０５が選択されたときに、入力された当
該数字に対応する年月日のカレンダー機能の起動を行う構成が好ましい。
【００５０】
　例えば、制御部４５は、操作部１１のキーが複数回入力操作され、キーアサインテーブ
ルを参照し、８桁の数字「２０１００２１２」が入力された場合、先頭の４桁の数字「２
０１０」は「２０１０年」と判断しでき、続く２桁の数字「０２」は「２月」と判断でき
、最後の２桁の数字「１２」は「１２日」と判断でき得るので、ＬＣＤ表示部２１上の所
定の場所にカレンダー機能を起動するカレンダー機能起動ボタン１０５を表示し、当該カ
レンダー機能起動ボタン１０５が選択されたときに、現在の年月日（例えば、２０１０年
２月１日）に基づいて、２０１０年２月１２日のカレンダー機能の起動を行う。したがっ
て、ＬＣＤ表示部２１には、２０１０年２月１２日のカレンダーが表示される。
【００５１】
　このようにして、携帯電話装置１は、利便性の良いカレンダー機能を提供することがで
きる。
【００５２】
　また、制御部４５は、操作部１１により数字が入力され、当該数字が日付にも関連し得
ると判断した場合、直接、当該数字に対応する日付のカレンダー機能の起動を行う構成で
あっても良い。
【００５３】
　例えば、制御部４５は、操作部１１により数字「２」が入力された場合、数字「２」は
日付「２月」と判断し得るので、現在の年月日（例えば、２０１０年２月１日）に基づい
て、２０１０年２月のカレンダー機能の起動を行う。したがって、ＬＣＤ表示部２１には
、２０１０年２月のカレンダーが表示される。
【００５４】
　したがって、携帯電話装置１は、操作部１１により数字「２」が入力されるだけで、２
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０１０年２月のカレンダー機能の起動を行うので、カレンダー機能を素早く起動したい使
用者に対する要求に的確に応えることができる。
【００５５】
　＜第１の実施例＞
　つぎに、携帯電話装置１の第１の実施例について説明する。
　携帯電話装置１の制御部４５は、待受画面１００の表示中であって（図４（ａ））、操
作部１１のキーが入力操作されると、エディタアプリを起動して、キーアサインテーブル
を参照し、入力操作されたキーに割り当てられている文字等を表示する。例えば、制御部
４５は、操作部１１のキーの複数回の入力操作に応じて、第１表示領域１０１に「あか」
を表示し、第２表示領域１０２に「１２」を表示する（図４（ｂ））。なお、図４（ｂ）
では、第１表示領域１０１に表示されている文字に対する変換候補を省略している。
【００５６】
　制御部４５は、発信（通話）の操作がされた場合（例えば、入力操作キー１４のオンフ
ックボタンが選択された場合）において、第２表示領域１０２に表示されている「１２」
が電話番号ではなく日付に関連し得ると判断したとき、カレンダー機能の起動を指示する
カレンダー機能起動ボタン１０５をＬＣＤ表示部２１に表示する。なお、数字「１２」は
、日にちの「１２日」と月の「１２月」に関連し得るので、制御部４５は、日にちの指定
を行うボタン１０５ａ「日指定」と、月の指定を行うボタン１０５ｂ「カレンダー」をＬ
ＣＤ表示部２１にソフトキーとして表示する（図４（ｃ））。また、制御部４５は、内蔵
されているクロック機能から現在の年月日（例えば、２０１０年２月１日）を参照して、
２０１０年１２月に登録されているスケジュールを読み出し、一覧表示する。図４（ｃ）
に示す例では、２０１０年１２月の全体の予定として、「年末調整」が登録されており、
また、１２月１日には、会議が登録されており、また、１２月３日には、娘の誕生日が登
録されていることを示している。
【００５７】
　なお、オンフックボタンが選択された場合に、日にちの指定を行うボタン１０５ａ「日
指定」と、月の指定を行うボタン１０５ｂ「カレンダー」は、ＬＣＤ表示部２１に表示さ
れる実施形態について前述したが、オンフックボタンが選択されなくとも、日にちの指定
を行うボタン１０５ａ「日指定」と、月の指定を行うボタン１０５ｂ「カレンダー」等の
ソフトキーは、ＬＣＤ表示部２１に表示される構成であっても良い。
【００５８】
　そして、制御部４５は、使用者によって、ソフトキー表示されている「日指定」ボタン
１０５ａが選択された場合には、第２表示領域１０２に表示されている数字「１２」が「
１２日」であることが確定するので、現在の年月日を参照して、２０１０年２月１２日の
スケジュール機能を表示する（図４（ｄ））。
【００５９】
　図４（ｄ）に示す例では、２０１０年２月１２日は、一日が「多目的休暇」として登録
されており、「１１：００～１３：００」に「ランチ」の予定が登録されている。
【００６０】
　また、制御部４５は、第１表示領域１０１に表示されている情報の最後尾、すなわち、
「ランチ」の次に文字の入力開始点（カーソル）を表示させ、かつ、第２表示領域１０２
にもカーソルを表示させる。
【００６１】
　この状態において、制御部４５は、操作部１１によるキー操作が行われると、カーソル
以降に、新たな情報を追加し、また、カーソルが前方向における所定の位置に移動されて
から、操作部１１によるキー操作が行われると、登録されている情報の追加、修正及び削
除を行う。
【００６２】
　また、制御部４５は、操作部１１によるキー操作が行われると、第２表示領域１０２に
も連動して数字の入力が行われる。例えば、制御部４５は、第２表示領域１０２に４桁の



(11) JP 2011-209947 A 2011.10.20

10

20

30

40

50

数字「１４００」が入力されると、２０１０年２月１２日の１４時のスケジュールを検索
して表示するような構成でも良いし、また、８桁の数字「１４００２０２０」が入力され
ると、２０１０年２月１２日１４時２０分２０秒のスケジュールを検索して表示する構成
でも良い。
【００６３】
　また、制御部４５は、使用者によって、ソフトキー表示されている「カレンダー」ボタ
ン１０５ｂが選択された場合には、第２表示領域１０２に表示されている数字「１２」が
「１２月」であることを確定し、現在の年月日を参照して、２０１０年１２月のスケジュ
ール機能を表示する（図４（ｅ））。
【００６４】
　また、制御部４５は、カレンダー上の各日付に使用者が予め登録しておいたシンボル（
例えば、食事を示すシンボルや、会議を示すシンボル）を表示する構成でも良い。このよ
うな構成によれば、携帯電話装置１は、使用者に対して、指定された月の予定を一見して
把握させることが可能となる。
【００６５】
　つぎに、上述した、操作部１１によるキーの入力からカレンダー機能の起動までの処理
の流れについて、図５に示すフローチャートを参照して説明する。
【００６６】
　ステップＳＴ１において、制御部４５は、待受画面を表示し、発呼指示や、各種アプリ
ケーションの起動の指示を待ち受けている。
【００６７】
　ステップＳＴ２において、制御部４５は、操作部１１によるキー操作を受け付ける。
【００６８】
　ステップＳＴ３において、制御部４５は、待受画面において、カレンダー表示を行って
いるかどうかを判断する。カレンダー表示を行っており、かつ操作部１１によるキー操作
により数字が入力され、当該数字が日付にも関連し得ると判断した場合（Ｙｅｓ）には、
ステップＳＴ４に進む。カレンダー表示を行っていない場合（Ｎｏ）には、ステップＳＴ
５に進む。
【００６９】
　ステップＳＴ４において、制御部４５は、ステップＳＴ２の工程で入力された数字に対
応するカレンダー機能の起動を行う。例えば、制御部４５は、現在の年月日が２０１０年
２月１日であり、ステップＳＴ２の工程で入力された数字が「６」の場合、「６」を「６
日」として、２０１０年２月６日のカレンダー機能を表示する。
【００７０】
　ステップＳＴ５において、制御部４５は、エディタアプリを起動する。そして、制御部
４５は、第１表示領域１０１にステップＳＴ２の工程で入力されたキーに対応する文字を
表示し、かつ、第２表示領域１０２にステップＳＴ２の工程で入力されたキーに対応する
数字を表示する。
【００７１】
　ステップＳＴ６において、制御部４５は、操作部１１によるキー操作を受け付け、発信
（通話）の操作（例えば、入力操作キー１４のオンフックボタンが選択）されたかどうか
を判断する。通話の操作が行われたと判断した場合（Ｙｅｓ）には、ステップＳＴ７に進
み、通話の操作が行われなかったと判断した場合（Ｎｏ）には、ステップＳＴ９に進む。
【００７２】
　ステップＳＴ７において、制御部４５は、ステップＳＴ２の工程で連続的に入力された
数字の桁数が所定の桁数であるかどうかを判定する。所定の桁数であると判断した場合（
Ｙｅｓ）には、ステップＳＴ８に進み、所定の桁数ではないと判断した場合（Ｎｏ）には
、通常の発呼処理を行い、処理を終了する。
【００７３】
　ステップＳＴ８において、制御部４５は、ステップＳＴ２の工程で連続的に入力された
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数字に対応するカレンダー機能を起動する。
【００７４】
　ステップＳＴ９において、制御部４５は、ステップＳＴ２の工程で連続的に入力された
数字の桁数が所定の桁数であるかどうかを判定する。所定の桁数であると判断した場合（
Ｙｅｓ）には、ステップＳＴ１０に進み、所定の桁数ではないと判断した場合（Ｎｏ）に
は、ステップＳＴ２に戻る。
【００７５】
　ステップＳＴ１０において、制御部４５は、変換候補表示領域１０４にカレンダー機能
起動ボタン１０５を表示する。
【００７６】
　ステップＳＴ１１において、制御部４５は、使用者により変換候補表示領域１０４に表
示されている変換候補が操作されたときに、カレンダー機能起動ボタン１０５が選択され
たかどうかを判断する。カレンダー機能起動ボタン１０５が選択されたと判断した場合（
Ｙｅｓ）には、ステップＳＴ１２へ進み、カレンダー機能起動ボタン１０５が選択されて
いないと判断した場合（Ｎｏ）には、ステップＳＴ１３に進む。
【００７７】
　ステップＳＴ１２において、制御部４５は、ステップＳＴ２の工程で連続的に入力され
た数字に対応するカレンダー機能を起動する。
【００７８】
　ステップＳＴ１３において、制御部４５は、使用者により選択された変換候補を読み出
して、第１表示領域１０１に表示する変換処理を行う。
【００７９】
　このようにして、携帯電話装置１は、利便性の良いカレンダー機能を提供することがで
きる。また、ステップＳＴ１０の工程では、カレンダー機能起動ボタン１０５は、変換候
補表示領域１０４内に表示される。したがって、使用者は、変換候補を操作するときの操
作方法と同一の方法によって、カレンダー機能を起動できるようになる。
【００８０】
　つぎに、入力桁数に応じたカレンダー機能の起動の処理の流れについて、図６に示すフ
ローチャートを参照して説明する。なお、以下では、制御部４５は、数字が「０１」や「
１１」等の所定の数字２桁の場合には、月に関連し得ると判断し、数字が「２０１０」や
「２０１１」等の所定の数字４桁の場合には、年に関連し得ると判断し、数字が「２０１
００１」等の所定の数字６桁の場合には、年と月に関連し得ると判断し、数字が「２０１
００２１２」等の所定の数字８桁の場合には、年と月と日に関連し得ると判断するものと
する。
【００８１】
　ステップＳＴ２１において、制御部４５は、待受画面を表示し、発呼指示や、各種アプ
リケーションの起動の指示を待ち受けている。
【００８２】
　ステップＳＴ２２において、制御部４５は、操作部１１によるキー操作を受け付ける。
【００８３】
　ステップＳＴ２３において、制御部４５は、エディタアプリを起動する。
【００８４】
　ステップＳＴ２４において、制御部４５は、ＬＣＤ表示部２１の表示情報を更新する。
【００８５】
　ステップＳＴ２５において、制御部４５は、操作部１１によって受け付けたキー操作が
、入力操作キー１４に含まれている特定のキー（数字が割り当てられているキー）以外で
あるかどうかを判断する。特定のキー以外であると判断した場合（Ｙｅｓ）には、ステッ
プＳＴ２６に進み、特定のキー以外ではない、すなわち特定のキーであると判断した場合
（Ｎｏ）には、ステップＳＴ２４に戻る。
【００８６】
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　ステップＳＴ２６において、制御部４５は、操作部１１によるキー操作を受け付け、発
信（通話）の入力操作（例えば、入力操作キー１４のオフフックボタンが選択）がされた
かどうかを判断する。通話の操作が行われたと判断した場合（Ｙｅｓ）には、ステップＳ
Ｔ２７に進み、通話の操作が行われなかったと判断した場合（Ｎｏ）には、本処理を終了
し、他の処理へ移行する。
【００８７】
　ステップＳＴ２７において、制御部４５は、現在ＬＣＤ表示部２１の第２表示領域１０
２に表示されている数字が電話番号として発信可能であるかどうかを判断する。電話番号
として発信可能であると判断した場合（Ｙｅｓ）には、所定の発信処理を行い、電話番号
として発信可能ではないと判断した場合（Ｎｏ）には、ステップＳＴ２８に進む。
【００８８】
　ステップＳＴ２８において、制御部４５は、現在ＬＣＤ表示部２１の第２表示領域１０
２に表示されている数字が２桁かどうかを判断する。２桁の場合（Ｙｅｓ）には、ステッ
プＳＴ２９に進み、２桁でない場合（Ｎｏ）には、ステップＳＴ３１に進む。
【００８９】
　ステップＳＴ２９において、制御部４５は、表示されている２桁の数字「ｘｘ」に対し
て、現在の年月日（例えば、２０１０年２月１日）に基づいて、２０１０年ｘｘ月のカレ
ンダー機能の起動を行う。
【００９０】
　ステップＳＴ３０において、制御部４５は、ステップＳＴ２９の工程で起動した２０１
０年ｘｘ月のカレンダー機能を表示し、スケジュールの入力及び日付数値入力の待機状態
にする。具体的には、制御部４５は、例えば、図４（ｃ）に示すように、第１表示領域１
０１に表示されている情報の最後尾、すなわち、「ランチ」の次に文字の入力開始点（カ
ーソル）を表示させ、かつ、第２表示領域１０２にもカーソルを表示させる。
【００９１】
　ステップＳＴ３１において、制御部４５は、現在ＬＣＤ表示部２１の第２表示領域１０
２に表示されている数字が４桁かどうかを判断する。４桁の場合（Ｙｅｓ）には、ステッ
プＳＴ３２に進み、４桁でない場合（Ｎｏ）には、ステップＳＴ３３に進む。
【００９２】
　ステップＳＴ３２において、制御部４５は、表示されている４桁の数字「２０ｘｘ」に
対して、現在の年月日（例えば、２０１０年２月１日）に基づいて、２０ｘｘ年のカレン
ダー機能の起動を行う。その後、ステップＳＴ３０に進む。
【００９３】
　ステップＳＴ３３において、制御部４５は、現在ＬＣＤ表示部２１の第２表示領域１０
２に表示されている数字が「２０」で始まる６桁かどうかを判断する。「２０」で始まる
６桁の場合（Ｙｅｓ）には、ステップＳＴ３４に進み、「２０」で始まる６桁でない場合
（Ｎｏ）には、ステップＳＴ３５に進む。
【００９４】
　ステップＳＴ３４において、制御部４５は、表示されている「２０」で始まる６桁の数
字「２０ｘｘｘｘ」に対して、現在の年月日（例えば、２０１０年２月１日）に基づいて
、２０ｘｘ年ｘｘ月のカレンダー機能の起動を行う。その後、ステップＳＴ３０に進む。
【００９５】
　ステップＳＴ３５において、制御部４５は、現在ＬＣＤ表示部２１の第２表示領域１０
２に表示されている数字が８かどうかを判断する。８桁の場合（Ｙｅｓ）には、ステップ
ＳＴ３６に進み、８桁でない場合（Ｎｏ）には、本処理を終了し、他の処理へ移行する。
【００９６】
　ステップＳＴ３６において、制御部４５は、表示されている８桁の数字「２０ｘｘｘｘ
ｘｘ」に対して、現在の年月日（例えば、２０１０年２月１日）に基づいて、２０ｘｘ年
ｘｘ月ｘｘ日のカレンダー機能の起動を行う。その後、ステップＳＴ３０に進む。
【００９７】
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　このようにして、携帯電話装置１は、利便性の良いカレンダー機能を提供することがで
きる。
【００９８】
　＜第２の実施例＞
　つぎに、携帯電話装置１の第２の実施例について説明する。
　携帯電話装置１の制御部４５は、待受画面１００の表示中であって（図７（ａ））、操
作部１１によるキー操作が行われると、エディタアプリを起動して、キーアサインテーブ
ルを参照し、入力操作されたキーに割り当てられている文字等を表示する。例えば、制御
部４５は、操作部１１によるキー操作に応じて、第１表示領域１０１に「か」を表示し、
第２表示領域１０２に「２」を表示する（図７（ｂ））。なお、図７（ｂ）では、第１表
示領域１０１に表示されている文字「か」に対する変換候補を省略している。
【００９９】
　また、本実施例では、キーアサインテーブルの一つである機能名称テーブルにおいて、
各種アプリケーションの頭文字と各種アプリケーションの起動とが対応付けられているも
のとする。例えば、機能名称テーブルは、「か」に対して「カレンダー機能の起動」が対
応付けられており、「め」に対して「メールアプリケーションの起動」が対応付けられて
いる。
【０１００】
　したがって、制御部４５は、操作部１１によるキー操作に応じて、第１表示領域１０１
に「か」を表示するとともに、「か」に対応する「カレンダー機能の起動」を行うボタン
１０５を表示する（図７（ｂ））。
【０１０１】
　この状態において、制御部４５は、決定操作キー１５の決定キーが操作された場合には
、現在の年月日（例えば、２０１０年２月１日）に基づいて、２０１０年２月１日のカレ
ンダーを表示するか（図７（ｃ））、又は２０１０年２月のカレンダーを表示する（図７
（ｄ））。なお、制御部４５は、決定操作キー１５の決定キーが操作され、さらに操作部
１１によるキー操作が行われた場合、入力された数字に基づく日付を表示する構成であっ
ても良い。
【０１０２】
　また、制御部４５は、図７（ｂ）に示すように、第１表示領域１０１に「か」を表示す
るとともに、「か」に対応する「カレンダー機能の起動」を行うボタン１０５を表示して
いる状態において、操作部１１により他のキー（例えば、数字「３」と文字「さ」がアサ
インされているキー）が操作された場合には、ボタン１０５の表示を消去し、第１表示領
域１０１に「かさ」と表示し、第２表示領域１０２に「２３」を表示する（図７（ｅ））
。
【０１０３】
　つぎに、操作部１１により入力された文字がアプリケーションの起動に対応付けられて
いる場合の処理の流れについて、図８に示すフローチャートを参照して説明する。
【０１０４】
　ステップＳＴ４１において、制御部４５は、待受画面を表示し、発呼指示や、各種アプ
リケーションの起動の指示を待ち受けている。
【０１０５】
　ステップＳＴ４２において、制御部４５は、操作部１１によるキー操作を受け付ける。
【０１０６】
　ステップＳＴ４３において、制御部４５は、エディタアプリを起動する。
【０１０７】
　ステップＳＴ４４において、制御部４５は、ＬＣＤ表示部２１の表示情報を更新する。
【０１０８】
　ステップＳＴ４５において、制御部４５は、操作部１１によるキー操作を受け付け、入
力された文字に対してアプリケーションの起動が割り当てられているかどうか、すなわち
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所定の機能の頭文字に対応しているかどうかを判断する。所定の機能の頭文字に対応して
いると判断した場合（Ｙｅｓ）には、ステップＳＴ４６に進み、所定の機能の頭文字に対
応していない判断した場合（Ｎｏ）には、ステップＳＴ４４に戻る。
【０１０９】
　ステップＳＴ４６において、制御部４５は、機能名称テーブルを参照し、ステップＳＴ
４２の工程で入力された文字に対応する機能（アプリケーション）を検索する。
【０１１０】
　ステップＳＴ４７において、制御部４５は、ステップＳＴ４６の工程により検索した結
果、ステップＳＴ４２の工程で入力された文字に対応する機能が複数あるかどうかを判断
する。複数ある場合（Ｙｅｓ）には、ステップＳＴ４８に進み、複数ない場合（Ｎｏ）に
は、ステップＳＴ５１に進む。例えば、機能名称テーブルは、「か」に対して、「カレン
ダー機能の起動」と、「カウントダウンタイマーの起動」の二つが対応付けられている場
合がある。このような場合には、制御部４５は、いずれの機能を特定すれば良いか判断で
きない。また、制御部４５は、ステップＳＴ４６の工程により検索した結果、ステップＳ
Ｔ４２の工程で入力された文字に対応する機能がない場合もステップＳＴ５１に進む。
【０１１１】
　ステップＳＴ４８において、制御部４５は、つぎの操作部１１によるキー操作を受け付
けるまで待機する。
【０１１２】
　ステップＳＴ４９において、制御部４５は、操作部１１によるキー操作を受け付ける。
【０１１３】
　ステップＳＴ５０において、制御部４５は、ステップＳＴ４２の工程で入力された最初
の文字と、ステップＳＴ４９の工程で入力された次の文字に対応する機能があるかどうか
を、機能名称テーブルを参照して検索する。
【０１１４】
　ステップＳＴ５１において、制御部４５は、ステップＳＴ５０の工程で検索された結果
、対応する機能が存在するかどうかを判断する。対応する機能が存在すると判断した場合
（Ｙｅｓ）には、ステップＳＴ５２に進み、対応する機能が存在しないと判断した場合（
Ｎｏ）には、ステップＳＴ５５に進む。なお、ステップＳＴ４７の工程により、ステップ
ＳＴ４２の工程で入力された文字に対応する機能がないと判断された場合には、ステップ
ＳＴ５５に進む。また、ステップＳＴ４７の工程により、ステップＳＴ４２の工程で入力
された文字に対応する機能が一つだけあると判断された場合には、ステップＳＴ５２に進
む。
【０１１５】
　ステップＳＴ５２において、制御部４５は、入力された文字に対応する機能に関するボ
タン表示を行う。例えば、制御部４５は、図７（ｂ）に示すように、入力された文字「か
」に対応する「カレンダー機能の起動」を行うボタン１０５を表示する。
【０１１６】
　ステップＳＴ５３において、制御部４５は、操作部１１によるキー操作がされた場合、
当該キー操作が決定操作キー１５に含まれている決定キーであるかどうかを判断する。決
定操作キー１５の決定キーであると判断した場合（Ｙｅｓ）には、ステップＳＴ５４に進
み、決定操作キー１５の決定キーではないと判断した場合（Ｎｏ）には、ステップＳＴ５
５に進む。
【０１１７】
　ステップＳＴ５４において、制御部４５は、エディタアプリ上でカレンダー機能の表示
を行う。例えば、制御部４５は、図７（ｃ）、（ｄ）に示すように、現在の年月日（例え
ば、２０１０年２月１日）に基づいて、第１表示領域１０１に２０１０年２月１日のカレ
ンダー、又は２０１０年２月のカレンダーを表示する。
【０１１８】
　ステップＳＴ５５において、制御部４５は、ステップＳＴ５２の工程により表示したボ
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タン１０５を消去し、エディタアプリの入力を継続する。例えば、制御部４５は、図７（
ｅ）に示すように、ボタン１０５の表示を消去し、第１表示領域１０１に「かさ」と表示
し、第２表示領域１０２に「２３」を表示する。
【０１１９】
　＜第３の実施例＞
　つぎに、携帯電話装置１による第３の実施例について説明する。
　携帯電話装置１の制御部４５は、ＬＣＤ表示部２１に特定の月（例えば、２０１０年１
２月）のスケジュール機能を表示し、第１表示領域１０１に表示されている情報の最後尾
、すなわち、「・・・娘誕生日」の次に文字の入力開始点（第１カーソル）を表示し、か
つ、第２表示領域１０２に第２カーソルを表示している状態において（図９（ａ））、操
作部１１によるキー操作が行われると、キーアサインテーブルを参照し、入力操作された
キーに割り当てられている文字を第１カーソルから後方向に表示し、かつ、入力操作され
たキーに割り当てられている数字を第２カーソルから後方向に表示する（図９（ｂ））。
【０１２０】
　図９（ｂ）に示す例では、制御部４５は、操作部１１によるキー操作「８８１１１３３
＊０００７７７１１」が行われ、キーアサインテーブルを参照して、第１表示領域１０１
に「友人見舞い（ゆうじんみまい）」を表示し、第２表示領域１０２に「８８１１１３３
＊０００７７７１１」を表示する。
【０１２１】
　そして、制御部４５は、決定操作キー１５の決定キーが操作された場合には、第１表示
領域１０１の最後尾に表示されている「友人見舞い」を１２月の全体の予定の欄（「・年
末調整」の後の欄）に移動する（図９（ｃ））。なお、制御部４５は、決定操作キー１５
の決定キーが操作された場合に、第１表示領域１０１に入力された文字列と、第２表示領
域１０２に入力された数字列をそれぞれ検討し、有意な方を採用するものとし、図９（ｃ
）に示す例では、第２表示領域１０２に入力された数字列は有意ではないので、破棄する
。
【０１２２】
　また、制御部４５は、ＬＣＤ表示部２１に特定の月（例えば、２０１０年１２月）のス
ケジュール機能を表示し、第１表示領域１０１に表示されている情報の最後尾、すなわち
、「・・・娘誕生日」の次に文字の入力開始点（第１カーソル）を表示し、かつ、第２表
示領域１０２に第２カーソルを表示している状態において（図９（ａ））、操作部１１に
よるキー操作が行われると、キーアサインテーブルを参照し、入力操作されたキーに割り
当てられている文字を第１カーソルから後方向に表示し、かつ、入力操作されたキーに割
り当てられている数字を第２カーソルから後方向に表示する（図９（ｄ））。
【０１２３】
　図９（ｄ）に示す例では、制御部４５は、第２表示領域１０２に「０５１１３０１２３
０」を表示し、第１表示領域１０１に対応する文字列を表示する。
【０１２４】
　制御部４５は、第２表示領域１０２に表示されている「０５１１３０１２３０」を、第
１表示領域１０１の第１行目に表示されている情報（例えば、２０１０／１２）に続く情
報として認識し、最初の２桁を日にち、続く８桁を時間（開始時間と終了時間）として変
換し、２０１０年１２月の予定の中から「１２月５日」の予定を表示し、そこに時間「１
１：３０～１２：３０」を表示する（図９（ｅ））。
【０１２５】
　この状態から継続して操作部１１によるキー操作があった場合、制御部４５は、「・・
・１２：３０」の次に、当該キー操作に応じた情報を入力する。図９（ｄ）に示す例では
、制御部４５は、キー操作に応じて、「田中と食事」を入力する。
【０１２６】
　このようにして、携帯電話装置１は、特定の月（例えば、２０１０年１２月）に対して
曖昧なスケジュールを登録することができる。
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　また、携帯電話装置１は、特定の月が表示されている状態において、所定のルール（最
初の２桁を日にち、続く８桁を時間（開始時間と終了時間）とするルール）に従うことを
条件に、簡易な方法により特定の日にち及び特定の時間帯を指定して、スケジュールを登
録することができる。
【０１２７】
　つぎに、特定の月に対して曖昧なスケジュールを登録し、又は日にち及び時間帯を指定
してスケジュールを登録するまでの処理の流れについて、図１０に示すフローチャートを
参照して説明する。
【０１２８】
　ステップＳＴ６１において、制御部４５は、操作部１１による特定のキー操作を受け付
けて、エディタアプリを起動し、エディタアプリの第１表示領域１０１に特定の月のスケ
ジュールを表示する（図９（ａ））。
【０１２９】
　ステップＳＴ６２において、制御部４５は、操作部１１によるキー操作を受け付ける。
【０１３０】
　ステップＳＴ６３において、制御部４５は、ステップＳＴ６２の工程により受け付けて
入力された数字の桁数をカウントする。
【０１３１】
　ステップＳＴ６４において、制御部４５は、ステップＳＴ６２の工程により受け付けた
最後（最新）のキー操作が入力操作キー１４に含まれている特定のキー（数字と文字が割
り当てられているキー）以外であるかどうかを判断する。特定のキー以外であると判断し
た場合（Ｙｅｓ）には、ステップＳＴ６５に進み、特定のキー以外ではない、すなわち特
定のキーであると判断した場合（Ｎｏ）には、ステップＳＴ６２に戻る。
【０１３２】
　ステップＳＴ６５において、制御部４５は、ステップＳＴ６２の工程により受け付けた
最後（最新）のキー操作が決定操作キー１５に含まれている決定キーであるかどうかを判
断する。決定キーであると判断した場合（Ｙｅｓ）には、ステップＳＴ６６に進み、決定
キーではないと判断した場合（Ｎｏ）には、ステップＳＴ６９に進む。
【０１３３】
　ステップＳＴ６６において、制御部４５は、ステップＳＴ６３の工程によるカウント値
が所定の桁数であるかどうかを判断する。所定の桁数であると判断した場合（Ｙｅｓ）に
は、ステップＳＴ６８に進み、所定の桁数ではないと判断した場合（Ｎｏ）には、ステッ
プＳＴ６７に進む。
【０１３４】
　ステップＳＴ６７において、制御部４５は、ステップＳＴ６２の工程により受け付けた
キー操作に基づいて、表示されている特定の月に対して曖昧なスケジュールを登録する。
【０１３５】
　ステップＳＴ６８において、制御部４５は、ステップＳＴ６２の工程により受け付けた
キー操作に基づいて、特定の月内の特定の日にちであって、特定の時間帯を指定し、スケ
ジュールを登録する。
【０１３６】
　ステップＳＴ６９において、制御部４５は、登録されたスケジュールを表示する。本工
程では、制御部４５は、ステップＳＴ６７の工程から進んできた場合には、例えば、ステ
ップＳＴ６２の工程により受け付けたキー操作に基づいて入力されている文字列（第１表
示領域１０１の最後尾に表示されている「友人見舞い」）が１２月の全体の予定の欄（「
・年末調整」の後の欄）に移動する（図９（ｃ））。
【０１３７】
　また、本工程では、制御部４５はステップＳＴ６８の工程から進んできた場合には、例
えば、第２表示領域１０２に表示されている「０５１１３０１２３０」を、第１表示領域
１０１の第１行目に表示されている情報（例えば、２０１０／１２）に続く情報として認
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識し、最初の２桁を日にち、続く８桁を時間（開始時間と終了時間）として変換し、２０
１０年１２月の予定の中から「１２月５日」の予定を表示し、そこに時間「１１：３０～
１２：３０」を表示する（図９（ｅ））。
【０１３８】
　このようにして、携帯電話装置１は、特定の月に対して曖昧なスケジュールを登録する
ことができる。また、携帯電話装置１は、特定の月が表示されている状態において、所定
のルールに従うことを条件に、簡易な方法により特定の日にち及び特定の時間帯を指定し
て、スケジュールを登録することができる。
【０１３９】
　＜第４の実施例＞
　つぎに、携帯電話装置１の第４の実施例について説明する。
　携帯電話装置１の制御部４５は、待受画面１００の表示中であって（図１１（ａ））、
操作部１１によるキー操作が行われると、エディタアプリを起動して、キーアサインテー
ブルを参照し、入力操作されたキーに割り当てられている文字等を表示する。例えば、制
御部４５は、操作部１１のキーの複数回の入力操作に応じて、第１表示領域１０１に「か
わあわあまま」を表示し、第２表示領域１０２に「２０１０１７７」を表示し、「カレン
ダー機能の起動」を行うボタン１０５を表示する（図１１（ｂ））。なお、図１１（ｂ）
では、第１表示領域１０１に表示されている文字「かわあわあまま」に対する変換候補を
省略している。
【０１４０】
　制御部４５は、第２表示領域１０２に表示されている「２０１０１７７」に対して、最
初の４桁を年「２０１０年」とし、次の１桁を、順序を表すもの「第１」とし、最後の２
桁又は３桁を、一覧表示をする月の数とする。
【０１４１】
　制御部４５は、最後の２桁が、「７７」の場合には、四半期を意味する「Ｑｕａｒｔｅ
ｒ」の頭文字「Ｑ」に対応する入力が行われたものとして、３ヶ月の一覧表示を行う。ま
た、制御部４５は、最後の２桁が「４４」の場合には、半期を意味する「Ｈａｌｆ」の頭
文字「Ｈ」に対応する入力が行われたものとして、６ヶ月の一覧表示を行う。また、制御
部４５は、最後の３桁が「３３３」の場合には、通期を意味する「Ｆｕｌｌ」の頭文字「
Ｆ」に対応する入力が行われたものとして、１２ヶ月の一覧表示を行う。
【０１４２】
　したがって、制御部４５は、ボタン１０５が選択された場合には、第２表示領域１０２
に表示されている「２０１０１７７」に対して、最初の４桁を年「２０１０年」とし、次
の１桁を、順序を表すもの「第１」とし、最後の２桁を「四半期」と認識して、２０１０
年の第１四半期（２０１０年１月から３月）の一覧表示を行う（図１１（ｃ））。
【０１４３】
　このようにして、携帯電話装置１は、待受画面から所定桁数の数字を入力することによ
って、スケジュール機能による複数月の一覧表示を簡易に行うことができる。
【０１４４】
　つぎに、スケジュール機能による複数月の一覧表示を行う処理の流れについて、図１２
に示すフローチャートを参照して説明する。
　ステップＳＴ８１において、制御部４５は、操作部１１による特定のキー操作を受け付
けて、エディタアプリを起動し、簡易的に特定の月のスケジュールを表示する。
【０１４５】
　ステップＳＴ８２において、制御部４５は、操作部１１によるキー操作を受け付ける。
【０１４６】
　ステップＳＴ８３において、制御部４５は、ステップＳＴ８２の工程により受け付けて
入力された数字の桁数をカウントする。
【０１４７】
　ステップＳＴ８４において、制御部４５は、ステップＳＴ８２の工程により受け付けた
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最後（最新）のキー操作が入力操作キー１４に含まれている特定のキー（数字と文字が割
り当てられているキー）以外であるかどうかを判断する。特定のキー以外であると判断し
た場合（Ｙｅｓ）には、ステップＳＴ８５に進み、特定のキー以外ではない、すなわち特
定のキーであると判断した場合（Ｎｏ）には、ステップＳＴ８２に戻る。
【０１４８】
　ステップＳＴ８５において、制御部４５は、「カレンダー機能の起動」を行うボタン１
０５をソフトキー表示し、当該ボタン１０５が操作されたことを検出する。
【０１４９】
　ステップＳＴ８６において、制御部４５は、第２表示領域１０２に表示されている数字
の最初の２桁が２０００年代を示す「２０」であるかどうかを判断する。最初の２桁が「
２０」であると判断した場合（Ｙｅｓ）には、ステップＳＴ８７に進み、最初の２桁が「
２０」ではないと判断した場合（Ｎｏ）には、本処理を終了し、他の処理へ移行する。な
お、本工程では、制御部４５は、第２表示領域１０２に表示されている数字の最初の２桁
が２０００年代を示す「２０」でなくても良く、１９００年代を示す「１９」等であって
も良い。
【０１５０】
　ステップＳＴ８７において、制御部４５は、第２表示領域１０２に表示されている数字
の最後が「７７」であるかどうかを判断する。「７７」であると判断した場合（Ｙｅｓ）
には、ステップＳＴ８８に進み、「７７」ではないと判断した場合（Ｎｏ）には、本処理
を終了し、他の処理へ移行する。なお、本工程では、制御部４５は、第２表示領域１０２
に表示されている数字の最後が「７７」だけではなく、「４４」や「３３３」等であって
も良い。
【０１５１】
　ステップＳＴ８８において、制御部４５は、四半期の一覧表示の処理を行う。
【０１５２】
　ステップＳＴ８９において、制御部４５は、ステップＳＴ８８による処理の結果にした
がって、第１表示領域１０１に四半期のカレンダーの一覧表示を行う。
　なお、制御部４５は、ステップＳＴ８７の工程により、第２表示領域１０２に表示され
ている数字の最後が「４４」であると判断した場合には、第１表示領域１０１に１２ヶ月
のカレンダーの一覧表示を行い、第２表示領域１０２に表示されている数字の最後が「３
３３」であると判断した場合には、第１表示領域１０１に６ヶ月のカレンダーの一覧表示
を行う。なお、カレンダーの一覧表示は、第１表示領域１０１ではなく、第２表示領域１
０２等に表示されても良い。
【０１５３】
　このようにして、携帯電話装置１は、待受画面から所定桁数の数字を入力することによ
って、スケジュール機能による複数月の一覧表示を簡易に行うことができる。
【０１５４】
　なお、図５のステップＳＴ１０において、変換候補表示領域１０４内に、カレンダー機
能起動ボタン１０５を表示させる態様について説明したが、本実施形態は、これに限られ
ない。例えば、携帯電話装置１は、変換候補表示領域１０４内の変換候補として表示され
る日時オブジェクト（例えば、図３（ｂ）に示すように、「いた」という入力に対して、
変換候補表示領域１０４内に表示される「１／１４」や「１１／４」等）が、例えば、機
能設定操作キー１３（ソフトキー）によって選択された場合には、カレンダー機能を起動
し（例えば、１月１４日又は１１月４日のカレンダーの表示を行う）、また、決定操作キ
ー１５によって選択された場合には、日時オブジェクトに対応するテキスト形式の文字と
して用いる（例えば、「１／１４」や「１１／４」を文字（数字）として表示を行う）、
という態様であっても良い。
【０１５５】
　また、例えば、制御部４５は、変換候補表示領域１０４内の変換候補として表示される
日時オブジェクト（例えば、日時オブジェクトを図３（ｂ）の「１１／４」とする）が、
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例えば、決定操作キー１５によって選択された後に、ＬＣＤ表示部２１に、例えば、「メ
ール機能」や「カレンダー機能」といった選択肢を表示させる構成であっても良い。この
ような構成の場合には、制御部４５は、例えば、「メール機能」という選択肢が入力操作
キー１４によって選択された場合には、メールエディタを起動して「１１／４」という文
字を入力表示する。また、制御部４５は、「カレンダー機能」という選択肢が入力操作キ
ー１４によって選択された場合には、１１月４日に対応したカレンダーを起動する。
【０１５６】
　なお、上述した実施形態においては、カレンダー機能において予定を入力する態様につ
いて示されているものの、実施形態はこれに限られない。例えば、制御部４５は、入力操
作キー１４によって時間が入力された場合に、カレンダー機能が起動されたとき、入力さ
れた時間に対してアラームが設定しても良い。このような構成によれば、携帯電話装置１
は、別途、アラームの設定をする手間を省くことができる。
【符号の説明】
【０１５７】
１　携帯電話装置
１１　操作部
１４　入力操作キー
２１　ＬＣＤ表示部
４２　ＬＣＤ制御部
４５　制御部
１００　待受画面
１０１　第１表示領域
１０２　第２表示領域
１０５　ボタン

【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】

【手続補正書】
【提出日】平成22年9月10日(2010.9.10)
【手続補正１】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００３２
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００３２】
　また、制御部４５は、第１表示領域１０１に「いた」を表示し、第２表示領域１０２に
「１１４」を表示している状態において、変換機能が操作された場合（例えば、決定操作
キー１５の上下キーが操作された場合）、第１表示領域１０１に表示されている「いた」
に対して変換処理を行う。また、制御部４５は、第１表示領域１０１に「いた」を表示し
、第２表示領域１０２に「１１４」を表示している状態において、発信（通話）のキー操
作がされた場合（例えば、入力操作キー１４のオフフックボタンが選択された場合）、第
２表示領域１０２に表示されている「１１４」を電話番号として発信処理を行う。
【手続補正２】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００５６
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００５６】
　制御部４５は、発信（通話）の操作がされた場合（例えば、入力操作キー１４のオフフ
ックボタンが選択された場合）において、第２表示領域１０２に表示されている「１２」
が電話番号ではなく日付に関連し得ると判断したとき、カレンダー機能の起動を指示する
カレンダー機能起動ボタン１０５をＬＣＤ表示部２１に表示する。なお、数字「１２」は
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、日にちの「１２日」と月の「１２月」に関連し得るので、制御部４５は、日にちの指定
を行うボタン１０５ａ「日指定」と、月の指定を行うボタン１０５ｂ「カレンダー」をＬ
ＣＤ表示部２１にソフトキーとして表示する（図４（ｃ））。また、制御部４５は、内蔵
されているクロック機能から現在の年月日（例えば、２０１０年２月１日）を参照して、
２０１０年１２月に登録されているスケジュールを読み出し、一覧表示する。図４（ｃ）
に示す例では、２０１０年１２月の全体の予定として、「年末調整」が登録されており、
また、１２月１日には、会議が登録されており、また、１２月３日には、娘の誕生日が登
録されていることを示している。
【手続補正３】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００５７
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００５７】
　なお、オフフックボタンが選択された場合に、日にちの指定を行うボタン１０５ａ「日
指定」と、月の指定を行うボタン１０５ｂ「カレンダー」は、ＬＣＤ表示部２１に表示さ
れる実施形態について前述したが、オフフックボタンが選択されなくとも、日にちの指定
を行うボタン１０５ａ「日指定」と、月の指定を行うボタン１０５ｂ「カレンダー」等の
ソフトキーは、ＬＣＤ表示部２１に表示される構成であっても良い。
【手続補正４】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００７１
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００７１】
　ステップＳＴ６において、制御部４５は、操作部１１によるキー操作を受け付け、発信
（通話）の操作（例えば、入力操作キー１４のオフフックボタンが選択）されたかどうか
を判断する。通話の操作が行われたと判断した場合（Ｙｅｓ）には、ステップＳＴ７に進
み、通話の操作が行われなかったと判断した場合（Ｎｏ）には、ステップＳＴ９に進む。
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