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(57)【要約】
【課題】異なるアプリケーションプログラムによって発
生するイベントを同じインタフェースにて表示して、利
便性を高める電子装置及びこの電子装置に用いられるイ
ベント表示方法を提供する。
【解決手段】　本発明は、電子装置に用いられ、第１類
のイベントと第２類のイベントを使用者に表示するイベ
ント表示方法であって、少なくとも使用者による時間帯
の入力を受けるステップと、時間帯によって第１類のイ
ベントファイルと第２類のイベントファイルにて検索し
て、時間帯に発生した第１類のイベントと第２類のイベ
ントが存在するかを判断するステップと、時間帯に発生
した第１類のイベントに係る第１の関連情報と第２類の
イベントに係る第２の関連情報を表示し、第１の関連情
報と第２の関連情報の表示位置で第１類のイベントと第
２類のイベントが発生した時間を表示するステップと含
む。
【選択図】図３
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　電子装置に用いられ、第１類のイベントファイルに格納される第１類のイベントと第２
類のイベントファイルに格納される第２類のイベントを使用者に表示するイベント表示方
法であって、少なくとも
　使用者による時間帯の入力を受けるステップと、
　前記時間帯によって前記第１類のイベントファイルと前記第２類のイベントファイルに
て検索して、前記時間帯に発生した前記第１類のイベントと前記第２類のイベントが存在
するかを判断するステップと、
　前記時間帯に発生した前記第１類のイベントに係る第１の関連情報と前記第２類のイベ
ントに係る第２の関連情報を表示し、前記第１の関連情報と前記第２の関連情報の表示位
置で前記第１類のイベントと前記第２類のイベントが発生した時間を表示するステップと
含むイベント表示方法。
【請求項２】
　さらに、
　使用者が電子装置にタッチ操作による時間帯の入力を受けるステップとを含む請求項１
に記載のイベント表示方法。
【請求項３】
　さらに、
　前記時間帯を示すメーン時間軸を表示するステップとを含み、前記第１の関連情報と前
記第２の関連情報が前記メーン時間軸上に表示される位置で前記第１類のイベントと前記
第２類のイベントが発生した時間を表示する請求項１に記載のイベント表示方法。
【請求項４】
　さらに、
使用者が前記メーン時間軸をスライドして前記時間帯を変更するステップとを含む請求項
３に記載のイベント表示方法。
【請求項５】
　さらに、
　サブ時間軸と、前記サブ時間軸上に前記時間帯を示す標記とを表示するステップとを含
む請求項３に記載のイベント表示方法。
【請求項６】
　前記サブ時間軸が表す時間は、２週間、１ヶ月、または１年から選ぶ請求項５に記載の
イベント表示方法。
【請求項７】
　さらに、
　使用者が前記サブ時間軸にタッチ操作によって前記メーン時間軸が表す前記時間帯を変
更するステップとを含む請求項５に記載のイベント表示方法。
【請求項８】
　さらに、
　サブ時間軸を表示するステップと、
　使用者が前記サブ時間軸をスライドして前記メーン時間軸が表す前記時間帯を変更する
ステップとを含む請求項３に記載のイベント表示方法。
【請求項９】
　さらに、
　使用者による前記第１の関連情報へのタッチ操作を受けるステップと、
　前記第１類のイベントファイルに格納された前記第１類のエベントに係る第１の記録内
容を表示するステップとを含む請求項１に記載のイベント表示方法。
【請求項１０】
　さらに、
　第１類のイベントに対応する第１のアプリケーションプログラムを起動して、前記第１
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類のイベントファイルに格納された前記第１類のエベントに係る第１の記録内容を表示す
るステップとを含む請求項９に記載のイベント表示方法。
【請求項１１】
　前記第１の関連情報は、第１類のイベントに対応する第１類の分類マークを含み、前記
第２の関連情報は、第２類のイベントに対応する第２類の分類マークを含む請求項１に記
載のイベント表示方法。
【請求項１２】
　前記第１の関連情報は、第１類のイベントに対応する第１関係者情報を含み、前記第２
の関連情報は、第２類のイベントに対応する第２関係者情報を含む請求項１に記載のイベ
ント表示方法。
【請求項１３】
　前記第１の関連情報は、第１類のイベントの発生時間を含み、前記第２の関連情報は、
第２類のイベントの発生時間を含む請求項１に記載のイベント表示方法。
【請求項１４】
　前記第１の関連情報は、第１類のイベントに対応する第１テキスト情報を含み、前記第
２の関連情報は、第２類のイベントに対応する第２テキスト情報を含む請求項１に記載の
イベント表示方法。
【請求項１５】
　第１類のイベントと第２類のイベントを使用者に表示する電子装置であって、少なくと
も、
　表示装置と、
　第１類のイベントファイル、第２類のイベントファイル、及びプログラムコードが格納
される記憶部と、
　前記プログラムコードを実行して、
　使用者による時間帯の入力を受けるステップと、
　前記時間帯によって前記第１類のイベントファイルと前記第２類のイベントファイルに
て検索して、前記時間帯に発生した前記第１類のイベントと前記第２類のイベントが存在
するかを判断するステップと、
　前記時間帯に発生した前記第１類のイベントに係る第１の関連情報と前記第２類のイベ
ントに係る第２の関連情報を表示し、前記第１の関連情報と前記第２の関連情報の表示位
置で前記第１類のイベントと前記第２類のイベントが発生した時間を表示するステップと
を実行する演算部とを備える電子装置。
【請求項１６】
　前記表示装置に前記時間帯を示すメーン時間軸が表示され、前記第１の関連情報と前記
第２の関連情報が前記メーン時間軸上に表示される位置によって、前記第１類のイベント
と前記第２類のイベントが発生した時間が表示される請求項１５に記載の電子装置。
【請求項１７】
　前記表示装置はタッチパネルである請求項１６に記載の電子装置。
【請求項１８】
　前記タッチパネルで使用者が電子装置にタッチ操作による時間帯の入力が受けられる請
求項１７に記載の電子装置。
【請求項１９】
　前記タッチパネルにサブ時間軸と、前記サブ時間軸上に前記時間帯を示す標記とが表示
される請求項１６に記載の電子装置。
【請求項２０】
　前記サブ時間軸が表す時間は、２週間、１ヶ月、または１年から選ぶ請求項１９に記載
の電子装置。
【請求項２１】
　前記第１の関連情報は、第１類のイベントに対応する第１類の分類マークを含み、前記
第２の関連情報は、第２類のイベントに対応する第２類の分類マークを含む請求項１５に
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記載の電子装置。
【請求項２２】
　前記第１の関連情報は、第１類のイベントに対応する第１関係者情報を含み、前記第２
の関連情報は、第２類のイベントに対応する第２関係者情報を含む請求項１５に記載の電
子装置。
【請求項２３】
　前記第１の関連情報は、第１類のイベントの発生時間を含み、前記第２の関連情報は、
第２類のイベントの発生時間を含む請求項１５に記載の電子装置。
【請求項２４】
　前記第１の関連情報は、第１類のイベントに対応する第１テキスト情報を含み、前記第
２の関連情報、第２類のイベントに対応する第２テキスト情報を含む請求項１５に記載の
電子装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、携帯型電子装置及びこの携帯型電子装置に用いられるイベント表示方法を提
供する。
【背景技術】
【０００２】
　電子技術の急速的な発展に伴い、各種携帯型電子機器製品が市場を賑わすようになって
おり、人々の多面的な業務とエンターテインメントの需要を満たしている。例えば、携帯
電話機、モバイルインターネットデバイス（Ｍｏｂｉｌｅ　Ｉｎｔｅｒｎｅｔ　Ｄｅｖｉ
ｃｅ、ＭＩＤ）、携帯情報端末（Ｐｅｒｓｏｎａｌ　Ｄｉｇｉｔａｌ　Ａｓｓｉｓｔａｎ
ｔ、ＰＤＡ）、電子書籍、デジタル写真立て、デジタルオーディオプレーヤー、電子辞書
、ＧＰＳナビゲーター（Ｇｌｏｂａｌ　Ｐｏｓｉｔｉｏｎｉｎｇ　Ｓｙｓｔｅｍ　Ｎａｖ
ｉｇａｔｏｒ、ＧＰＳ　Ｎａｖｉｇａｔｏｒ）がある。小型で多機能である以外に、消費
者は使用上の利便性を、携帯型電子機器製品を選択する参考の基準としている。
【０００３】
　電子装置の機能が強化されるに連れて、アプリケーションプログラムの数も増えてきて
、使用者が同時にまたは時間をずらして複数のアプリケーションプログラムを操作できる
ようになっている。スマートフォンを例として、使用者は、記事、電話通信、メッセージ
、写真観賞、メールの発受信などの機能を操作することができる。通常、各操作に応じる
アプリケーションプログラムが図１に示すように、スマートフォンのデスクトップに表示
されている。しかし、再び操作したイベントの内容にアクセスするには、まず、対応する
アプリケーションプログラムを起動する必要がある。また、各イベントの前回の実行時間
が関連的に統合されて表現されていないので、使用者は、異なるアプリケーションプログ
ラムによるイベントの前回の実行時間及び結果を速やかに知ることはできなかった。
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　本発明のメーンな目的は、異なるアプリケーションプログラムによって発生するイベン
トを同じインタフェースにて表示して、利便性を高める電子装置及びこの電子装置に用い
られるイベント表示方法を提供することにある。
【課題を解決するための手段】
【０００５】
　前記目的を達成するために、本発明は、電子装置に用いられ、第１類のイベントファイ
ルに格納される第１類のイベントと第２類のイベントファイルに格納される第２類のイベ
ントを使用者に表示するイベント表示方法であって、少なくとも使用者による時間帯の入
力を受けるステップと、前記時間帯によって前記第１類のイベントファイルと前記第２類
のイベントファイルにて検索して、前記時間帯に発生した前記第１類のイベントと前記第
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２類のイベントが存在するかを判断するステップと、前記時間帯に発生した前記第１類の
イベントに係る第１の関連情報と前記第２類のイベントに係る第２の関連情報を表示し、
前記第１の関連情報と前記第２の関連情報の表示位置で前記第１類のイベントと前記第２
類のイベントが発生した時間を表示するステップと含むイベント表示方法を提供する。
【０００６】
　また、前記目的を達成するために、本発明は、第１類のイベントと第２類のイベントを
使用者に表示する電子装置であって、少なくとも、表示装置と、第１類のイベントファイ
ル、第２類のイベントファイル、及びプログラムコードが格納される記憶部と、前記プロ
グラムコードを実行して、使用者による時間帯の入力を受けるステップと、前記時間帯に
よって前記第１類のイベントファイルと前記第２類のイベントファイルにて検索して、前
記時間帯に発生した前記第１類のイベントと前記第２類のイベントが存在するかを判断す
るステップと、前記時間帯に発生した前記第１類のイベントに係る第１の関連情報と前記
第２類のイベントに係る第２の関連情報を前記表示装置にて表示し、前記第１の関連情報
と前記第２の関連情報の表示位置で前記第１類のイベントと前記第２類のイベントが発生
した時間を表示するステップとを実行する演算部とを備える電子装置を提供する。
【０００７】
　これによって、異なるアプリケーションプログラムによって発生するイベントを同じイ
ンタフェースにて表示して、イベントの発生時間によって、係る関連情報が対応する位置
に表示することができる。
【図面の簡単な説明】
【０００８】
【図１】従来技術を示す図。
【図２】本発明の実施形態のブロック図。
【図３】本発明の実施形態のフローチャート。
【図４】本発明の実施形態の操作を示す図。
【図５】本発明の実施形態に係る異なる長さのサブ時間軸を示す図。
【図６】本発明の実施形態に係るイベントに対応した記録内容を示す図。
【発明を実施するための形態】
【０００９】
　本発明は、電子装置及びこの電子装置に用いられるイベント表示方法を提供する。電子
装置は、モニタを有し、使用者の携帯利便性を有するもの、例えば、携帯電話機、モバイ
ルインターネットデバイス、携帯情報端末、電子書籍、デジタル写真立て、デジタルオー
ディオプレーヤー、電子辞書、ＧＰＳナビゲーター、ノートパソコン、タブレット型パソ
コンなどであってよい。
【００１０】
　図２は、本発明の実施形態のブロック図を示す。具体的に、本発明の実施形態に係る電
子装置９００は、演算部１００、記憶部２００、及び表示装置３００を備える。表示装置
３００は発生時間によって電子装置における各種類のイベントを表示する。
【００１１】
　一般的に、電子装置９００における各種類のイベントは、演算部１００がアプリケーシ
ョンプログラムを実行することによって発生され、それぞれのアプリケーションプログラ
ムのデータベースである各種類のイベントファイルに格納される。記憶部には、各種類の
イベントファイルや、アプリケーションプログラムや、本発明に係る方法を実行するため
のプログラムコードが格納される。演算部１００は、前記プログラムコードを実行するこ
とによって、本発明に係るイベント表示方法を実行する。前記アプリケーションプログラ
ムは、記事、通話、メッセージ、撮影、メールなどの機能に関するアプリケーションプロ
グラムであってよいが、これに限定されない。
【００１２】
　例えば、第１類のイベントは、演算部１００が第１のアプリケーションプログラムを実
行することによって発生されて、第１類のイベントファイルに格納され、第２類のイベン
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トは、演算部１００が第２のアプリケーションプログラムを実行することによって発生さ
れて、第２類のイベントファイルに格納される。第１類と第２類のイベントファイルは、
それぞれ第１と第２のアプリケーションプログラムのデータベースとして、ハードウェア
の記憶部２００に格納される。例えば、使用者が記事を入力する場合に、入力時間とテキ
スト内容が記憶され、不在着信がある場合に、電話番号、着信時間、発信者情報が記憶さ
れ、メッセージが着信する場合に、着信時間、テキスト内容、発信者情報が記憶され、撮
影機能を使用する場合に、写真と撮影時間が記憶され、メールが着信する場合に、着信時
間、メール内容、発信者情報が記憶される。
【００１３】
　図３は本発明の実施形態のフローチャートを示す。第１類のイベントと第２類のイベン
トを使用者に表示するために、この実施形態において、電子装置はタッチパネルを有し、
下記ステップを実行する。
【００１４】
　ステップ１０１０：使用者のタッチ操作による時間帯の入力を受ける。
【００１５】
　ステップ１０２０：時間帯によって第１類のイベントファイルと第２類のイベントファ
イルにて検索して、時間帯に発生した第１類のイベントと第２類のイベントが存在するか
を判断する。
【００１６】
　ステップ１０３０：イベントの発生時間によって、時間帯に発生した第１類のイベント
に係る第１の関連情報と第２類のイベントに係る第２の関連情報をタッチパネルに表示す
る。前記第１の関連情報は第１類のイベントファイルから読み出すことができ、前記第２
の関連情報は第２類のイベントファイルから読み出すことができ、または記憶部に格納さ
れたデータベースから読み出すことができる。
【００１７】
　前記関連情報には、各種類のイベントに対応する各種類の分類マークが含まれ、例えば
、記事機能に係るイベントを表す丸いマーク、通話機能に係るイベントを表す受話器マー
ク、メッセージ機能に係るイベントを表すトーク枠、撮影機能に係るイベントを表すカメ
ラマーク、メール機能に係るイベントを表す封筒マークが含まれてよく、また、前記関連
情報には、関係者情報、発生時間、テキスト内容が含まれてもよい。
【００１８】
　具体的に、本発明の実施形態の実際の操作は、図４の本発明の実施形態の操作を示す図
に示すように、本発明の実施形態において、タッチパネルである表示装置３００にて、時
間帯を示すメーン時間軸３０１が表示され、各関連情報６００がメーン時間軸上に表示さ
れる位置で各種類のイベントが発生した時間が表示される。また、タッチパネルである表
示装置にて、サブ時間軸３０２と、前記サブ時間軸上に前記時間帯を示す標記３０３とが
表示される。前記関連情報６００には、イベントの分類マーク６０１、関係者情報６０２
、発生時間６０３、及びテキスト情報６０４が含まれる。
【００１９】
　好ましい実施形態において、されに、使用者が前記メーン時間軸３０１をスライドして
前記時間帯を変更するステップを含んでよく、使用者がサブ時間軸３０２をタッチ操作や
スライドしてメーン時間軸３０１が表す時間帯を変更するステップを含んでもよい。
【００２０】
　図４に示す実施形態を例として、サブ時間軸３０２における標記３０３の位置に示す時
間帯は２０１０年８月２０日であり、メーン時間軸において、２０１０年８月２０日に発
生した各種類のイベントに係る関連情報６００が示される。このような表示によって、使
用者は速やかに所定の時間帯に発生したイベントを知ることができる。つまり、本発明に
係るイベントの表示方法によって、発生したイベントを同じインタフェースにて表示する
ことができ、発生時間に応じて異なる種類のイベントをメーン時間軸における適切な位置
に表示され、使用者が同じ画面を観覧すれば、直ちに各イベントの発生時間を把握するこ
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とができる。
【００２１】
　図４に示す実施形態において、サブ時間軸３０２は縦方向で表示装置３００の右側に表
示されるが、これに限定されず、他の実施形態において、デザインによってサブ時間軸３
０２の表示位置を例えば、表示装置３００の下方や、中央または横方向に変化してもよい
。
【００２２】
　本実施形態において、本発明に係るイベント表示方法は、さらにサブ時間軸３０２の時
間の長さ変更するステップを含む。図５は本発明の実施形態に係る異なる長さのサブ時間
軸を示す図である。サブ時間軸３０２が表す時間の長さは、場合に応じて、例えば２週間
、１ヶ月、１年であってよい。本実施形態において、使用者がサブ時間軸３０２をスライ
ドまたはタッチ操作によって、メーン時間軸が表す時間帯が変化されるので、サブ時間軸
３０２が表す時間の長さを変更することによって、特定の日付にアクセスには、更に容易
になる。
【００２３】
　図６は本発明の実施形態に係るイベントに対応した記録内容を示す図である。同時に図
４と図６を参照し、本発明の実施形態において、されに、使用者による第１または第２の
関連情報６００へのタッチ操作を受けるステップと、前記第１類または第２類のイベント
ファイルに格納された前記第１類または第２類のエベントに係る第１または第２の記録内
容６０６を表示するステップとを含む。図４に示すように、使用者がメーン時間軸３０１
に示す関連情報６００をタッチすることによって、記憶部に格納された対応するイベント
に係る記録内容６０６にアクセスすることができ、図６に示すように、記録内容６０６が
表示装置に示される。
【００２４】
　また、本発明の実施形態において、されに、イベントに対応するアプリケーションプロ
グラムを起動して、イベントファイルに格納されたエベントに係る記録内容を表示するス
テップとを含む。図６に示すように、記録内容において起動アイコン６０５が表示され、
この実施形態において、例えば、起動アイコン６０５をタッチ操作することにより、アプ
リケーションプログラムが起動される。これによって、エベントに係る記録内容６０６が
表示される。
【００２５】
　本発明では好適な実施形態を前述及び図面の通り開示したが、各種の追加、若干の改良
、変更が施されたものでも、本発明の好適な実施形態として用いられてもよく、特許請求
の範囲に限定する本発明の精神と領域を離脱することはない。当該分野の技術を熟知して
いるものであれば、本発明における形式、構造、配置、比例、材料、要素及び組合に対し
て、多様の変動や修正を加えることができる。このため、本明細書に開示された実施形態
は本発明を説明に用いられるものであって、決して本発明を限定するものではない。よっ
て本発明の保護範囲は、特許請求の範囲で指定した内容を基準とし、法に合致する均等物
を含み、前述に限定されない。
【符号の説明】
【００２６】
３０　　　モニタ
９０　　　携帯電子装置
１００　　演算部
２００　　記憶部
３００　　表示装置
３０１　　メーン時間軸
３０２　　サブ時間軸
３０３　　標記
６００　　関連情報
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６０１　　分類マーク
６０２　　関係者情報
６０３　　発生時間
６０４　　テキスト情報
６０５　　起動アイコン
６０６　　記録内容
９００　　電子装置

【図１】 【図２】
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【図３】 【図４】

【図５】 【図６】
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