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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　タッチパネルを備える携帯電話機であって、
　他の電話機からの着信があると、少なくとも発信者について登録された画像を表示する
第１表示部、
　前記タッチパネルからの入力に基づいて、前記第１表示部に表示された画像を含む領域
に対して所定の入力が行われたか否かを判断して、前記他の電話機からの着信に対して対
応するか否かを判断する対応実行判断部、および
　前記対応実行判断部によって、前記他の電話機からの着信に対して対応することが判断
されたとき、前記タッチパネルからの入力に応じて、少なくとも、前記着信に応答するこ
とまたは前記着信を無視することを選択する対応選択部を備える、携帯電話機。
【請求項２】
　前記所定の入力は、前記画像を含む領域に対するタッチである、請求項１記載の携帯電
話機。
【請求項３】
　前記対応実行判断部によって前記着信に対して対応することが判断されたとき、前記着
信に応答することまたは前記着信を無視することを選択するための対応内容選択画面を表
示する第２表示部をさらに備え、
　前記対応選択部は、前記第２表示部によって表示された対応内容選択画面において、前
記タッチパネルからの入力に応じて、前記着信に応答することまたは前記着信を無視する
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ことを選択する、請求項１または２記載の携帯電話機。
【請求項４】
　前記第２表示部は、前記着信に応答すること、前記着信を無視すること、または、前記
着信を無視するとともに当該着信の発信元にメッセージを送信することを選択するための
対応内容選択画面を表示し、
　前記対応選択部は、第２表示部によって表示された対応内容選択画面において、前記タ
ッチパネルからの入力に応じて、前記着信に応答すること、前記着信を無視すること、ま
たは、前記着信を無視するとともに当該着信の発信元にメッセージを送信することを選択
する、請求項３記載の携帯電話機。
【請求項５】
　前記対応内容選択画面は、前記発信元の電話番号を表示する、請求項３または４記載の
携帯電話機。
【請求項６】
　前記第１表示部に表示された画像を含む領域に対応する前記タッチパネルの検出範囲を
記憶する記憶部をさらに備え、
　前記対応実行判断部は、前記第１表示部によって前記発信者に対して登録された画像が
表示されているとき、前記タッチパネルからの入力が前記記憶部に記憶された検出範囲内
である場合に、前記着信に対して対応することを判断する、請求項２記載の携帯電話機。
【請求項７】
　タッチパネルを備える携帯電話機であって、
　他の電話機からの着信があると、少なくとも発信者について登録された画像を表示する
第１表示部、
　前記タッチパネルからの入力に基づいて、前記第１表示部に表示された画像を含む領域
に対して所定の入力が行われたか否かを判断して、前記他の電話機からの着信に対して対
応するか否かを判断する対応実行判断部、および
　前記対応実行判断部によって、前記他の電話機からの着信に対して対応することが判断
されたとき、前記タッチパネルからの入力に応じて、少なくとも、前記着信に応答するこ
とまたは前記着信を無視するとともに前記他の電話機にメッセージを送信することを選択
する対応選択部を備える、携帯電話機。
【請求項８】
　タッチパネルを備える携帯電話機の制御プログラムであって、
　前記携帯電話機のプロセッサに、
　　他の電話機からの着信があると、少なくとも発信者について登録された画像を表示装
置に表示する表示ステップ、
　　前記タッチパネルからの入力に基づいて、前記表示装置に表示された画像を含む領域
に対して所定の入力が行われたか否かを判断して、前記他の電話機からの着信に対して対
応するか否かを判断する対応実行判断ステップ、および
　　前記対応実行判断ステップによって、前記他の電話機からの着信に対して対応するこ
とが判断されたとき、前記タッチパネルからの入力に応じて、少なくとも、前記着信に応
答することまたは前記着信を無視することを選択する対応選択ステップを実行させる、携
帯電話機の制御プログラム。
【請求項９】
　タッチパネルを備える携帯電話機の制御プログラムであって、
　前記携帯電話機のプロセッサに、
　　他の電話機からの着信があると、少なくとも発信者について登録された画像を表示装
置に表示する表示ステップ、
　　前記タッチパネルからの入力に基づいて、前記表示装置に表示された画像を含む領域
に対して所定の入力が行われたか否かを判断して、前記他の電話機からの着信に対して対
応するか否かを判断する対応実行判断ステップ、および
　　前記対応実行判断ステップによって、前記他の電話機からの着信に対して対応するこ
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とが判断されたとき、前記タッチパネルからの入力に応じて、少なくとも、前記着信に応
答することまたは前記着信を無視するとともに前記他の電話機にメッセージを送信するこ
とを選択する対応選択ステップを実行させる、携帯電話機の制御プログラム。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　この発明は携帯電話機およびその制御プログラムに関し、特にたとえば、タッチパネル
を備える、携帯電話機およびその制御プログラムに関する。
【背景技術】
【０００２】
　この種の携帯電話機の一例が特許文献１に開示されている。この特許文献１の無線通信
機では、ハンズフリーモードが選択され、ハンズフリーモード待ち受け状態にあるときに
、着信に応答する場合、表示部の表面上に設けてあるタッチパネルを押下すると、そのこ
とによる着信応答となり、ドライブモード通話状態に入る。
【特許文献１】特開２００１－３３９５０４[H04M 1/60, H04Q 7/32, H04Q 7/38, H04M 1
/00,H04M 1/247]
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００３】
　しかし、背景技術の無線通信機では、着信時にタッチパネルを押下すると、直ぐに着信
応答するため、ユーザが誤ってタッチパネルを押下してしまった場合にも、ドライブモー
ド通話状態に入ってしまう。
【０００４】
　それゆえに、この発明の主たる目的は、新規な、携帯電話機およびその制御プログラム
を提供することである。
【０００５】
　また、この発明の他の目的は、ユーザが意図しない操作によって着信に応答することを
防止できる、携帯電話機およびその制御プログラムを提供することである。
【課題を解決するための手段】
【０００６】
　本発明は、上記の課題を解決するために、以下の構成を採用した。なお、括弧内の参照
符号および補足説明等は、本発明の理解を助けるために後述する実施の形態との対応関係
を示したものであって、本発明を何ら限定するものではない。
【０００７】
　第１の発明は、タッチパネルを備える携帯電話機であって、他の電話機からの着信があ
ると、少なくとも発信者について登録された画像を表示する第１表示部、タッチパネルか
らの入力に基づいて、第１表示部に表示された画像を含む領域に対して所定の入力が行わ
れたか否かを判断して、他の電話機からの着信に対して対応するか否かを判断する対応実
行判断部、および対応実行判断部によって、他の電話機からの着信に対して対応すると判
断されたとき、タッチパネルからの入力に応じて、少なくとも、着信に応答することまた
は着信を無視することを選択する対応選択部を備える、携帯電話機である。
【０００８】
　第１の発明では、携帯電話機（１０）はタッチパネル（３８）を備える。第１表示部（
２４、２８、３０、Ｓ５）は、他の電話機からの着信があると、少なくとも発信者につい
て登録された画像を表示する。対応実行判断部（２４、Ｓ７、Ｓ６１）は、タッチパネル
からの入力に基づいて、第１表示部に表示された画像を含む領域に対して所定の入力が行
われたか否かを判断して、他の電話機からの着信に対応するか否かを判断する。対応選択
部（２４、Ｓ１１、Ｓ２７、Ｓ３１、Ｓ６５、Ｓ８１、Ｓ９１）は、対応実行判断部によ
って、他の電話機からの着信に対応すると判断されたとき、タッチパネルからの入力に応
じて、少なくとも、着信に応答することまたは着信を無視することを選択する。
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【０００９】
　第１の発明によれば、１回のタッチ操作では着信に対する対応の内容を選択することが
できないため、誤って着信に対して対応することが判断されたとしても、着信に対して何
らかの対応が実行されることはない。つまり、ユーザが意図しない操作によって着信に応
答することを防止することができる。
　第２の発明は、第１の発明に従属し、所定の入力は、画像を含む領域に対するタッチで
ある。
　第２の発明では、たとえば、タッチパネルは第１表示部の表示面上に配置され、所定の
入力は、画像を含む領域をタッチである。
【００１０】
　第３の発明は、第１または第２の発明に従属し、対応実行判断部によって着信に対して
対応することが判断されたとき、着信に応答することまたは着信を無視することを選択す
るための対応内容選択画面を表示する第２表示部をさらに備え、対応選択部は、第２表示
部によって表示された対応内容選択画面において、タッチパネルからの入力に応じて、着
信に応答することまたは着信を無視することを選択する。
【００１１】
　第３の発明では、携帯電話機は、第２表示部（２４、２８、３０、Ｓ９、Ｓ６３）をさ
らに備える。第２表示部は、対応実行判断部によって着信に対して対応することが判断さ
れたとき、着信に応答することまたは着信を無視することを選択するための対応内容選択
画面（７０）を表示する。そして、対応選択部は、第２表示部によって表示された対応内
容選択画面において、タッチパネルからの入力に応じて、着信に応答することまたは着信
を無視することを選択する。
【００１２】
　第３の発明によれば、対応内容選択画面において、タッチパネルからの入力に応じて、
着信に対する対応の内容を選択するので、タッチ操作により簡単に操作することができる
。その反面、上述したように、１回の操作では対応内容を選択できないため、誤操作を防
止することができる。
【００１３】
　第４の発明は、第３の発明に従属し、第２表示部は、着信に応答すること、着信を無視
すること、または、着信を無視するとともに当該着信の発信元にメッセージを送信するこ
とを選択するための対応内容選択画面を表示し、対応選択部は、第２表示部によって表示
された対応内容選択画面において、タッチパネルからの入力に応じて、着信に応答するこ
と、着信を無視すること、または、着信を無視するとともに当該着信の発信元にメッセー
ジを送信することを選択する。
【００１４】
　第４の発明によれば、着信がある場合に、着信を無視するとともに当該着信の発信元の
端末にメッセージを送信することがさらに選択可能である。
　第５の発明は、第３または第４の発明に従属し、対応内容選択画面は、発信元の電話番
号を表示する。
【００１５】
　第６の発明は、第２の発明に従属し、第１表示部に表示された画像を含む領域に対応し
て設定された操作領域に対応するタッチパネルの検出範囲を記憶する記憶部をさらに備え
、対応実行判断部は、第１表示部によって発信者に対して登録された画像が表示されてい
るとき、タッチパネルからの入力が記憶部に記憶された検出範囲内である場合に、着信に
対して対応することを判断する。
【００１６】
　第６の発明では、携帯電話機は、記憶部（３４）をさらに備える。記憶部は、第１表示
部に表示された画像を含む領域に対応して設定された操作領域に対応するタッチパネルの
検出範囲を記憶する。たとえば、検出範囲に相当する座標のデータを、第１表示部に表示
された画像を含む領域に対応して設定された操作領域に対応付けて記憶する。このため、
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対応実行判断部は、第１表示部によって発信者に対して登録された画像が表示されている
とき、タッチパネルからの入力が記憶部に記憶された検出範囲内である場合に、着信に対
して対応することを判断する。
【００１７】
　第６の発明によれば、第１表示部に表示された画像を含む領域に対応して設定された操
作領域をタッチした場合にのみ、着信に対して対応することが判断されるため、たとえば
、第１表示部に表示された画面の全部をタッチさせる場合に比べて、誤操作の発生を可及
的に少なくすること
ができる。
【００１８】
　第７の発明は、タッチパネルを備える携帯電話機であって、他の電話機からの着信があ
ると、少なくとも発信者について登録された画像を表示する第１表示部、タッチパネルか
らの入力に基づいて、第１表示部に表示された画像を含む領域に対して所定の入力が行わ
れたか否かを判断して、他の電話機からの着信に対して対応するか否かを判断する対応実
行判断部、および対応実行判断部によって、他の電話機からの着信に対して対応すること
が判断されたとき、タッチパネルからの入力に応じて、少なくとも、着信に応答すること
または着信を無視するとともに他の電話機にメッセージを送信することを選択する対応選
択部を備える、携帯電話機である。
【００１９】
　第８の発明は、タッチパネルを備える携帯電話機の制御プログラムであって、携帯電話
機のプロセッサに、他の電話機からの着信があると、少なくとも発信者について登録され
た画像を表示装置に表示する表示ステップ、タッチパネルからの入力に基づいて、表示装
置に表示された画像を含む領域に対して所定の入力が行われたか否かを判断して、他の電
話機からの着信に対して対応するか否かを判断する対応実行判断ステップ、および対応実
行判断ステップによって、他の電話機からの着信に対して対応することが判断されたとき
、タッチパネルからの入力に応じて、少なくとも、着信に応答することまたは着信を無視
することを選択する対応選択ステップを実行させる、携帯電話機の制御プログラムである
。
【００２０】
　第９の発明は、タッチパネルを備える携帯電話機の制御プログラムであって、携帯電話
機のプロセッサに、他の電話機からの着信があると、少なくとも発信者について登録され
た画像を表示装置に表示する表示ステップ、タッチパネルからの入力に基づいて、表示装
置に表示された画像を含む領域に対して所定の入力が行われたか否かを判断して、他の電
話機からの着信に対して対応するか否かを判断する対応実行判断ステップ、および対応実
行判断ステップによって、他の電話機からの着信に対して対応することが判断されたとき
、タッチパネルからの入力に応じて、少なくとも、着信に応答することまたは着信を無視
するとともに他の電話機にメッセージを送信することを選択する対応選択ステップを実行
させる、携帯電話機の制御プログラムである。
【００２１】
　第７ないし第９の発明においても、第１の発明と同様に、ユーザが意図しない操作によ
って着信に応答することを防止することができる。
【発明の効果】
【００２２】
　この発明によれば、着信があると、当該着信に対して対応するかどうかを選択し、着信
に対して対応する場合にその内容について選択するので、ユーザが意図しない操作によっ
て着信に応答することを防止することができる。
【００２３】
　この発明の上述の目的，その他の目的，特徴および利点は、図面を参照して行う以下の
実施例の詳細な説明から一層明らかとなろう。
【図面の簡単な説明】
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【００２４】
【図１】図１はこの発明の一実施例の携帯電話機の電気的な構成を示すブロック図である
。
【図２】図２は図１に示す携帯電話機の外観を示す図である。
【図３】図３は図１に示すディスプレイに表示される画面の例を示す図である。
【図４】図４は図１に示すディスプレイに表示される画面の他の例を示す図である。
【図５】図５は図１に示すＲＡＭのメモリマップの例を示す図である。
【図６】図６は図１に示すプロセッサの全体処理の一部を示すフロー図である。
【図７】図７は図１に示すプロセッサの全体処理の他の一部を示すフロー図である。
【図８】図８は図１に示すプロセッサの全体処理のその他の一部を示すフロー図である。
【図９】図９は図１に示すプロセッサの割り込み処理の一部を示すフロー図である。
【図１０】図１０は図１に示すプロセッサの割り込み処理の他の一部を示すフロー図であ
る。
【発明を実施するための形態】
【００２５】
　図１を参照して、この実施例の携帯電話機１０は、携帯端末の一種であり、ＣＰＵまた
はコンピュータと呼ばれるプロセッサ２４を含む。このプロセッサ２４には、無線通信回
路１４、Ａ／Ｄ変換器１６、Ｄ／Ａ変換器２０、キー入力装置２６、表示ドライバ２８、
フラッシュメモリ３２、ＲＡＭ３４、タッチパネル制御回路３６および近接センサ４０が
接続される。無線通信回路１４にはアンテナ１２が接続され、Ａ／Ｄ変換器１６にはマイ
ク１８が接続され、Ｄ／Ａ変換器２０にはアンプ（図示せず）を介してスピーカ２２が接
続される。表示ドライバ２８には、表示部として機能するディスプレイ３０が接続される
。また、タッチパネル制御回路３６にはタッチパネル３８が接続される。
【００２６】
　プロセッサ２４は、制御用のＩＣであり、携帯電話機１０の全体制御を司る。また、記
憶部と呼ばれるＲＡＭ３４は、プロセッサ２４の作業領域（描画領域を含む）ないしバッ
ファ領域として用いられる。フラッシュメモリ３２には、携帯電話機１０の文字、画像、
音声、音および映像のようなコンテンツのデータやユーザのプロファイルおよびアドレス
帳のようなデータが記録される。
【００２７】
　Ａ／Ｄ変換器１６は、当該Ａ／Ｄ変換器１６に接続されたマイク１８を通して入力され
る音声ないし音についてのアナログ音声信号を、デジタル音声信号に変換する。Ｄ／Ａ変
換器２０は、デジタル音声信号をアナログ音声信号に変換（復号）して、アンプを介して
スピーカ２２に与える。したがって、アナログ音声信号に対応する音声ないし音がスピー
カ２２から出力される。
【００２８】
　キー入力装置２６は、通話キー２６ａ、機能キー２６ｂおよび終話キー２６ｃなど(図
２（Ａ）参照）を備える。そして、使用者が操作したキーの情報（キーデータ）はプロセ
ッサ２４に入力される。なお、キー入力装置２６に含まれる各キーが操作されると、クリ
ック音が鳴る。使用者は、クリック音を聞くことで、キー操作に対する操作感を得ること
ができる。
【００２９】
　表示ドライバ２８は、プロセッサ２４の指示の下、当該表示ドライバ２８に接続された
ディスプレイ３０の表示を制御する。また、表示ドライバ２８は、ディスプレイ３０に表
示する画面に対応する表示画像データを一時的に記憶するＶＲＡＭ（図示せず）を含む。
プロセッサ２４は、表示画像データを、このＶＲＡＭに記憶させる。
【００３０】
　タッチパネル３８は、ディスプレイ３０の画面内で、任意の位置を指示するためのポイ
ンティングデバイスである。たとえば、この実施例のタッチパネル３８は、指などの物体
が表面に接近して生じた電極間の静電容量の変化を検出する静電容量方式のタッチパネル
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であって、たとえば１本または複数本の指がタッチパネル３８に触れたことを検出可能で
ある。また、タッチパネル３８は、その表面（上面）を指で、押したり、撫でたり、触れ
たりすることにより操作されると、その操作を検出する。具体的には、タッチ検出部とし
て機能するタッチパネル制御回路３６は、タッチパネル３８に指が触れると、その指の位
置を特定し、操作された位置を示す座標のデータ（座標データ）をプロセッサ２４に出力
する。つまり、使用者は、タッチパネル３８の上面を指で、押したり、撫でたり、触れた
りすることによって、操作の位置、操作の方向や図形などを携帯電話機１０に入力するこ
とができる。
【００３１】
　以下、この実施例においては、使用者がタッチパネル３８の上面を指で触れる操作を「
タッチ」と言うことにする。一方、タッチパネル３８から指を離す操作を「リリース」と
言うことにする。また、タッチパネル３８の上面を指で撫でる操作を「スライド」と言う
ことにする。そして、タッチによって示された座標を「タッチ点（タッチ開始位置）」、
リリースによって示された座標を「リリース点（タッチ終了位置）」と言うことにする。
さらに、使用者がタッチパネル３８の上面をタッチし、続けてリリースする操作を「タッ
チアンドリリース」と言うことにする。そして、タッチ、リリース、スライドおよびタッ
チアンドリリースなどのタッチパネル３８に対して行う操作を、総じて「タッチ操作」と
言うことにする。
【００３２】
　なお、タッチ操作は指だけに限らず、導電体が先端に取り付けられたタッチペンなど、
その他の物体によって行われてもよい。また、タッチパネル３８の検出方式には、表面型
の静電容量方式が採用されてもよいし、抵抗膜方式、超音波方式、赤外線方式および電磁
誘導方式などであってもよい。
【００３３】
　近接センサ４０は、図示は省略するが、発光素子である赤外ＬＥＤと受光素子であるフ
ォトダイオードとから構成される。プロセッサ２４は、フォトダイオードの出力の変化か
ら、近接センサ４０（当該携帯電話機１０）が使用者の顔に接近したかどうかを判断する
。具体的には、赤外ＬＥＤは、赤外線を発光し、フォトダイオードは、使用者の顔などで
反射した赤外線を受光する。つまり、フォトダイオードが使用者の顔から遠い場合には、
赤外ＬＥＤが発光した赤外線はフォトダイオードによって受光されないが、近接センサ４
０が使用者の顔に接近すると、赤外ＬＥＤが発光した赤外線はフォトダイオードによって
受光される。このように、フォトダイオードでは、近接センサ４０が使用者の顔に接近し
ている場合とそうでない場合とで赤外線の受光量が変化するため、これを検出したプロセ
ッサ２４は、赤外線の受光量によって、近接センサ４０（当該携帯電話機１０）が使用者
の顔に接近しているかどうかを判断することができる。
【００３４】
　なお、本実施例では、近接センサ４０として、赤外線を利用する赤外線型の近接センサ
を用いるようにしてあるが、コンデンサの静電容量の変化を利用する静電容量型の近接セ
ンサや、超音波の反射を利用する超音波型の近接センサなどを用いるようにしてもよい。
【００３５】
　無線通信回路１４は、ＣＤＭＡ方式での無線通信を行うための回路である。たとえば、
使用者がキー入力装置２６を用いて音声発信を指示すると、無線通信回路１４は、プロセ
ッサ２４の指示の下、音声発信処理を実行し、アンテナ１２を介して音声発信信号を出力
する。音声発信信号は、基地局および通信網（図示せず）を経て相手の電話機に送信され
る。そして、相手の電話機において着信処理が行われると、通信可能状態（接続状態）が
確立され、プロセッサ２４は通話処理を実行する。
【００３６】
　通常の通話処理について具体的に説明すると、相手の電話機から送られてきた変調音声
信号はアンテナ１２によって受信される。受信された変調音声信号には、無線通信回路１
４によって復調処理および復号処理が施される。そして、これらの処理によって得られた
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受話音声信号は、Ｄ／Ａ変換器２０によってアナログ音声信号に変換された後、スピーカ
２２から出力される。一方、マイク１８を通して取り込まれた送話音声信号は、Ａ／Ｄ変
換器１６によってデジタル音声信号に変換された後、プロセッサ２４に与えられる。デジ
タル音声信号に変換された送話音声信号には、プロセッサ２４の指示の下、無線通信回路
１４によって符号化処理および変調処理が施され、アンテナ１２を介して出力される。し
たがって、変調音声信号は、基地局および通信網を介して相手の電話機に送信される。
【００３７】
　また、相手の電話機からの発信信号がアンテナ１２によって受信されると、つまり着信
があると、無線通信回路１４は、音声着信（着呼と言うこともある）をプロセッサ２４に
通知する。これに応じて、プロセッサ２４は、表示ドライバ２８を制御して、着信通知に
記述された発信元情報（発信者（相手）の名称など）をディスプレイ３０に表示する。ま
た、これとほぼ同時に、プロセッサ２４は、図示しないスピーカから着信音（着信メロデ
ィ、着信音声と言うこともある）を出力させる。
【００３８】
　なお、携帯電話機１０に振動装置（バイブレータ）やＬＥＤが設けられる場合には、そ
れらを駆動することによって、振動や発光(明滅）或いはそれら両方によって、着信を通
知することもできる。これは、上述の着信音と共に実行されてもよい。
【００３９】
　そして、使用者が、着信に応答することを選択（指示）すると、無線通信回路１４は、
プロセッサ２４の指示の下、音声着信処理を実行し、通信可能状態が確立され、プロセッ
サ２４は上述した通常の通話処理を実行する。
【００４０】
　後述するように、着信に対する対応は、２つの画面で操作する必要があるため、誤操作
を防止することができる。たとえば、通話キー２６ａは筐体５０の表面に設けられている
ため、鞄の中に携帯電話機１０を収納している場合に、鞄の中の物が通話キー２６ａを押
してしまうような不都合を回避することができる。
【００４１】
　また、通話可能状態に移行した後に終話キー２６ｃによって通話終了操作が行われると
、プロセッサ２４は、無線通信回路１４を制御して、通話相手に通話終了信号を送信する
。通話終了信号の送信後、プロセッサ２４は通話処理を終了する。また、先に通話相手か
ら通話終了信号を受信した場合も、プロセッサ２４は通話処理を終了する。さらに、通話
相手によらず、移動通信網から通話終了信号を受信した場合も、プロセッサ２４は通話処
理を終了する。
【００４２】
　また、携帯電話機１０は、ネットワークに接続されるサーバとのデータ通信を確立する
ことで、複数の機能を実行することができる。たとえば、携帯電話機１０は、メールサー
バ（図示せず）とのデータ通信を確立することで、メールの送受信を行うメール機能や、
サーバが公開するデータを取得するブラウザ機能を実行する事ができる。
【００４３】
　図２（Ａ）は、携帯電話機１０の表面の外観を示す外観図であり、図２（Ｂ）は携帯電
話機１０の裏面の外観を示す外観図である。図２（Ａ）を参照して、携帯電話機１０は、
ストレート型の形状であり、平面矩形の筐体５０を有する。上述のマイク１８は、筐体５
０に内蔵される。内蔵されたマイク１８に通じる開口ＯＰ２は、筐体５０の表面であり、
筐体５０の長手方向の一方端に設けられる。同様に、上述のスピーカ２２は、筐体５０に
内蔵される。内蔵されたスピーカ２２に通じる開口ＯＰ１は、筐体５０の表面であり、筐
体５０の長手方向の他方端に設けられる。ディスプレイ３０は、モニタ画面が筐体５０か
ら露出するように取り付けられる。図２（Ａ）では表現することができないが、ディスプ
レイ３０の上面（前面）には、上述したタッチパネル３８が設けられる。
【００４４】
　また、図２（Ａ）に示すように、キー入力装置２６は、通話キー２６ａ、機能キー２６
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ｂおよび終話キー２６ｃを含む。そして、これらのキーは筐体５０の表面であり、ディス
プレイ３０と開口ＯＰ２との間に設けられる。
【００４５】
　たとえば、使用者は、ディスプレイ３０に表示されたダイヤルキーに対して、タッチ操
作を行うことで電話番号を入力し、通話キー２６ａによって音声発信操作を行う。そして
、使用者は、通話が終了すると、終話キー２６ｃによって通話終了操作を行う。また、使
用者は、ディスプレイ３０に表示されたソフトキーおよびメニューに対してタッチ操作を
行うことで、メニューの選択や確定を行う。そして、使用者は、終話キー２６ｃを長押し
することで携帯電話機１０の電源をオン／オフする。
【００４６】
　なお、アンテナ１２、無線通信回路１４、Ａ／Ｄ変換器１６、Ｄ／Ａ変換器２０、プロ
セッサ２４、表示ドライバ２８、フラッシュメモリ３２、ＲＡＭ３４およびタッチパネル
制御回路３６は筐体５０に内蔵されているため、図２（Ａ）、（Ｂ）では省略してある。
【００４７】
　ここで、この実施例の携帯電話機１０の着信時の操作について説明することにする。他
の電話機から着信があると、携帯電話機１０では、図３（Ａ）に示すような着信画面６０
がディスプレイ３０に表示される。この着信画面６０は、他の電話機からの着信に応答す
るなどの対応を行うかどうかを選択するためのものである。図３（Ａ）に示すように、着
信画面６０には、表示領域６０ａおよび表示領域６０ｂが設けられる。
【００４８】
　表示領域６０ａ（後述する、表示領域７０ａ、８０ａおよび９０ａも同じ）には、電波
強度、バッテリの残量、月日および時刻が表示される。表示領域６０ｂには、着信を示す
メッセージ６００が表示され、このメッセージ６００の下部に、発信元情報が表示される
。この着信画面６０において表示される発信元情報としては、発信者について登録した画
像６０２および名称である。図示は省略するが、画像６０２は、発信者の顔写真や予め携
帯電話機１０に登録されているまたはダウンロードした画像（キャラクタ画像）である。
ただし、発信者について画像が登録されていない場合には、その旨（画像なし）が記載さ
れたカードの画像６０２が表示される。また、名称は、発信者について登録した氏名やニ
ックネームなどである。さらに、表示領域６０ｂには、この発信元情報（後述する、操作
領域６５０）をタッチするべき旨のメッセージも表示される。
【００４９】
　また、発信者情報が表示されている領域に対応して、図３（Ａ）の点線の四角枠で示す
操作領域６５０が設定される。ただし、この操作領域６５０は、実際の着信画面６０に表
示されることは無い。また、操作領域６５０に対応してタッチパネル３４の検出範囲（図
示せず）が設定（登録）される。具体的には、点線の四角枠で示す操作領域６５０に対応
するタッチパネル３４の検出範囲を規定する座標データ群すなわち検出範囲内のすべての
座標についての座標データが、この着信画面６０に関連づけられてＲＡＭ３４に記憶され
る。ただし、操作領域６５０に対応する検出範囲は四角形であるため、その４つの頂点の
座標または対角の２つの頂点の座標に対応する座標データを記憶しておいてもよい。この
ように設定された操作領域６５０に対応する検出範囲内の座標が検出された場合には、当
該操作領域６５０がタッチされたことが判断される。一方、設定された操作領域６５０に
対応する検出範囲外の座標が検出された場合には、操作領域６５０とは異なる領域ないし
位置がタッチされたことが判断される。
【００５０】
　ここで、図３（Ａ）からも分かるように、着信画面６０では、操作領域６５０は、タッ
チパネル３８の操作可能な全範囲（ディスプレイ３０の全表示範囲と同じ範囲）のうち、
発信者情報を含む一部の領域に設定される。これは、携帯電話機１０を鞄やケースから取
り出す際に、誤って操作領域６５０をタッチしてしまう等ユーザが意図しない操作によっ
てその操作に基づく処理が実行されることを防止するためである。したがって、たとえば
、画像６０２の表示領域のみを操作領域６５０に設定して、さらに誤操作を少なくするよ
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うにしてもよい。
【００５１】
　図３（Ａ）に示す着信画面６０において、発信者情報すなわち操作領域６５０がタッチ
されると、図３（Ｂ）に示す対応選択画面７０がディスプレイ３０に表示される。図３（
Ｂ）に示すように、対応選択画面７０は、表示領域７０ａおよび表示領域７０ｂを含む。
表示領域７０ａには、上述したように、電波強度などの情報が表示される。
【００５２】
　表示領域７０ｂには、発信者についての画像７００を含む発信者情報が表示されるとと
もに、ボタン画像７０２、ボタン画像７０４およびボタン画像７０６が表示される。この
対応選択画面７０では、発信者情報として、発信者についての画像７００および発信者の
名称に加えて、発信者が使用している端末の種別（携帯または家電）およびその端末の電
話番号が表示される。
【００５３】
　このような発信者情報の下部に、ボタン画像７０２－７０６が表示される。ボタン画像
７０２は、着信に対して応答する(accept)ために設けられる。ボタン画像７０４は、着信
を無視する(ignore)ために設けられる。ボタン画像７０６は、着信を無視するとともにそ
の着信の発信者（発信元）にメッセージを送信する(ignore with text)ために設けられる
。
【００５４】
　図示は省略するが、図３（Ｂ）に示す対応選択画面７０では、ボタン画像７０２－ボタ
ン画像７０６の表示領域の各々に対応して操作領域が設定されている。そして、上述の操
作領域６５０と同様に、ボタン画像７０２－７０６の各々の操作領域に対応して、タッチ
パネル３８の検出範囲が設定されている。つまり、各検出範囲についての座標データ群が
、対応選択画面７０に関連付けられるとともに、対応するボタン画像７０２－７０６を識
別可能に、ＲＡＭ３４に記憶される。
【００５５】
　したがって、タッチパネル３８から座標データが入力されると、この座標データがボタ
ン画像７０２－７０６の操作領域に対応する検出範囲内であるかどうかが判断される。座
標データが、いずれかの検出範囲内である場合には、その検出範囲が設定された操作領域
に対応するボタン画像７０２－ボタン画像７０６に設定された（割り当てられた）対応（
機能）が実行される。ただし、座標データが入力されていない場合や座標データがすべて
の検出範囲外である場合には、ボタン画像７０２－７０６に設定された対応が実行される
ことはない。
【００５６】
　詳細な説明は省略するが、図３（Ａ）および図３（Ｂ）から分かるように、着信画面６
０に設定される操作領域６５０と、対応選択画面７０に設けられるボタン画像７０２－７
０６およびその操作領域とは、ディスプレイ３０の表示領域において、互いに重ならない
位置に設定されている。このため、着信画面６０が表示されている場合に、誤って操作領
域６５０に相当する領域ないし位置がタッチされ続ける場合であっても、対応選択画面７
０において、ボタン画像７０２－７０６がタッチされることは無い。つまり、使用者が意
図せずに、着信に対して何らかの対応が選択されてしまうことは無い。
【００５７】
　図３（Ｂ）に示される対応選択画面７０において、ボタン画像７０２がタッチされたと
判断されると、着信（着呼）に対して応答することが選択され、発信元の端末(電話機）
との間で通信可能状態が確立された後に、通常の通話処理が実行される。このとき、図４
（Ａ）に示すような、通話中画面８０がディスプレイ３０に表示される。図４（Ａ）に示
すように、通話中画面８０は、表示領域８０ａおよび表示領域８０ｂを含む。表示領域８
０ａには、電話強度などが表示され、表示領域８０ｂには、通話開始からの時間（通話時
間）が表示される。
【００５８】
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　図示は省略するが、通話処理が開始され、携帯電話機１０が使用者の顔（耳）に接近さ
れ、そのことがプロセッサ２４によって近接センサ４０からの受光量に基づいて検出され
ると、ディスプレイ３０の電源がオフされる。これは、無駄な消費電力を削減するためで
ある。つまり、通話中に、通話相手と会話している場合には、使用者はディスプレイ３０
を見ないためである。同様に、通話中に、通話相手と会話している場合には、タッチパネ
ル３８を操作しないため、タッチパネル３８の電源もオフされる。
【００５９】
　なお、近接センサ４０を設けない場合には、通話処理が開始され、所定時間（たとえば
、３秒から１５秒）が経過すると、ディスプレイ３０やタッチパネル３８の電源がオフさ
れるようにしてもよい。たとえば、所定時間は、使用者が設定可能である。
【００６０】
　また、図３（Ｂ）に示される対応選択画面７０において、ボタン画像７０４がタッチさ
れたと判断されると、着信を無視することが選択される。すると、携帯電話機１０は通信
を切断する。つまり、応答せずに、電話を切るのである。したがって、着信音の出力（再
生）が停止される。ただし、マナーモードが設定されており、バイブレータが動作されて
いる場合には、その動作（駆動）が停止される。または、着信音が出力されるとともに、
バイブレータが動作されている場合には、その両方が停止される。なお、着信をＬＥＤの
ような照明装置の点灯または明滅で表現する場合には、照明装置が消灯される。このよう
に、携帯電話機１０が通信を切断すると、これに応じて、発信元の電話機も通信を切断す
る。つまり、発信を終了する。
【００６１】
　さらに、図３（Ｂ）に示される対応選択画面７０において、ボタン画像７０６がタッチ
されたと判断されると、着信を無視するとともにメッセージを送信することが決定される
。着信を無視する動作については、上述したとおりであるが、携帯電話機１０の通信が切
断された後に、図４（Ｂ）に示すようなメッセージ作成画面９０がディスプレイ３０に表
示される。このメッセージ選択画面９０は、表示領域９０ａ、表示領域９０ｂ、表示領域
９０ｃおよび表示領域９０ｄを含む。
【００６２】
　表示領域９０ａには、電波強度などが表示され、表示領域９０ｂには、メッセージの宛
先として、発信者の電話機の電話番号が表示される。ただし、発信者情報を携帯電話機１
０のアドレス帳に登録してある場合には、発信者の名称を表示するようにしてもよい。表
示領域９０ｃには、メッセージの入力画面が表示される。表示領域９０ｄには、ソフトキ
ー１００などが表示される。たとえば、ソフトキー１００は、アルファベット、記号およ
び数字を入力するためのボタン画像を含む。また、メッセージの作成を終了およびメッセ
ージの送信を指示するためのボタン画像１０２が表示される。
【００６３】
　図示は省略するが、ソフトキー１００の各ボタン画像およびボタン画像１０２の表示領
域に対応して操作領域が設定されており、各操作領域に対応してタッチパネル３８の検出
範囲が設定されている。具体的には、各ボタン画像の操作領域に対応するタッチパネル３
４の検出範囲を規定する座標データ群が、このメッセージ作成画面９０に関連づけられて
ＲＡＭ３４に記憶される。ただし、ボタン画像に対応する検出範囲は四角形であるため、
その４つの頂点または対角の２つの頂点の座標についての座標データが記憶されてもよい
。ただし、いずれのボタン画像の検出範囲についての座標データが識別可能に記憶される
。
【００６４】
　したがって、使用者がソフトキー１００をタッチ操作すると、対応する文字（ここでは
、アルファベット、記号または数字）が表示領域９０ｃに入力（表示）される。ただし、
ローマ字入力の場合には、アルファベットがかな文字に変換される。図示は省略するが、
日本語（かな文字）による入力を行う場合には、ソフトキー１００には、平仮名文字が表
示される。
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【００６５】
　また、使用者がボタン画像１０２をタッチすると、メッセージの作成が終了されるとと
もに、作成したメッセージが表示領域９０ｂに表示された宛先の端末に、たとえば、ショ
ートメッセージサービス（ＳＭＳ）で送信される。ただし、携帯電話機１０が電子メール
機能を備える場合には、電子メールで発信者の電話機にメッセージを送信してもよい。か
かる場合には、宛先には、電話機に設定されたメールアドレスが入力され、作成されたメ
ッセージが電子メールの本文に設定される。
【００６６】
　なお、この実施例では、対応選択画面７０において、着信を無視するとともにメッセー
ジを送信することが選択された場合には、通信を切断した後に、即時にメッセージを作成
するようにしてあるが、予め作成しておいた１または複数のメッセージから１つのメッセ
ージを選択して、送信するようにしてもよい。かかる場合には、メッセージ作成画面９０
に代えて、予め作成したメッセージを選択するための画面（図示せず）を表示するように
すればよい。
【００６７】
　また、通話中に、他の電話機からの着信（割り込み着信）があると、使用者が携帯電話
機１０を顔（耳）から離したときに、ディスプレイ３０の電源がオンされ、対応選択画面
７０が、現在通話中の通話相手についての通話中画面８０の前面に表示される。したがっ
て、使用者は、上述したように、ボタン画像７０２、７０４、７０６をタッチすることに
より、応答、無視、または、無視およびメッセージの送信を、割り込み着信に対して選択
することができる。
【００６８】
　このように割り込み着信がある場合には、使用者が携帯電話機１０を顔から離したとき
に、対応選択画面７０がディスプレイ３０に表示されるため、使用者が携帯電話機１０を
顔から離す行為が、上述したように、割り込み着信でない場合の着信（以下、「通常の着
信」ということがある）の場合における、対応選択指示に相当すると言える。
【００６９】
　ボタン画像７０２がタッチされて、割り込み着信に応答することが選択されると、割り
込み着信の発信元との間で通信可能状態が確立され、割り込み着信の発信元との間で通話
処理が実行される。このとき、先に通話処理を行っていた発信元との通話処理は保留され
る。割り込み着信の発信元との通話処理が終了すると、保留されていた先の通話処理が再
開される。
【００７０】
　また、ボタン画像７０４がタッチされ、割り込み着信を無視することが選択されると、
割り込み着信の発信元との間で通信可能状態が確立され、留守録が開始される。留守録が
開始されると、電話に出ることができない旨のメッセージについての音声信号が割り込み
着信の発信元に送信され、その後、割り込み着信の発信元の電話機の使用者からのメッセ
ージについての音声信号（受話音声信号）の録音が開始される。ただし、この留守録は、
先の通話相手との通話処理と並列して実行される。留守録が終了すると、携帯電話機１０
は割り込み着信の発信元との通信を切断する。たとえば、携帯電話機１０は、割り込み着
信の発信元の電話機が通信を切断することにより、留守録が終了したことを検知し、した
がって、割り込み着信の発信元の電話機との通信を切断する。
【００７１】
　なお、留守録に代えて、留守番電話サービスを電話事業者が行う場合には、当該電話事
業者が運用および管理するシステムに、メッセージが録音される。この場合には、割り込
み着信を無視することが選択されると、携帯電話機１０は割り込み着信の発信元の電話機
との通信を切断し、その後、割り込み着信の発信元の電話機は、電話事業者が運用および
管理するシステムに接続され、当該発信元の電話機の使用者は、メッセージを録音するこ
とができる。
【００７２】
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　さらに、ボタン画像７０６がタッチされ、割り込み着信を無視するとともにメッセージ
を送信することが選択されると、上述したように、割り込み着信の発信元との通信可能状
態が確立され、留守録が開始される。留守録が終了すると、割り込み着信の発信元の電話
機との通信を切断する。そして、メッセージ作成画面９０が、現在通話中の電話機につい
ての通話中画面８０の前面に表示される。ただし、メッセージ作成画面９０の宛先には、
割り込み着信の発信元の電話機の電話番号が入力される。メッセージの作成および送信に
ついては、上述したとおりであるため、重複した説明は省略する。
【００７３】
　図５は図１に示したＲＡＭ３４のメモリマップ３００を示す図解図である。図５に示す
ように、ＲＡＭ３４は、プログラム記憶領域３０２およびデータ記憶領域３０４を含む。
プログラム記憶領域３０２は、携帯電話機１０の制御プログラムを記憶し、この制御プロ
グラムは、通話処理プログラム３１０、画面生成プログラム３１２、画面表示プログラム
３１４、操作入力検出プログラム３１６、メッセージ作成プログラム３１８およびメッセ
ージ送信プログラム３２０などによって構成される。
【００７４】
　通話処理プログラム３１０は、上述したように、発信処理、着信処理、通常の通話処理
および割り込み処理を実行するためのプログラムである。画面生成プログラム３１２は、
後述する画像データ３３４を用いて、ディスプレイ３０に表示するための画面（６０、７
０、８０、９０など）に対応する表示画像データを生成するためのプログラムである。画
面表示プログラム３１４は、画面生成プログラム３１２に従って生成された表示画像デー
タに対応する画面をディスプレイ３０に表示するためのプログラムである。
【００７５】
　操作入力検出プログラム３１６は、キー入力装置２６から入力されるキーデータおよび
タッチパネル３８からタッチパネル制御回路３６を介して入力される座標データを検出し
て、後述する操作データバッファ３３０に記憶（一時記憶）するためのプログラムである
。メッセージ作成プログラム３１８は、メッセージ作成画面９０を用いて、使用者の指示
に従ってメッセージを作成するためのプログラムである。メッセージ送信プログラム３２
０は、メッセージ作成プログラム３１８に従って作成されたメッセージを、使用者の指示
に従って宛先（発信元）の電話機に送信するためのプログラムである。
【００７６】
　図示は省略するが、プログラム記憶領域３０２には、着信音（メロディ、音楽を出力（
再生）するための音出力プログラムや各種機能（電子メール、アドレス帳、電卓、スケジ
ュールなど）を実行するための各々のプログラムも記憶される。
【００７７】
　データ記憶領域３０４には、操作データバッファ３３０が設けられる。また、データ記
憶領域３０４には、検出範囲データ３３２および画像データ３３４が記憶される。
【００７８】
　操作データバッファ３３０は、キー入力装置２６から入力されたキーデータおよびタッ
チパネル３８から入力された座標データを一時記憶する。操作データバッファ３３０に一
時記憶されたキーデータや座標データは、プロセッサ２４の処理に用いられた後、削除（
消去）される。
【００７９】
　検出範囲データ３３２は、上述したように、各画面に関連付けて記憶された検出範囲に
ついての座標データ群であり、対応する操作領域ないしボタン画像を識別可能に記憶され
る。
【００８０】
　画像データ３３４は、各画面（７０、８０、９０など）についての表示画像データを生
成するためのテンプレートの画像データやキャラクタ画像のデータなどである。
【００８１】
　図示は省略するが、着信音（メロディ、音楽）についての音データなども記憶される。
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また、プロファイルやアドレス帳の読出しが指示されると、対応するデータがフラッシュ
メモリ３２からＲＡＭ３４にロードされる。また、留守録によって録音されたメッセージ
についての音声データは、一旦ＲＡＭ３４（データ記憶領域３０４）に記憶された後に、
フラッシュメモリ３２に移動（保存）される。
【００８２】
　図６ないし図８は、図１に示すプロセッサ２４の全体処理を示すフロー図である。携帯
電話機１０の電源がオンされると、プロセッサ２４は全体処理を開始し、ステップＳ１で
、着信が有るかどうかを判断する。つまり、プロッセサ２４は、他の電話機からの発信信
号を受信したかどうかを判断する。ステップＳ１で“ＮＯ”であれば、つまり着信が無け
れば、ステップＳ３で、その他の処理を実行して、ステップＳ１に戻る。たとえば、その
他の処理としては、発信処理、発信処理による通常の通話処理、当該通話処理中の割り込
み処理（図９および図１０参照）、電子メールの受信、作成および送信の各処理、プロフ
ァイルやアドレス帳の登録および読み出し（参照）の各処理、電卓の計算処理、スケジュ
ールの表示、入力および消去の各処理などである。ただし、後述割り込み処理以外の処理
は、既に周知であり、また、本件の本質的な内容では無いため、詳細な説明については省
略する。
【００８３】
　一方、ステップＳ１で“ＹＥＳ”であれば、つまり着信が有れば、ステップＳ５で、図
３（Ａ）に示したような着信画面６０をディスプレイ３０に表示する。図示は省略するが
、このとき、プロセッサ２４は、着信音をスピーカ２２から出力させるなどする。続くス
テップＳ７では、対応選択指示が有るかどうかを判断する。つまり、プロセッサ２４は、
検出範囲データ３３２を参照して、タッチパネル３８から入力される座標データが操作領
域６５０に対応する検出範囲内であるかどうかを判断する。
【００８４】
　ステップＳ７で“ＮＯ”であれば、つまり座標データが入力されていない場合や座標デ
ータが操作領域６５０に対応する検出範囲外である場合には、対応選択指示が無いと判断
して、同じステップＳ７に戻る。
【００８５】
　なお、この実施例では、操作領域６５０がタッチされていない場合、つまり対応選択指
示が無い場合には、そのまま同じステップＳ７に戻るようにしてあるが、これに限定され
る必要はない。たとえば、所定時間（たとえば、３０秒）以上対応選択指示が無い場合、
操作領域６５０の範囲（対応する検出範囲）外の同じ位置を所定時間（たとえば、５秒）
以上タッチし続ける場合、または操作領域６５０の範囲外の領域で所定回数（たとえば、
３回）以上連続してタッチした場合には、発信元の電話機との通信を切断したり、着信を
保留したり、留守録を開始したりするようにしてもよい。
【００８６】
　また、ステップＳ７で“ＹＥＳ”であれば、つまり座標データが操作領域６５０に対応
する検出範囲内である場合には、対応選択指示が有ると判断して、ステップＳ９で、図３
（Ｂ）に示したような対応選択画面７０をディスプレイ３０に表示する。図７に示すよう
に、次のステップＳ１１では、当該着信に対して応答するかどうかを判断する。つまり、
プロセッサ２４は、検出範囲データ３３２を参照して、座標データがボタン画像７０２の
操作領域に対応する検出範囲内であるかどうかを判断する。
【００８７】
　ステップＳ１１で“ＮＯ”であれば、つまり座標データが入力されていない場合や座標
データがボタン画像７０２の操作領域に対応する検出範囲外である場合には、当該着信に
対して応答することが選択されていないと判断して、図８に示すステップＳ２７に進む。
一方、ステップＳ１１で“ＹＥＳ”であれば、つまり座標データがボタン画像７０２の操
作領域に対応する検出範囲内であれば、当該着信に対して応答することが選択されたと判
断して、ステップＳ１３で、発信元の電話機との間で通信可能状態（接続状態）を確立す
る。そして、ステップＳ１５で、通話処理を開始し、ステップＳ１７で、図４（Ａ）に示
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したような通話中画面８０をディスプレイ３０に表示する。
【００８８】
　図示は省略するが、通話処理が開始されると、プロセッサ２４は、通話相手からの受話
音声信号を受信すると、この受話音声信号に対応する受話音声をスピーカ２２から出力し
、一方、マイク１８を通して検出した使用者の音声（通話音声）を、送話音声信号として
通話相手の電話機に送信する。
【００８９】
　続くステップＳ１９では、割り込み着信が有るかどうかを判断する。つまり、プロセッ
サ２４は、現在通話中の電話機とは異なる他の電話機からの着信があるかどうかを判断す
る。ステップＳ１９で“ＮＯ”であれば、つまり割り込み着信が無ければ、そのままステ
ップＳ２３に進む。一方、ステップＳ１９で“ＹＥＳ”であれば、つまり割り込み着信が
有れば、ステップＳ２１で、後述する割り込み処理（図９および図１０参照）を開始して
、ステップＳ２３に進む。ただし、割り込み処理は、プロセッサ２４によってマルチタス
クで全体処理と並列的に実行される。
【００９０】
　そして、ステップＳ２３では、終話かどうかを判断する。つまり、プロセッサ２４は、
通話相手から通話終了信号を受信したり、使用者が終話キー２６ｃを押したりしたかどう
かを判断する。ステップＳ２３で“ＮＯ”であれば、つまり終話で無ければ、ステップＳ
１９に戻って、通話処理を続行する。一方、ステップＳ２３で“ＹＥＳ”であれば、つま
り終話であれば、ステップＳ２５で、通話処理を終了して、ステップＳ１に戻る。ステッ
プＳ２５では、プロセッサ２４は、通話相手から通話終了信号を受信したことに応じて、
通話処理を終了する。また、ステップＳ２５では、プロセッサ２４は、使用者によって終
話キー２６ｃが押されたことに応じて、無線通信回路１４を制御して通話相手に通話終了
信号を送信し、その後、通話処理を終了する。
【００９１】
　上述したように、ステップＳ１１で“ＮＯ”となり、図８に示すステップＳ２７に進む
と、当該着信に対して無視することが選択されたかどうかを判断する。つまり、プロセッ
サ２４は、検出範囲データ３３２を参照して、座標データがボタン画像７０４の操作領域
に対応する検出範囲内であるかどうかを判断する。ステップＳ２７で“ＮＯ”であれば、
つまり座標データが入力されていない場合や座標データがボタン画像７０４の操作領域に
対応する検出範囲外である場合には、ボタン画像７０４がタッチされていないと判断して
、ステップＳ３１に進む。
【００９２】
　ステップＳ２７で“ＹＥＳ”であれば、つまり座標データがボタン画像７０４の操作領
域の検出範囲内であれば、ボタン画像７０４がタッチされたと判断して、ステップＳ２９
で、通信を切断して、図６に示したステップＳ１に戻る。このとき、発信元の電話機では
、当該携帯電話機１０が通信を切断したことに応じて、通信が切断される。
【００９３】
　ステップＳ３１では、当該着信に対して無視するとともにメッセージを送信することが
選択されたかどうかを判断する。つまり、プロセッサ２４は、検出座標データ３３２を参
照して、座標データがボタン画像７０６の操作領域に対応する検出範囲内であるかどうか
を判断する。ステップＳ３１で“ＮＯ”であれば、つまり、座標データが入力されていな
い場合や座標データがボタン画像７０６の操作領域の範囲外である場合には、ボタン画像
７０６がタッチされていないと判断して、図７に示したステップＳ１１に戻る。
【００９４】
　なお、この実施例では、ボタン画像７０２－７０６のいずれもがタッチされていない場
合、すなわち対応の選択が無い場合には、その対応の選択が有るのを待機するべく、ステ
ップＳ１１に戻るようにしてあるが、これに限定される必要はない。たとえば、所定時間
（たとえば、３０秒）以上対応の選択が無い場合、ボタン画像７０２－７０６の表示領域
の範囲外の同じ位置を所定時間（たとえば、５秒）以上タッチし続ける場合、またはボタ
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ン画像７０２－７０６の表示領域の範囲（操作領域に対応する検出範囲）外の領域で所定
回数（たとえば、３回）以上連続してタッチした場合には、発信元の電話機との通信を切
断したり、着信を保留したり、留守録を開始したりするようにしてもよい。このことは、
後述する割り込み処理において、対応の選択の有無を検出する場合も同様である。
【００９５】
　一方、ステップＳ３１で“ＹＥＳ”であれば、つまり座標データがボタン画像７０６の
操作領域の検出範囲内である場合には、ボタン画像７０６がタッチされたと判断して、ス
テップＳ３３で、通信を切断する。さらに、ステップＳ３５で、図４（Ｂ）に示したよう
なメッセージ作成画面９０をディスプレイ３０に表示する。
【００９６】
　続くステップＳ３７では、使用者の操作に従ってメッセージを作成する。つまり、本文
の表示領域９０ｃに、ソフトキー１００の操作に従う文字などが入力（表示）される。た
だし、プロセッサ２４は、検出範囲データ３３２を参照して、ソフトキー１００のうち、
座標データが含まれる検出範囲に対応する操作領域が設定された表示領域に表示されたキ
ー（ボタン画像）が示すアルファベット、記号または数字を入力する。
【００９７】
　次のステップＳ３９では、メッセージの作成終了かどうかを判断する。つまり、プロセ
ッサ２４は、検出範囲データ３３２を参照して、座標データがボタン画像１０２の操作領
域に対応する検出範囲内であるかどうかを判断する。ステップＳ３９で“ＮＯ”であれば
、つまり座標データがボタン画像１０２の操作領域の検出範囲外であれば、メッセージの
作成終了でないと判断して、ステップＳ３７に戻って、メッセージの作成を継続する。一
方、ステップＳ３９で“ＹＥＳ”であれば、つまり座標データがボタン画像１０２の操作
領域に対応する検出範囲内であれば、メッセージの作成終了であると判断して、ステップ
Ｓ４１で、作成したメッセージを発信元に送信して、ステップＳ１に戻る。
【００９８】
　図９および図１０は、プロセッサ２４の割り込み処理を示すフロー図である。以下、こ
の割り込み処理について説明するが、上述した全体処理における処理と同じ処理について
は簡単に説明することにする。
【００９９】
　図９に示すように、プロセッサ２４は、割り込み処理を開始すると、ステップＳ６１で
、使用者が携帯電話機１０を顔から離したかどうかを判断する。上述したように、プロセ
ッサ２４は、近接センサ４０で検出される赤外線の受光量によって、この近接センサ４０
（携帯電話機１０）が使用者の顔に接近しているかどうかを判断する。ステップＳ６１で
“ＮＯ”であれば、つまり使用者が携帯電話機１０を顔から離していなければ、そのまま
ステップＳ６１に戻る。
【０１００】
　なお、この実施例では、使用者が携帯電話機１０を顔から離していない場合には、その
まま同じステップＳ６１に戻るようにしてあるが、このような状態が所定時間（たとえば
、５～１０秒）以上続いた場合には、割り込み着信についての通信を切断したり、留守録
を実行した後に通信を切断したりしてもよい。
【０１０１】
　一方、ステップＳ６１で“ＹＥＳ”であれば、つまり使用者が携帯電話機１０を顔から
離した場合には、割り込み着信についての対応選択指示であると判断して、ステップＳ６
３で、図３（Ｂ）に示したような対応選択画面７０をディスプレイ３０に表示する。この
とき、対応選択画面７０は、現在通話中の通話相手についての通話中画面８０の前面に表
示される。
【０１０２】
　なお、図示は省略するが、ステップＳ６１で“ＹＥＳ”の場合には、ディスプレイ３０
およびタッチパネル３８の電源がオンされた後に、ステップＳ６３の処理が実行される。
【０１０３】
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　続くステップＳ６５では、割り込み着信に対して応答することが選択されたかどうかを
判断する。つまり、プロセッサ２４は、ボタン画像７０２がタッチされたかどうかを判断
する。ステップＳ６５で“ＮＯ”であれば、つまりボタン画像７０２がタッチされていな
ければ、割り込み着信に対して応答することが選択されていないと判断して、図１０に示
すステップＳ８１に進む。
【０１０４】
　一方、ステップＳ６５で“ＹＥＳ”であれば、つまりボタン画像７０２がタッチされれ
ば、割り込み着信に対して応答することが選択されたと判断して、ステップＳ６７で、先
の通話相手との通話を保留し、ステップＳ６９で、割り込み着信の発信元の電話機との間
で通信可能状態を確立し、そして、ステップＳ７１で、割り込みの通話処理を開始する。
ただし、先の通話相手との通話が保留にされた場合には、全体処理では、ステップＳ２３
の処理が停止（一時停止）された状態になる。
【０１０５】
　続くステップＳ７３では、割り込みの通話処理についての通話中画面７０をディスプレ
イ３０に表示する。そして、ステップＳ７５では、終話かどうかを判断する。ステップＳ
７５で“ＮＯ”であれば、同じステップＳ７５に戻る。一方、ステップＳ７５で“ＹＥＳ
”であれば、ステップＳ７７で、割り込み着信についての通話処理を終了する。そして、
ステップＳ７９で、保留中の通話相手の電話機との通話処理を再開して、割り込み処理を
終了する。つまり、ステップＳ７９では、停止(一時停止）中のステップＳ２３の処理の
実行が再開される。
【０１０６】
　上述したように、ステップＳ６５で“ＮＯ”となり、図１０に示すステップＳ８１に進
むと、割り込み着信に対して無視することが選択されたかどうかを判断する。つまり、プ
ロセッサ２４は、ボタン画像７０４がタッチされたかどうかを判断する。ステップＳ８１
で“ＮＯ”であれば、つまりボタン画像７０４がタッチされていなければ、割り込み着信
に対して無視することが選択されていないと判断して、ステップＳ９１に進む。
【０１０７】
　一方、ステップＳ８１で“ＹＥＳ”であれば、つまりボタン画像７０４がタッチされれ
ば、割り込み着信に対して無視することが選択されたと判断して、ステップＳ８３で、割
り込み着信の発信元の電話機との間で通信可能状態（接続状態）を確立し、ステップＳ８
５で、留守録を開始する。ここでは、プロセッサ２４は、電話に出ることができない旨の
メッセージについての音声信号を割り込み着信の発信元に送信し、割り込み着信の発信元
の電話機の使用者からの受話音声信号の録音を開始する。図示は省略するが、録音する受
話音声信号は、ＲＡＭ３４に一時記憶される。
【０１０８】
　次のステップＳ８７では、留守録を終了するかどうかを判断する。つまり、プロセッサ
２４は、割り込み着信の発信元の電話機が通信を切断したかどうかを判断する。ステップ
Ｓ８７で“ＮＯ”であれば、つまり留守録を終了しない場合には、同じステップＳ８７に
戻って、留守録を継続する。一方、ステップＳ８７
で“ＹＥＳ”であれば、つまり留守録を終了する場合には、ステップＳ８９で、通信を切
断して、図９に示したように、割り込み処理を終了する。図示は省略するが、留守録を終
了すると、ＲＡＭ３４に一時記憶された受話音声信号（メッセージの音声信号）がフラッ
シュメモリ３２に保存される。
【０１０９】
　また、ステップＳ９１では、割り込み着信に対して無視するとともにメッセージを送信
することが選択されたかどうかを判断する。つまり、プロセッサ２４は、ボタン画像７０
６がタッチされたかどうかを判断する。ステップＳ９１で“ＮＯ”であれば、つまりボタ
ン画像７０６がタッチされていなければ、割り込み着信に対して無視するとともにメッセ
ージを送信することが選択されていないと判断して、図９に示したステップＳ６５に戻る
。



(18) JP 5570911 B2 2014.8.13

10

20

30

40

50

【０１１０】
　一方、ステップＳ９１で“ＹＥＳ”であれば、つまりボタン画像７０６がタッチされれ
ば、割り込み着信に対して無視するとともにメッセージを送信することが選択されたと判
断して、ステップＳ９３で、割り込み着信の発信元の電話機との間で通信可能状態を確立
し、ステップＳ９５で、留守録を開始する。そして、ステップＳ９７で、留守録を終了す
るかどうかを判断する。
【０１１１】
　ステップＳ９７で“ＮＯ”であれば、同じステップＳ９７に戻って、留守録を継続する
。一方、ステップＳ９７で“ＹＥＳ”であれば、ステップＳ９９で、割り込み着信の発信
元との通信を切断して、ステップＳ１０１で、図４（Ｂ）に示したようなメッセージ作成
画面９０をディスプレイ３０に表示する。
【０１１２】
　続くステップＳ１０３では、使用者の操作に従ってメッセージを作成する。そして、ス
テップＳ１０５で、メッセージの作成を終了するかどうかを判断する。つまり、プロセッ
サ２４は、ボタン画像１０２がタッチされたかどうかを判断する。ステップＳ１０５で“
ＮＯ”であれば、ステップＳ１０３に戻って、メッセージの作成を継続する。一方、ステ
ップＳ１０５で“ＹＥＳ”であれば、ステップＳ１０７で、作成したメッセージを発信元
に送信して、割り込み処理を終了する。
【０１１３】
　この実施例によれば、着信画面で対応選択指示が与えられると、対応選択画面を表示し
て、着信に対する対応を選択させるので、１回のタッチで着信に対する対応を選択する場
合に比べて誤操作を防止することができる。
【０１１４】
　また、この実施例では、着信画面では、その一部に設定された操作領域以外の領域をタ
ッチしても、対応選択画面に遷移しないため、鞄やケースなどから携帯電話機を取り出す
際に、対応選択画面が表示されてしまうのを、或る程度高い割合で防止することができる
。
【０１１５】
　さらに、この実施例では、着信画面に設定された操作領域と対応選択画面のボタン画像
の操作領域とは重なっていないため、たとえば、鞄の中でタッチパネルが反応することに
より、着信画面に設定された操作領域を押し続けた状態になってしまった場合のように、
着信画面に設定された操作領域を誤って押し続けてしまっても、対応選択画面において、
いずれかの対応が選択されることはない。
【０１１６】
　なお、この実施例では、着信に対して、応答すること、無視すること、無視するととも
にメッセージを送信することを選択するようにしたが、無視すること、または、無視する
とともにメッセージを送信することは選択できなくても（無くても）よい。つまり、着信
に応じて、応答すること、または、無視することを選択可能としたり、応答すること、ま
たは、無視するとともにメッセージを送信することを選択可能としたりしてもよい。
【０１１７】
　また、この実施例では、図３（Ａ）に示した操作方法を示すメッセージ（ここをタッチ
して！）や図３（Ｂ）に示した対応の内容（応答、無視、無視 メッセージ）を日本語で
表示したが、これに限定される必要は無い。たとえば、英語、フランス語、ドイツ語、ロ
シア語、韓国語、中国語のような他の言語で表示されてよい。このことは、図３（Ａ）、
図３（Ｂ）、図４（Ａ）および図４（Ｂ）に示す他の表示についても同様である。
【０１１８】
　さらに、この実施例では、図３（Ａ）に示したように、操作方法を示すメッセージを文
字列で示したが、タッチする旨が分かる画像（たとえば、指で画面をタッチするような画
像）を表示するようにしてもよい。かかる場合には、ユーザが理解できる言語によって操
作方法が画面に示されていなくても、画像によって操作方法を理解することができる。
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【０１１９】
　さらにまた、この実施例では、図３（Ｂ）に示した対応選択画面が表示されている場合
には、ボタン画像７０２－７０６のいずれかをタッチすることにより、対応の内容を選択
するようにしたが、キー入力装置２６を用いて選択するようにしてもよい。たとえば、通
話キー２６ａがオンされると、着信に応答することが選択され、終話キー２６ｃがオンさ
れると、着信を無視することが選択され、そして、機能キー２６ｂがオンされると、着信
を無視するとともにメッセージを送信することが選択される。
【０１２０】
　また、この実施例では、通信方式として、ＣＤＭＡ方式を採用するようにしてあるが、
これに限定される必要は無く、ＬＴＥ(Long Term Evolution)方式、Ｗ－ＣＤＭＡ方式、
ＧＳＭ方式、ＴＤＭＡ方式、ＦＤＭＡ方式およびＰＨＳ方式などの他の方式が採用されて
もよい。
【０１２１】
　さらに、この実施例では、着信に対して応答することが選択され、通話処理が実行され
ている場合に、割り込み処理が実行される場合についてのみ説明したが、発信に応じて他
の電話機との通話処理が実行されている場合についても、同様の割り込み処理が実行され
る。
【０１２２】
　さらにまた、以上の説明で挙げた所定時間や所定回数などの具体的数値および各画面は
、いずれも単なる一例であり、製品の仕様などの必要に応じて適宜変更可能である。
【０１２３】
　たとえば、図４（Ｂ）に示したメッセージ作成画面の表示領域９０ｄに表示されたソフ
トキー１００の配列は、ＱＷＥＲＴＹ配列にしてもよい。
【符号の説明】
【０１２４】
　１０　…携帯電話機
　１４　…無線通信回路
　１８　…マイク
　２２　…スピーカ
　２４　…プロセッサ
　２６　…キー入力装置
　３０　…ディスプレイ
　３２　…フラッシュメモリ
　３４　…ＲＡＭ
　３８　…タッチパネル
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