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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　ユーザインタフェースとそのユーザインタフェースに接続された制御ユニットとを備え
、前記ユーザインタフェースは、ディスプレイと、第１グループのキー及び第２グループ
のキーを有するキーパッドとを備え、前記第１グループのキーはアルファベットを含む文
字と数字からなるキーであり、前記第２グループのキーは操作キー及びスクロールキーを
含み、前記操作キーの機能は、前記制御ユニットによって制御されると共に前記ディスプ
レイの予め設定された区域に表示される、無線電話機において、
　該無線電話機には、デフォルト機能及びオプション機能群を有する固有の機能グループ
がそれぞれ関連せしめられる複数の状態が規定され、ここで前記複数の状態の第一のもの
に関連付けられる前記機能グループの構成は、前記複数の状態の第二のものに関連付けら
れる前記機能グループの構成とは異なっており、
　前記制御ユニットは、前記複数の状態間で状態移行があると、該移行後の状態に関連す
る前記機能グループに属する前記デフォルト機能を前記区域に表示すると共に、前記操作
キーの操作により該デフォルト機能が実行されるように該操作キーの機能を再定義し、さ
らに、前記移行後の状態に関連する前記機能グループの前記デフォルト機能と前記オプシ
ョン機能群とを切り替えうるように前記スクロールキーの機能を再定義し、
　ここで、前記複数の状態の少なくとも１つの状態への前記状態移行は前記第１グループ
に属するキーを押す時に発生し、前記複数の状態の別の少なくとも１つの状態への前記状
態移行はユーザの制御外で発生する、
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無線電話機。
【請求項２】
　前記第１グループのキーは、アルファベットを含む文字と数字からなるキーであって、
前記制御ユニットは、前記第１グループのキーの個別のキーが数字モードであるか、又は
、文字モードであるかを電話機の現在の状態に基づいて決定することを特徴とする請求項
１に記載の無線電話機。
【請求項３】
　前記制御ユニットは、状態の移行事象を検出すると、電話機の状態を移行させるととも
に、先行の状態及び検出した状態の移行事象の性質に応答して、前記操作キーの機能を再
定義することを特徴とする請求項１または２のいずれか１項に記載の無線電話機。
【請求項４】
　前記第２グループのキーが、さらに、１つ以上の入力した文字を消去する消去キーを備
えることを特徴とする請求項１乃至３のいずれか１項に記載の無線電話機。
【請求項５】
　呼出中及び到来呼出の検出に応じて、前記制御ユニットが、前記消去キーの機能を、入
力した文字の消去から、継続中の呼出の中断又は到来する呼出の拒否に変更することを特
徴とする請求項４に記載の無線電話機。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、ユーザインタフェース及びそのユーザインタフェースに接続した制御ユニッ
トとを備える無線電話機であって、前記ユーザインタフェースは、ディスプレイと、少な
くとも一つの操作キーとを有するキーパッドとを備え、前記少なくとも一つの操作キーの
機能を、前記制御ユニットによって制御するとともに、前記ディスプレイの予め設定され
た区域に表示する無線電話機に関する。
【０００２】
　用語「電話機」は、電磁波／無線波を通じて音声又はデータを有する信号を送信機／受
信機を備える他のユニットに送信することが出来る送信機／受信機を有する携帯すなわち
移動ユニットをカバーする。
【背景技術】
【０００３】
　例えば、携帯電話機である無線電話機の小型化が、ユーザによって要求されている。そ
の理由は、これによって携帯及び操作が容易となるからである。これは、必然的に電話機
のフロント（前面操作部）の面積を減少させることを意味し、マン－マシン－インタフェ
ース（ＭＭＩ）の主要部の基礎を形成するのはフロントであるので、これはそれに応じて
減少する。ユーザインタフェースは、命令を入力するキーパッドと、情報を表示するディ
スプレイと、音声信号をピックアップし及び送出するマイクロホン及び受話器とを備える
。
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　最近５～１０年は、このような電話機に著しい発展がみられ、この場合、この発展にイ
ンタフェースを対応して変化させることなく、多くの電話による多くの形態がアクセス可
能となっていた。これら形態が用いられる程度は、ユーザによって大きく変化する。
【課題を解決するための手段】
【０００５】
　上記課題を達成するために、本発明の無線電話機は、ユーザインタフェースとそのユー
ザインタフェースに接続された制御ユニットとを備え、ユーザインタフェースは、ディス
プレイと、スクロールキー及び操作キーを有するキーパッドとを備え、操作キーの機能は
、制御ユニットによって制御されると共にディスプレイの予め設定された区域に表示され
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、複数の状態をとることが可能である無線電話機において、予め設定した動作中の特定の
グループの状態は、それぞれの状態に関連付けられ、所定の状態に関連する予め設定した
動作は、操作キーによって実行され、制御ユニットは、動作のグループからある動作をデ
フォルト機能として表示させると共に、状態移行時にはスクロールキーの機能を再定義す
ることにより、スクロールキーはデフォルト機能の属する特定のグループの状態の機能間
をスクロールするよう動作することを特徴とする。
【０００６】
　キーパッドは、第１グループのキーと、操作キー及びスクロールキーを備える第２グル
ープのキーとを備え、電話機の状態の変化に応じて、制御ユニットは、第２グループのキ
ーの機能を再定義するとともに、ディスプレイの予め設定された区域に操作キーのデフォ
ルト機能を表示することを特徴とする。
【０００７】
　第１グループのキーは、アルファベットを含む文字と数字からなるキーであって、制御
ユニットは、第１グループのキーの個別のキーが数字モードであるか、又は、文字モード
であるかを電話機の現在の状態に基づいて決定することを特徴とする。
【０００８】
　制御ユニットは、状態の移行事象を検出すると、電話機の状態を移行させるとともに、
先行の状態及び検出した状態の移行事象の性質に応答して、操作キーの機能を再定義する
ことを特徴とする。
【０００９】
　第２グループのキーが、さらに、１つ以上の入力した文字を消去する消去キーを備える
ことを特徴とする。
【００１０】
　呼出中及び到来呼出の検出に応じて、制御ユニットが、消去キーの機能を、入力した文
字の消去から、継続中の呼出の中断又は到来する呼出の拒否に変更することを特徴とする
。
【００１１】
　ユーザインタフェースとそのユーザインタフェースに接続された制御ユニットとを備え
、ユーザインタフェースは、ディスプレイと、第１グループのキー及び第２グループのキ
ーを有するキーパッドとを備え、第１グループのキーは、複数のアルファベットを含む文
字と数字とから成るキーを有し、第２グループのキーは、操作キーを有し、操作キーの機
能は、制御ユニットによって制御されると共にディスプレイの予め設定された区域に表示
され、複数の状態を採ることが可能であり、アルファベットを含む文字と数字とから成る
キーの機能は、状態の少なくとも１つを入力する数字入力である無線電話機において、制
御ユニットは、少なくとも１つの状態で最初の桁の入力があったとき、数字操作関連機能
のグループを、操作キーに割り当てるように構成され、それによって、数字操作関連機能
が操作キーで実行され、少なくとも１つの操作キーに加えて、第２グループのキーが数字
操作関連機能のグループの幾つかの機能間をスクロールするスクロールキーを備えること
を特徴とする。
【００１２】
　また、数字操作関連機能のグループが、少なくとも入力された電話番号を保存する機能
を有し、好適には、電話帳に電話番号を保存する機能を有することを特徴とする。
【発明の効果】
【００１３】
　本発明によれば、多量の態様を犠牲にすることなく無線電話機の通常動作を容易にする
。
【発明を実施するための最良の形態】
【００１４】
　次に、本発明の無線電話機の実施の形態を図面を参照して詳細に説明する。
　図１は本発明の無線電話機の実施の形態における構成を示す正面図である。
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　図１において、一般的な電話機１はインタフェースを備え、このインタフェースは、キ
ーパッド２、ディスプレイ３、オン／オフボタン４、受話器５、及び、マイクロホン６を
有することは明らかである。キーパッド２は、アルファベットなどの文字と数字とからな
るキーの形態の第１群のキー７を有し、それによって、ユーザが、電話番号を入力し、テ
キストメッセージ（ＳＭＳ）を書き込み、（電話番号に関連する）名前を書き込むことが
出来るなどである。ユーザは主に電話機にデータを入力する（エントリー事象）ために第
１のキー群を用いる。
【００１５】
　キーパッド２は、第２群のキーを更に備え、この第２群のキーは、好適な実施の形態に
おいて、正に一つの操作キー８、すなわち、ソフトキーを備え、この機能は電話機の現在
の状態に依存する。操作キー８のデフォールト機能、又は、現在の機能は、ディスプレイ
３の予め設定された区域２１に表示される。好適な実施の形態において、第２群のキーは
、更にスクロールキー９を備え、これによって、ユーザが電話機のメニューループ中で、
あるアイテムから以前の又はこれに続くアイテムに選択的に飛び越して、その処理を実行
する。
【００１６】
　同時に、ユーザは、操作キーを作動させることによって、主メニューループに関連する
アイテムの下でサブメニューループにアクセスする。クリアキー１０を、例えば、短時間
押下することによって最後に入力した数字又は文字を消去するのに使用し、また、長時間
押すことによって、全番号又は単語を消去する。操作キー８のように、スクロールキー９
及びクリアキー１０を、好適にはある状態に再規定することが出来る。これは後程説明す
る。
【００１７】
　図３は、移動電話機の好適な実施の形態の最重要部を線図的に示し、その部分は、本発
明の理解に必須である。本発明による電話機の好適な実施の形態は、ＧＳＭネットワーク
に接続して用いるのに適合されるが、本発明を、セルラネットワーク、種々の形態のコー
ドレス電話システムのような他の電話ネットワークに接続するのに適用することも可能で
ある。マイクロホン６は、ユーザの音声を記録し、これによって形成されたアナログ信号
が、音声がオーディオコーデックユニット９ａで符号化される前にＡ／Ｄコンバータ７ａ
でＡ／Ｄ変換される。
【００１８】
　符号化された音声信号は、ＧＳＭ端末ソフトウェアをサポートする物理層プロセッサ１
０ａに転送される。物理層プロセッサ１０ａは、ディスプレイ３及びキーパッド２（並び
にＳＩＭ、データ、電源、ＲＡＭ、ＲＯＭ等）を備える装置の周辺ユニット１５に対する
インタフェースを形成する。物理層プロセッサ１０ａは、ベースバンドコンバータ１２及
びチャネルエコライザ１３を通じてＲＦ部１４と通信する。
【００１９】
　オーディオコーデックユニット９は信号を音声信号に複号化し、それを物理層プロセッ
サ１０ａからＤ／Ａコンバータ８ａを通じて受話器５に転送する。ユニット７ａ～１３は
、通常チップセットに集積され、このような市販のチップセットの一例は、Ｔｅｃｈｎｏ
ｌｏｇｙ　Ｐａｒｔｎｅｒｓｈｉｐ　（ＴＴＰ）からの関連のプロトコルソフトウェアを
有するＡｎａｌｏｇ　Ｄｅｖｉｃｅから供給されているＡＤ２０ｍｓｐ４１０ＧＳＭであ
る。
【００２０】
　好適な実施の形態においてそれ自体既知の方法で制御ユニットとして作用する物理層プ
ロセッサ１０ａを、ユーザインタフェースに接続する。したがって、電話機の動作を監視
するとともに、これに応答してディスプレイ３，２１を制御するのは物理層プロセッサ１
０ａである。したがって、状態変化事象の発生を検出するとともに電話機、したがって表
示テキストの状態を変えるのは、物理層プロセッサ１０ａである。
【００２１】
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　状態変化事象は、ユーザがキーパッドを押すときに（エントリー事象と称する）発生す
るおそれがあり、それは、電話機のネットワーク接続又は非ユーザ事象と称するユーザの
制御の及ばない他の事象によっても発生する。非ユーザ事象は、呼出セットアップ中の状
態変化、バッテリー電圧の変化、アンテナ状態の変化、ＳＭＳの受信のメッセージの変化
等を備える。
【００２２】
　本発明は、電話機が複数の予め設定した状態４０．１～４０．１ｎを仮定することが出
来るという概念に基づくものであり、それを図２に示す。複数の動作（オプション４１．
１～４１．ｎ）を、これら状態４０．１～４０．１ｎで実行することが出来る。状態４０
．１に到達するディスプレイ画像を、電話番号又は電話機の電話帳に記載される人名とす
ることが出来る。これを「状態」によって表す。この「状態」は「呼出到来」、「Ｅメー
ル呼出」、「Ｅメール受信」、「ＳＭＳ受信」等をカバーする。
【００２３】
　ディスプレイが電話番号を表示する場合、デフォールト機能４２．１～４２．ｎは「呼
出」となる。スクロールキー８によって、デフォールト機能から、デフォールト機能が属
する機能のグループに切り替えることが出来る。好適な実施の形態において、スクロール
キー８は、デフォールト機能、及び、あり得る機能のグループ（オプション）との間を切
り替える（トグルする）が、一度、このグループが操作キーによって選択されると、あり
得る機能のグループのアイテム間で切り替える。状態は、オプションによって切り替え（
トグル）動作とスクロール動作との間で維持される。
【００２４】
　図２から理解できるように、状態変化事象によって、ある状態から他の状態に変化する
。新状態は、旧状態と状態変化事象の性質とに依存する。確立された呼出（「呼出確立」
状態）中、操作キー８のデフォールト機能は、好適な実施の形態では「終了」となる。新
たに到来する呼出が「待機」であるとき、ユーザは、呼出を中断することなく、スクロー
ルキー９を用いて、「終了」、「参加」、「回答」及び「交換」のようなアイテムを有す
るオプションリストを発生させることが出来る。
【００２５】
　各状態４０．１．．．４０．ｎは、これらの状態に対して正にあり得る動作、すなわち
、オプション４１．１．．．４１．ｎの予め規定されたグループに関連している。一斉の
会議呼出の確立は、例えば、呼出が既に確立されたときにのみ実行される。デフォールト
機能４２．１．．．４２．ｎとして作用する好適な機能を、これらグループの各々に設計
する。
【００２６】
　この設計は、プログラミング中にプログラマによって、デフォールト機能のユーザの再
規定によって、又は、電話機それ自体によって行われ、その場合、電話機は個々の機能の
使用の頻度を記録するとともに、付加的にユーザの容認を用いるデフォールト機能として
各グループで最も頻繁に用いたものを指定する。
【００２７】
　電話機がその状態を変化すると、オプションキーを作動させるとデフォールト機能を実
行し、ユーザは、デフォールト機能とオプションの全グループとの間をスクロールキーに
よってトグルすることが出来る。オプションのグループをオペレーションキーによって選
択する場合、ユーザは、スクロールキーによってオプションのグループをスクロールする
とともに、オプションキーを用いて所望の（設計した）機能を選択することが出来る。
【００２８】
　操作キーを用いて機能を選択すると、物理層プロセッサ１０ａは関連のプログラムシー
ケンスを処理して、その機能を実行する。
【００２９】
　図４は、ディスプレイテキストを、操作したキーパッドのキーの表示とともに示す。デ
ィスプレイ３を、ディスプレイの予め設定された区域（ソフトキーディスプレイ）２１の
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強調されたバーとしてソフトキー８の機能を示す表示画像２０（「アイドルモード」状態
）を有する。アイドルモードのソフトキー８の機能は、電話機の主メニューループにアク
セスすることである。
【００３０】
　表示画像２０の上部は、関連のネットワークオペレータの表示（ここではＴＤＫ－ＭＯ
ＢＬＥ）を示す。表示画像２０は、アンテナ信号強度の指度及びバッテリー電圧を示す指
度を追加的に含むことが出来る。これらはデフォールト機能の説明に重要でないので、こ
れらは図示しない。
【００３１】
　ユーザが図１のアルファベットなどの文字と数字とからなるキーの形態の第１群のキー
７を入力すると、物理層プロセッサ１０ａはこれを記録し、電話機は「番号処理状態」に
変化する。デフォールト機能を、ここでは呼出確立とする。したがって、「呼出」はソフ
トキーのディスプレイ２１に表示される。電話機がアイドルモードから変わるとき、オペ
レータ表示が消え、入力された文字が表示画像２１の主区域２３に表示される。
【００３２】
　複数の番号が入力されると、最初に入力された番号の後に入力されたものとして、これ
ら複数の番号が表示される。ソフトキー８を作動させると、物理層１０
ａの制御の下で電話機を「呼出確立状態」に変化する呼出を確立することを試み、
ソフトキー８の新機能「終了」を表示画像２１に表示する。呼出の確立を試みるディスプ
レイを同時に示し、これを表示「呼出中」によって行う。確立すべき接続を行う番号を、
ディスプレイの主区域に表示する。
【００３３】
　呼出が確立されると、これをディスプレイのトップで表示「接続」及び呼出が確立され
ることによる電話機の表示によって示す。図中の分岐から理解できるように、プロセッサ
が関連の電話帳の番号を識別する場合、この表示を、主区域の電話番号又はネームコード
２３ａとすることが出来る。ソフトキー８のデフォールト機能は「終了」のままであり、
これをソフトキーの表示画像２１に示す。もう一度、ソフトキー８を作動させると、その
呼出が中断され、電話機は、アイドルモードの表示画像２０の「アイドルモード状態」に
戻る。
【００３４】
　図５は、対応するシナリオを示す。ここで、ユーザは、主メニューループの下で電話機
の電話帳にアクセスするためにアイドルモード表示画像２０からキースクロール９を用い
るよう決定し、これによって、電話帳の最初の格納位置の電話番号及びネームコードを表
示画像に表示する。電話機は、「番号処理状態」に変わり、操作キー８の新たなデフォー
ルト機能「呼出」が、ソフトキーの表示画像２１に表示される。
【００３５】
　スクロールキー９の継続的な使用によって、ユーザは、ユーザが所望する番号を見つけ
るまで電話帳をスクロールすることが出来る。操作キー８がデフォールト機能として「呼
出」機能を維持するので、呼出を、操作キー８を押すことによって確立したままにするこ
とが出来る。その後、図４に関連して説明したように、呼出を確立し及び終了することが
出来る。
【００３６】
　図６は、到来する呼出を表示する方法を示す。電話機が呼出到来を記録すると、物理層
プロセッサは、非ユーザ事象としてこれを検出し、電話機は、「アイドルモード状態」か
ら「呼出到来状態」に変化し、その結果、表示画像２０は新たな表示画像２４に変化する
。呼び出している電話機は、電話番号（右側の分岐）又は名前のコード（左側の分岐）に
よって識別され、それは電話番号の電話帳から認識される。
【００３７】
　ある場合には、呼び出している電話機を識別することが出来ない。したがって識別フィ
ールドは空である（図示せず）。操作キー８は、物理層プロセッサ１０ａの制御の下で新
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たなデフォールト機能を仮定し、同時に、本実施の形態では、新たなデフォールト機能は
呼出に回答する（「回答」）。呼出が確立されると、電話機は「呼出確立状態」に変わり
、表示画像は、呼び出している電話機の名前のコードを表示し、又は、名前のコードが認
識されない場合には呼出が生じたことのみを表す。
【００３８】
　この状態において、操作キー８のデフォールト機能は「終了」となり、この終了をソフ
トキーの表示画像２１に表示し続ける。操作キー８が操作されると、呼出が中断され、電
話機は、アイドルモードの表示画像２０で「アイドルモード」に戻る。
【００３９】
　図７は、到来する呼出が検出されるとともに電話機がデフォールト機能「回答」で「呼
出到来状態」に変わったときに表示画像２０，２４を変化する方法を対応して示す。ユー
ザが呼出に回答することを所望しない場合、ユーザは、ｃキーを押すことによって呼出を
拒否し、又は、ボイスメールに転換する態様を有する場合には呼出をボイスメールに転換
する。この際、電話機は、アイドルモード表示画像２０で「アイドルモード状態」に戻る
。
【００４０】
　図９は、操作キー８を押すことによって表示画像２０（アイドルモード表示）での「ア
イドルモード状態」から主メニューに変更できる方法を示す。ここで、電話機へのアクセ
スをデフォールトとして表す。ユーザがこれを選択すると、ユーザは、表示画像２６を通
じて電話帳の個々のサブメニューアイテム間で選択することが出来る。
【００４１】
　「アイドルモード状態」において、ユーザが代わりに電話番号を入力し始めると、電話
機は、デフォールト機能としての「呼出」のある表示画像２７での「番号処理状態」に変
化する。ユーザは、スクロールキー９によってこの状態（表示画像２８）のあり得る機能
に切り替え、これら機能は、電話帳の査定メニューアイテム（表示画像２６）を備える。
また、ユーザが「番号処理状態」のデフォールト機能を選択する場合、電話機は呼出の確
立を開始する（表示画像２９）。
【００４２】
　電話機がアイドルモードであるとき、電話機は、接続を維持するためにページングメッ
セージを通じて規則的な間隔で固定局と通信し、バッテリー、キーパッド等の形態の周辺
ユニットを監視する。これらの動作を制御するのはマイクロプロセッサ１０ａであり、そ
れが事象を検出すると、それは、電話機がその状態を例えば「アイドルモード状態」から
「呼出到来状態」に変更すべきであるか否かを検査する。
【００４３】
　図８は、このプロセスを示し、この場合、ステージ１のプロセッサは、生じた事象を監
視し及び検出する。検出した事象が状態変化事象でない場合、プロセッサは、検索ステー
ジに戻るとともに、新事象を検索する。プロセッサが、決定ステージ３２で、状態変化事
象として事象を識別すると、プロセッサはステージ３３で新状態を識別し、それは、状態
ツリーによって生じ、旧表示テキストを、新テキストの新デフォールト機能表示に置換し
、これがステージ３４で生じる。
【００４４】
　電話機の機能を単一操作キーによって非常に良好に制御された好適な実施の形態を示し
たが、タッチ感知ディスプレイに付加的に統合された第２グループのキーの二つ以上の操
作キーを用いることも予測する。
【００４５】
　既に説明したように、種々の変形が本発明の範囲内で可能であることは当業者には明ら
かである。
【００４６】
　本開示の範囲は、顕在的又は潜在的な新規な特徴及びその組合せを含み、その一般化は
、それが請求項の発明に関するものであるか否かにかかわらず、本発明によって指摘され
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れる他の任意の用途の実行する間に新たな請求項を形成することが出来ることを知らせる
。
【図面の簡単な説明】
【００４７】
【図１】本発明によるユーザインタフェースを有する携帯電話機の好適な実施の形態にお
ける正面図である。
【図２】電話機の状態間の切替状態を説明するための図である。
【図３】本発明の理解に必要な携帯電話機のハードウェア部の線図である。
【図４】呼出確立に関連した表示画像のシーケンスを示す図である。
【図５】呼出確立に関連した表示画像の他のシーケンスを示す図である。
【図６】呼出回答に関連した表示画像のシーケンスを示す図である。
【図７】呼出拒否に関連した表示画像のシーケンスを示す図である。
【図８】本発明による電話機の制御ユニットの決定プロセスを表わすフローチャートであ
る。
【図９】呼出確立に関連した表示画像のシーケンス及び電話帳のアクセス状態を説明する
ための図である。
【符号の説明】
【００４８】
　　　　１　電話機
　　　　２　キーパッド
　　　　３　ディスプレイ
　　　　４　オン／オフボタン
　　　　５　受話器
　　　　６　マイクロホン
　　　　７　第１群のキー
　　　　７ａ　Ａ／Ｄコンバータ
　　　　８　操作キー
　　　　８ａ　Ｄ／Ａコンバータ
　　　　９　スクロールキー
　　　　９ａ　オーディオコーデックユニット
　　　１０　クリアキー
　　　１０ａ　物理層プロセッサ
　　　１２　ベースバンドコンバータ
　　　１３　チャネルエコライザ
　　　１４　ＲＦ部
　　　２０，２４，２６，２７，２８，２９　表示画像
　　　２１　区域
　　　２３　主区域
　　　４０．１．．．４０．ｎ　状態
　　　４１．１．．．４１．ｎ　オプション
　　　４２．１．．．４２．ｎ　デフォールト機能
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