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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　ネットワークに接続される無線基地局と通信する移動無線端末装置において、
　少なくとも文字情報を表示可能な表示手段と、
　文字データを記憶する記憶手段と、
　ユーザからの要求を受け付ける操作手段と、
　前記記憶手段が記憶する複数の文字データをリスト化した項目を前記表示手段の第１表
示領域に表示させるとともに、前記操作手段を通じて受け付けた要求に対応する項目の文
字データに対応する文字情報を前記表示手段の第２表示領域にスクロールさせて表示させ
るスクロール処理を予め設定された回数だけ繰り返す表示制御手段とを具備することを特
徴とする移動無線端末装置。
【請求項２】
　ネットワークに接続される無線基地局と通信する移動無線端末装置において、
　少なくとも文字情報を表示可能な表示手段と、
　文字データを記憶する記憶手段と、
　ユーザからの要求を受け付ける操作手段と、
　前記記憶手段が記憶する複数の文字データをリスト化した項目を前記表示手段の第１表
示領域に表示させるとともに、前記操作手段を通じて受け付けた要求に対応する項目の文
字データに対応する文字情報を前記表示手段の第２表示領域にスクロールさせて表示させ
るスクロール処理を予め設定された回数だけ繰り返し、
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　さらに前記操作手段を通じて受け付けた要求とは異なる追加要求を受けた場合には、第
２の表示領域に前記要求に対応する文字情報に代わり、前記追加要求に対応する項目の文
字データに対応する文字情報を前記表示手段の第２表示領域にスクロールさせて表示させ
るスクロール処理を予め設定された回数だけ繰り返す表示制御手段とを具備することを特
徴とする移動無線端末装置。
【請求項３】
　前記表示制御手段は、前記記憶手段が記憶する文字データに基づく文字情報を前記表示
手段の第２表示領域にスクロールさせて表示させるスクロール処理を、前記操作手段を通
じてユーザから予め設定された回数だけ繰り返すことを特徴とする請求項１または請求項
２に記載の移動無線端末装置。
【請求項４】
　前記表示制御手段は、前記スクロール処理を予め設定された回数だけ繰り返した後、前
記文字情報を先頭から予め設定したところまでを前記表示手段の第２表示領域に表示させ
ることを特徴とする請求項１または請求項２に記載の移動無線端末装置。
【請求項５】
　ネットワークに接続される無線基地局と通信する移動無線端末装置において、
　少なくとも文字情報を表示可能な表示手段と、
　文字データを記憶する記憶手段と、
　ユーザからの要求を受け付ける操作手段と、
　前記記憶手段が記憶する複数の文字データをリスト化した項目を前記表示手段の第１表
示領域に表示させるとともに、前記操作手段を通じて受け付けた要求に対応する項目の文
字データに対応する文字情報を前記表示手段の第２表示領域にスクロールさせて表示させ
るスクロール処理を予め設定された時間の間だけ繰り返す表示制御手段とを具備すること
を特徴とする移動無線端末装置。
【請求項６】
　ネットワークに接続される無線基地局と通信する移動無線端末装置において、
　少なくとも文字情報を表示可能な表示手段と、
　文字データを記憶する記憶手段と、
　ユーザからの要求を受け付ける操作手段と、
　前記記憶手段が記憶する複数の文字データをリスト化した項目を前記表示手段の第１表
示領域に表示させるとともに、前記操作手段を通じて受け付けた要求に対応する項目の文
字データに対応する文字情報を前記表示手段の第２表示領域にスクロールさせて表示させ
るスクロール処理を予め設定された時間の間だけ繰り返し、
　さらに前記操作手段を通じて受け付けた要求とは異なる追加要求を受けた場合には、第
２の表示領域に前記要求に対応する文字情報に代わり、前記追加要求に対応する項目の文
字データに対応する文字情報を前記表示手段の第２表示領域にスクロールさせて表示させ
るスクロール処理を予め設定された時間の間だけ繰り返す表示制御手段とを具備すること
を特徴とする移動無線端末装置。
【請求項７】
　前記表示制御手段は、前記記憶手段が記憶する文字データに基づく文字情報を前記表示
手段の第２表示領域にスクロールさせて表示させるスクロール処理を、前記操作手段を通
じてユーザから予め設定された時間だけ繰り返すことを特徴とする請求項５または請求項
６に記載の移動無線端末装置。
【請求項８】
　前記表示制御手段は、前記スクロール処理を予め設定された時間だけ繰り返した後、前
記文字情報を先頭から予め設定したところまでを前記表示手段の第２表示領域に表示させ
ることを特徴とする請求項５または請求項６に記載の移動無線端末装置。
【請求項９】
　前記表示制御手段は、前記操作手段を通じて受け付けた要求に対応する項目の文字デー
タに対応する文字情報が前記表示手段の第２表示領域内に収まる場合には、スクロールさ
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せずに表示させることを特徴とする請求項１、請求項２、請求項５または請求項６のいず
れかに記載の移動無線端末装置。
【請求項１０】
　前記表示制御手段は、前記操作手段を通じて受け付けた要求に応じて前記スクロール処
理を再開し、前記文字情報を前記表示手段の第２表示領域にスクロールさせて表示させる
ことを特徴とする請求項１、請求項２、請求項５または請求項６のいずれかに記載の移動
無線端末装置。
【請求項１１】
　さらに、前記表示手段を照明する照明手段を備え、
　前記表示制御手段は、前記スクロール処理に応動させて、前記照明手段の照明／非照明
を制御することを特徴とする請求項１、請求項２、請求項５または請求項６のいずれかに
記載の移動無線端末装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　この発明は、少なくとも文字情報を表示する機能を備えた移動無線端末装置に関する。
【背景技術】
【０００２】
　周知のように、従来の移動無線端末装置は、例えば表示画像を２つの表示領域に分割し
、一方の表示領域で複数の項目をリスト化して表示し、このリスト上でフォーカスが当た
っている項目について、他方の表示領域で説明表示を行うようにしている。また他方の表
示領域では、説明表示が長文にわたる場合、自動的にスクロールさせて表示を行うように
して、ユーザの手間を省くようにしている（例えば、特許文献１参照）。
【０００３】
　しかしながら、このような従来の移動無線端末装置では、一方の表示領域でリストにフ
ォーカスが当たっている場合、他方の表示領域では、際限なく自動スクロールが繰り返さ
れるため、バッテリ電力を浪費してしまう虞があるという問題があった。
【特許文献１】特開２００４－２４２２７８公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　従来の移動無線端末装置では、説明文などを自動スクロール表示する場合、この処理が
際限なく行われるため、バッテリ電力を浪費してしまう虞があるという問題があった。　
　この発明は上記の問題を解決すべくなされたもので、自動スクロール表示に関わる消費
電力を軽減することが可能な移動無線端末装置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】
　上記の目的を達成するために、この発明は、ネットワークに接続される無線基地局と通
信する移動無線端末装置において、少なくとも文字情報を表示可能な表示手段と、文字デ
ータを記憶する記憶手段と、ユーザからの要求を受け付ける操作手段と、記憶手段が記憶
する複数の文字データをリスト化した項目を表示手段の第１表示領域に表示させるととも
に、操作手段を通じて受け付けた要求に対応する項目の文字データに対応する文字情報を
表示手段の第２表示領域にスクロールさせて表示させるスクロール処理を予め設定された
回数だけ繰り返す表示制御手段とを具備して構成するようにした。
【発明の効果】
【０００６】
　この発明によれば、第１表示領域にリスト化された項目が表示されるとともに、第２表
示領域には、第１表示領域で選択された項目の文字情報がスクロール表示されるので、第
１表示領域でのリスト化された項目を選択するだけで、表示する文字情報の切り替え操作
が行え、従来、行われていたような表示階層の切り替えが不要となってユーザの操作性が
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向上し、また第２表示領域における自動スクロール表示に関わる消費電力を軽減すること
が可能な移動無線端末装置を提供できる。
【発明を実施するための最良の形態】
【０００７】
　以下、図面を参照して、この発明の一実施形態について説明する。　
　図１は、この発明の一実施形態に係わる移動無線端末装置の構成を示すものである。こ
の移動無線端末装置は、アンテナ１と、通信部１０と、音声処理部２０と、表示部３０と
、操作部４０と、報知部５０と、記憶部６０と、制御部１００とを備えている。
【０００８】
　アンテナ１は、ネットワークに接続される無線基地局（図示しない）から送信される無
線信号の受信や、当該移動無線端末装置からの上記無線基地局に宛てた無線信号の送信を
行うものである。
【０００９】
　通信部１０は、アンテナ１を通じて上記無線基地局と無線通信し、この無線基地局およ
び上記ネットワークを通じて通信相手局と通信するものである。具体的には、通信部１０
は、アンテナ１が受信した無線信号をダウンコンバートして復調し、通信相手局から送信
された符号化音声データを得て、これを制御部１００を通じて音声処理部２０に出力する
。また通信部１０は、制御部１００を通じて音声処理部２０から与えられる符号化音声デ
ータを用いてベースバンド信号を変調し、これをアップコンバートして無線信号を生成し
、アンテナ１を通じて上記無線基地局に宛てて送信する。
【００１０】
　音声処理部２０は、通信部１０にて復調された符号化音声データを復号して音声信号を
再生し、内蔵するスピーカ２１から拡声出力する。これにより、通話相手局からの送話音
声がユーザに伝達される。また音声処理部２０は、内蔵するマイクロホン２２から入力さ
れた音声信号を符号化して符号化音声データを生成し、これを制御部１００を通じて通信
部１０に与える。
【００１１】
　表示部３０は、ＬＣＤ（Liquid Crystal Display）などを用いた表示装置であって、テ
キストや画像など種々の視覚的な情報をユーザに映示するものである。図２に、表示部３
０に表示される内容の一例を示す。図２に示す例では、表示部３０の表示可能領域が、ス
クロール表示エリア３０ａと、リスト表示エリア３０ｂに分割されて用いられている状態
を示している。
【００１２】
　リスト表示エリア３０ｂには、電子メールの受信履歴や、当該移動無線端末装置の設定
項目などがリスト化されて表示される。そして、このリスト表示エリア３０ｂでは、リス
ト化されて表示される項目のいずれかを選択するためのフォーカス３０ｃが表示される。
【００１３】
　スクロール表示エリア３０ａは、後述する制御部１００の制御により、フォーカス３０
ｃが対応する項目の説明文が表示される領域である。以下の説明では、２行分の表示領域
を持つ場合を例に挙げて説明する。
【００１４】
　操作部４０は、複数のキースイッチなどを備え、ユーザの要求を受け付けるものである
。報知部５０は、着信の発生を音によりユーザに報知するものである。記憶部６０は、制
御部１００の制御プログラムや制御データ、電話番号、名称および顔写真などの画像デー
タを対応づけた電話帳データを記憶するとともに、送受信したメールデータや、当該移動
無線端末装置の設定に関わる説明データなどが記憶される。
【００１５】
　制御部１００は、当該移動無線端末装置の各部を統括して制御するものである。例えば
、制御部１００は、通信部１０が無線基地局から着信信号を受信した場合に、表示部３０
および報知部５０を制御して、着信の発生を報知するとともに、操作部４０を通じたユー
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ザの応答操作により、上記着信に応答する信号を通信部１０に送信させ、音声通信リンク
を確立する着信制御機能を備える。
【００１６】
　また制御部１００は、操作部４０を通じたユーザの発信要求に応じて、通信部１０を制
御して、ユーザが指定する電話番号への発信を行う発信制御機能や、この発信に伴って音
声通信リンクを確立する通信制御機能を備える。さらに制御部１００は、操作部４０を通
じたユーザの要求に応じて、記憶部６０が記憶するテキストデータを読み出して、表示部
３０に表示させる制御機能を備える。
【００１７】
　次に、上記構成の移動無線端末装置の動作について説明する。なお、以下の説明では、
無線基地局との間に通信リンクを確立する手順や、音声通信を実現するための制御、電話
帳データの登録や呼出、編集などの説明は省略し、記憶部６０が記憶するテキストデータ
を表示部３０に表示させる表示制御について説明する。
【００１８】
　図３は、上記表示制御を説明するフローチャートである。このフローチャートに示す処
理は、操作部４０を通じたユーザからの要求によって、図２に示したように、リスト表示
エリア３０ｂに複数の項目がリスト化されて表示される場合に開始される。なお、このフ
ローチャートに示す制御を実現するための制御プログラムは、記憶部６０に記憶される。
【００１９】
　この開始に伴い、制御部１００は、記憶部６０からユーザが指定する情報の項目を読み
出して、リスト表示エリア３０ｂにリスト化して表示する。また制御部１００は、リスト
表示エリア３０ｂに表示した項目のうち、最上段の項目にフォーカス３０ｃを対応づけて
表示する。
【００２０】
　まず、ステップ３ａにおいて制御部１００は、操作部４０を通じて、ユーザからフォー
カス３０ｃを移動させる要求が生じたか否かを判定する。ここで、ユーザからフォーカス
３０ｃを移動させる要求が生じたと判定した場合には、ステップ３ｂに移行し、一方、上
記要求が生じていないと判定した場合には、再びステップ３ａに移行して上記判定を行う
。なお、当該処理が開始された直後においては、ユーザからフォーカス３０ｃを移動させ
る要求が生じたと判定し、ステップ３ｂに移行する。
【００２１】
　ステップ３ｂにおいて制御部１００は、操作部４０を通じたユーザからの要求に応じた
位置に、フォーカス３０ｃを移動させて表示する。そして、フォーカス３０ｃが対応する
項目に対応づけられた説明文データを記憶部６０から読み出し、ステップ３ｃに移行する
。
【００２２】
　ステップ３ｃにおいて制御部１００は、ステップ３ｂで読み出した説明文データが２行
以内のデータ量か否かを判定する。ここで、上記説明文データが２行以内のデータ量の場
合には、ステップ３ｄに移行し、一方、上記説明文データが３行以上のデータ量の場合に
は、ステップ３ｅに移行する。
【００２３】
　ステップ３ｄにおいて制御部１００は、ステップ３ｂで読み出した説明文データをスク
ロール表示エリア３０ａに表示し、ステップ３ａに移行する。ここでの表示は、スクロー
ルを伴わない通常の表示が成される。
【００２４】
　一方、ステップ３ｅにおいて制御部１００は、ステップ３ｂで読み出した説明文データ
を、開始行から順にスクロールさせてスクロール表示エリア３０ａに表示させる自動スク
ロール表示処理を開始し、ステップ３ｆに移行する。
【００２５】
　図４、上記自動スクロール表示処理のイメージを示す。この図に示すように、自動スク
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ロール表示処理は、上記説明文データの全体を示す説明文全体ｅｘ上を、スクロール表示
エリア３０ａを移動させ、開始行から順に２行分に相当する内容を表示させるものである
。
【００２６】
　ステップ３ｆにおいて制御部１００は、操作部４０を通じて、ユーザからフォーカス３
０ｃを移動させる要求が生じたか否かを判定する。ここで、ユーザからフォーカス３０ｃ
を移動させる要求が生じたと判定した場合には、ステップ３ｇに移行し、一方、上記要求
が生じていないと判定した場合には、ステップ３ｈに移行する。
【００２７】
　ステップ３ｇにおいて制御部１００は、ステップ３ｅで開始した自動スクロール表示処
理を停止し、ステップ３ｂに移行する。
【００２８】
　一方、ステップ３ｈにおいて制御部１００は、スクロール回数ｎが予め設定した閾値Ｎ
以上か否かを判定する。ここで、スクロール回数ｎが予め設定した閾値Ｎ以上の場合には
、ステップ３ｊに移行し、一方、スクロール回数ｎが予め設定した閾値Ｎ未満の場合には
、自動スクロール表示処理を継続し、ステップ３ｉに移行する
　ステップ３ｉにおいて制御部１００は、スクロール回数ｎに「１」を加算し、自動スク
ロール表示処理を継続した状態で、ステップ３ｆに移行する。
【００２９】
　一方、ステップ３ｊにおいて制御部１００は、自動スクロール表示処理を最終行を含む
２行分がスクロール表示エリア３０ａに表示されるまで継続する。そして、最終行を含む
２行分が表示されると、自動スクロール表示処理を停止し、ステップ３ｋに移行する。
【００３０】
　ステップ３ｋにおいて制御部１００は、ステップ３ｂで読み出した説明文データのうち
、開始行を含む２行分の説明文データをスクロール表示エリア３０ａに通常表示する。そ
して、スクロール回数ｎを「０」にリセットし、ステップ３ａに移行する。
【００３１】
　なお、ステップ３ｋにおいて、自動スクロール表示処理を停止した後は、開始行を含む
２行分の説明文データをスクロール表示エリア３０ａに通常表示することに限定されるこ
となく、ステップ３ｂで読み出した説明文データの中から任意の部分を表示してもよいし
、この説明文を２行に簡略して文字・記号によるデータを新たに読み出して説明文のかわ
りに通常表示してもよい。
【００３２】
　以上のように、上記構成の移動無線端末装置では、リスト表示エリア３０ｂにリスト化
して表示した項目のうち、フォーカス３０ｃが対応する項目の説明文をスクロール表示エ
リア３０ａにて自動的にスクロールさせて表示する自動スクロール表示処理を実施し、こ
の処理を所定回数Ｎだけ繰り返すと、上記処理を停止するようにしている。
【００３３】
　したがって、上記構成の移動無線端末装置によれば、自動スクロールにより表示処理が
、延々と繰り返されることを防止できるので、バッテリ電力の浪費を防止することができ
る。
【００３４】
　なお、この発明は上記実施形態そのままに限定されるものではなく、実施段階ではその
要旨を逸脱しない範囲で構成要素を変形して具体化できる。また上記実施形態に開示され
ている複数の構成要素を適宜組み合わせることによって種々の発明を形成できる。また例
えば、実施形態に示される全構成要素からいくつかの構成要素を削除した構成も考えられ
る。さらに、異なる実施形態に記載した構成要素を適宜組み合わせてもよい。
【００３５】
　その一例として例えば、上記実施の形態では、説明文全体ｅｘを表示した回数ｎが所定
回数Ｎだけ繰り返された場合に、自動スクロール表示処理を停止するようにしたが、これ
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に代わって例えば、制御部１００は、自動スクロール表示処理を開始した時間を計時し、
開始から所定時間が経過した場合に、上記自動スクロール表示処理を停止するようにして
もよい。
【００３６】
　また上記実施の形態では、説明文全体ｅｘを表示した回数ｎが所定回数Ｎだけ繰り返さ
れた場合に、上記処理を停止して、ステップ３ｋにて開始行から２行分の説明文を通常表
示するようにしたが、これに加えて例えば、ステップ３ｋにて操作部４０を通じたユーザ
要求の発生を監視し、ユーザ要求に応じて、ステップ３ｅに移行し、上記自動スクロール
表示処理を再開するようにしてもよい。ここで再開される自動スクロール処理は、Ｎ回で
なく、１回だけや、Ｎ回以上繰り返すようにしてもよい。
【００３７】
　さらに、表示部３０にバックライトを設け、このバックライトを制御部１００により点
灯／消灯を制御するようにする。そして制御部１００は、通常の運用時には、操作部４０
を通じてユーザによる操作が行われてから、所定時間が経過した場合に、点灯していたバ
ックライトを消灯制御する。
【００３８】
　また上記自動スクロール表示処理を実施している場合には、上記バックライトを点灯さ
せ、自動スクロール表示処理の終了に合わせて、上記バックライトを消灯させるようにす
る。このようなバックライト制御によれば、バックライト点灯に伴う消費電力を軽減する
ことができる。
【００３９】
　そしてまた上記実施の形態では、自動スクロール表示処理をＮ回繰り返して行うものと
して説明したが、この繰り返し回数は、操作部４０を通じてユーザから予め指定された回
数とするようにしてもよい。時間により制御する場合には、操作部４０を通じてユーザか
ら予め指定された時間とするようにしてもよい。　
　その他、この発明の要旨を逸脱しない範囲で種々の変形を施しても同様に実施可能であ
ることはいうまでもない。
【図面の簡単な説明】
【００４０】
【図１】この発明に係わる移動無線端末装置の一実施形態の構成を示す回路ブロック図。
【図２】図１に示した移動無線端末装置の表示部に表示される情報の一例を示す図。
【図３】図１に示した移動無線端末装置の表示部の表示制御を説明するためのフローチャ
ート。
【図４】図３に示した処理においてなされる自動スクロール表示処理のイメージを説明す
るための図。
【符号の説明】
【００４１】
　１…アンテナ、１０…通信部、２０…音声処理部、２１…スピーカ、２２…マイクロホ
ン、３０…表示部、３０ａ…スクロール表示エリア、３０ｂ…リスト表示エリア、３０ｃ
…フォーカス、４０…操作部、５０…報知部、６０…記憶部、１００…制御部、ｅｘ…説
明文全体。
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