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(57)【要約】
アプリケーションエリアを有するディスプレイを備える
移動通信端末。アプリケーションエリアは、少なくとも
二つの不均等なサイズの区分に分割される。それぞれの
アプリケーションエリア区分に分配されるアプリケーシ
ョンエリアのサイズは、ユーザー入力に応じてダイナミ
ックに制御される。
【選択図】図１１
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　移動通信端末であって、
　表示コンポーネントおよび入力コンポーネントを含むユーザーインターフェースと、
　前記入力コンポーネントを通してユーザーからの入力を受けるよう、また前記端末上で
アプリケーションを動作させるよう設定されることを含んで前記端末の動作を制御するよ
う設定されるプロセッサとを備え、
　前記プロセッサはまた、アプリケーションが前記端末上で動作している場合、前記表示
コンポーネント上に二つ以上のアプリケーションエリア区分により分割されたアプリケー
ションエリアを示すよう設定されており、
　前記プロセッサはさらに、前記分割されたアプリケーションエリア内に示される相対的
に大きなアプリケーションエリア区分として、前記アプリケーションエリア区分の最初の
区分を少なくとも一時的に定義するよう、また同時に、前記分割されたアプリケーション
エリア内に示される相対的に小さなアプリケーションエリア区分として、前記アプリケー
ションエリア区分の相補的な区分を少なくとも一時的に定義するよう設定されており、
　前記プロセッサはさらに、前記分割されたアプリケーションエリア内に示される相対的
に小さなアプリケーションエリア区分として、前記アプリケーションエリア区分の前記最
初の区分を少なくとも一時的に再定義するよう、また同時に、ユーザー入力に応じて、前
記分割されたアプリケーションエリア内に示される相対的に大きなアプリケーションエリ
ア区分として、前記アプリケーションエリア区分の前記相補的な区分を少なくとも一時的
に再定義するよう設定されており、
　前記プロセッサは、前記分割されたアプリケーションエリア内の前記相対的に大きなア
プリケーションエリア区分および前記相対的に小さなアプリケーションエリア区分との間
のそれぞれのエリアの割合を分配するよう設定される、
移動通信端末。
【請求項２】
　前記アプリケーションエリア区分の第一の区分は、項目の1つが強調表示された複数の
選択可能な項目を表示し、前記アプリケーションエリア区分の第二の区分は、強調表示さ
れた項目の詳細を表示する、請求項1に記載の移動通信端末。
【請求項３】
　前記プロセッサは、前記ユーザーが前記アプリケーションエリア区分の前記第一の区分
内で選択可能な項目を選択する場合、前記相対的に大きなアプリケーションエリア区分と
して前記アプリケーションエリア区分の前記第二の区分を再定義するよう構成される、請
求項2に記載の移動通信端末。
【請求項４】
　前記プロセッサは、前記アプリケーションエリア区分の前記第二の区分が、前記相対的
に大きなアプリケーションエリア区分であり、また前記ユーザーが前記アプリケーション
エリア区分の第二の区分内で、項目またはオブジェクトを選択する場合、前記相対的に大
きなアプリケーションエリア区分として、前記アプリケーションエリア区分の前記第一の
区分をその次に再定義するよう構成される、請求項3に記載の移動通信端末。
【請求項５】
　前記アプリケーションエリア区分の前記第二の区分が、前記相対的に大きなアプリケー
ションエリア区分である場合、前記アプリケーションエリア区分の前記第二の区分に表示
される情報の少なくとも一部が、選択可能な項目の形態である、請求項3または4に記載の
移動通信端末。
【請求項６】
　前記アプリケーションエリア区分の前記第二の区分が、前記相対的に大きなアプリケー
ションエリア区分になる場合、前記アプリケーションエリア区分の前記第一の区分内で選
択される前記項目に関する情報量が増加せしめられる、請求項4または5に記載の移動通信
端末。
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【請求項７】
　前記表示コンポーネントおよび前記入力コンポーネントは、タッチスクリーンを備える
、請求項1から6のいずれかに記載の移動通信端末。
【請求項８】
　前記プロセッサは、前記分割されたアプリケーションエリア上であって同時に前記タッ
チスクリーン上である場所に一つ以上のコマンドボタンを表示するよう構成される、請求
項7に記載の移動通信端末。
【請求項９】
　前記プロセッサは、一つ以上の既定のアプリケーションエリアの一つが、前記相対的に
大きなアプリケーションエリア区分である場合のみ、前記タッチスクリーン上に一つ以上
のコマンドボタンを表示するよう構成され、また前記コマンドボタンを表示するために使
用されるエリアは、前記分割されたアプリケーションエリアから取られる、請求項7に記
載の移動通信端末。
【請求項１０】
　前記コマンドボタンの機能および数は、前記アプリケーションエリア区分のそれぞれに
対して特有である、請求項9に記載の移動通信端末。
【請求項１１】
　前記アプリケーションは電話帳またはアドレス帳であり、また前記アプリケーションエ
リア区分の一つは、その一つが強調表示された、選択可能な電話帳またはアドレス帳登録
のリストを表示し、また前記アプリケーションエリア区分のもう一つは、前記強調表示さ
れた電話帳またはアドレス帳登録に関する詳細を表示する、前記請求項7に記載の移動通
信端末。
【請求項１２】
　前記アプリケーションはメッセージングアプリケーションであり、また前記アプリケー
ションエリア区分の一つは、その一つが強調表示された、受信、送信、削除または下書き
されたメッセージのリストを表示し、また前記アプリケーションエリア区分のもう一つは
、前記強調表示されたメッセージに関する詳細を表示する、請求項7から10のいずれかに
記載の移動通信端末。
【請求項１３】
　表示コンポーネントおよび入力コンポーネントを有する移動通信端末のユーザーインタ
ーフェースを操作する方法であって、
　アプリケーションを動作せしめるステップと、
　前記表示コンポーネント上に、二つ以上のアプリケーションエリア区分により分割され
たアプリケーションエリアを示すステップと、
　前記分割されたアプリケーションエリア内に示される相対的に大きなアプリケーション
エリア区分として、前記アプリケーションエリア区分の最初の区分を一時的に定義し、ま
た同時に、前記分割されたエリア内に示される相対的に小さなアプリケーションエリア区
分として、前記アプリケーションエリア区分の相補的な区分を少なくとも一時的に定義す
るステップと、
　前記分割されたアプリケーションエリア内に示される相対的に小さなアプリケーション
エリア区分として、前記アプリケーションエリア区分の前記最初の区分を一時的に再定義
し、また同時に、ユーザー入力に応じて、前記分割されたアプリケーションエリア内に示
される相対的に大きなアプリケーションエリア区分として、前記アプリケーションエリア
区分の前記相補的な区分を少なくとも一時的に再定義するステップと、
　前記分割されたアプリケーションエリア内の前記相対的に大きなアプリケーションエリ
ア区分および前記相対的に小さなアプリケーションエリア区分との間のそれぞれのエリア
の割合を分配するステップと、
を含む方法。
【請求項１４】
　前記アプリケーションエリア区分の第一の区分内で、項目の一つが強調表示された複数
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の選択可能な項目を表示するステップと、前記アプリケーションエリア区分の第二の区分
内で、前記強調表示された項目の詳細を表示するステップをさらに含む、請求項13に記載
の方法。
【請求項１５】
　前記ユーザーが、前記アプリケーションエリア区分の前記第一の区分内で選択可能な項
目を選択する場合、前記相対的に大きなアプリケーションエリア区分として前記アプリケ
ーションエリア区分の前記第二の区分を再定義するステップをさらに含む、請求項14に記
載の方法。
【請求項１６】
　前記アプリケーションエリア区分の前記第二の区分が、前記相対的に大きなアプリケー
ションエリア区分であり、また前記ユーザーが前記アプリケーションエリア区分の第二の
区分内で、項目またはオブジェクトを選択する場合、前記相対的に大きなアプリケーショ
ンエリア区分として、前記アプリケーションエリア区分の前記第一の区分をその次に再定
義するステップをさらに含む、請求項15に記載の方法。
【請求項１７】
　前記アプリケーションエリア区分の前記第二の区分が、前記相対的に大きなアプリケー
ションエリア区分である場合、前記アプリケーションエリア区分の前記第二の区分内にあ
る情報の少なくとも一部を選択可能な項目の形態で表示するステップをさらに含む、請求
項15または16に記載の方法。
【請求項１８】
　前記アプリケーションエリア区分の前記第二の区分が、前記相対的に大きなアプリケー
ションエリア区分になる場合、前記アプリケーションエリア区分の前記第一の区分内で選
択される前記項目に関する情報量を増加せしめるステップをさらに含む、請求項16または
17に記載の方法。
【請求項１９】
　前記表示コンポーネントおよび前記入力コンポーネントは、タッチスクリーンを備える
、請求項13から18に記載の方法。
【請求項２０】
　前記分割されたアプリケーションエリア上であって同時に前記タッチスクリーン上であ
る場所に、一つ以上のコマンドボタンを表示するステップをさらに含む、請求項19に記載
の方法。
【請求項２１】
　一つ以上の既定のアプリケーションエリアの一つが、前記相対的に大きなアプリケーシ
ョンエリア区分である場合のみ、前記タッチスクリーン上に一つ以上のコマンドボタンを
表示するステップと、前記分割されたアプリケーションエリアから、前記コマンドボタン
を表示するために使用される前記エリアを取るステップをさらに含む、請求項19に記載の
方法。
【請求項２２】
　コマンドボタンの機能および数は、前記アプリケーションエリア区分のそれぞれに対し
て特有である、請求項19に記載の方法。
【請求項２３】
　表示コンポーネントおよび入力コンポーネントを備えた移動通信端末を制御する指示で
あって、該移動通信端末を、
　アプリケーションが動作している場合、前記表示コンポーネント上に二つ以上のアプリ
ケーションエリア区分により分割されたアプリケーションエリアを示し、
　前記分割されたアプリケーションエリア内に示される相対的に大きなアプリケーション
エリア区分として、前記アプリケーションエリア区分の最初の区分を一時的に定義し、ま
た同時に、前記分割されたエリア内に示される相対的に小さなアプリケーションエリア区
分として、前記アプリケーションエリア区分の相補的な区分を少なくとも一時的に定義し
、
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　前記分割されたアプリケーションエリア内に示される相対的に小さなアプリケーション
エリア区分として、前記アプリケーションエリア区分の前記最初の区分を一時的に再定義
し、また同時に、ユーザー入力に応じて、前記分割されたアプリケーションエリア内に示
される相対的に大きなアプリケーションエリア区分として、前記アプリケーションエリア
区分の前記相補的な区分を少なくとも一時的に再定義し、
　前記分割されたアプリケーションエリア内の前記相対的に大きなアプリケーションエリ
ア区分および前記相対的に小さなアプリケーションエリア区分との間のそれぞれのエリア
の割合を分配する、
ように制御するための指示を格納する、
コンピュータ可読の媒体。
【請求項２４】
　前記割合は1:1よりも大きくかつ1:0よりも小さく、前記割合は好ましくは3:2と9:1の間
の範囲にある、請求項23に記載のコンピュータ可読の媒体。
【請求項２５】
　前記割合は、それぞれのアプリケーションエリア区分に表示されている情報のタイプま
たは量に応じて再定義される、請求項24に記載のコンピュータ可読の媒体。
【請求項２６】
　移動通信端末のユーザーインターフェースの表示エリアを分配する方法であって、
　前記端末内に格納されているアプリケーションを初期化するステップと、
　一次エリアとして前記ユーザーインターフェースの一部を指定するステップと、
　二次エリアとして前記ユーザーインターフェースの他の部分を指定するステップと、
　前記ユーザーインターフェースの初期状態において、前記二次エリアと比して、前記ユ
ーザーインターフェースの表示エリアの相対的に大きな部分を前記一次エリアに分配する
ステップと、
　前記一次エリアに、ユーザーが選択可能な項目のリストを表示するステップと、
　前記二次エリアに、前記ユーザーが選択可能な項目のうち強調表示された項目のコンテ
ンツの少なくとも一部を表示するステップと、
　前記ユーザーインターフェースの第二状態において、前記二次エリアのサイズを拡大し
、それに対応して前記一次エリアのサイズを縮小するステップであって、前記ユーザーが
選択可能な項目のうち前記強調表示された項目の選択が行われると、前記第一の状態から
前記第二の状態への移行がすぐに発生するステップと、
　前記拡大された二次エリアに、前記ユーザーが選択可能な項目のうち前記選択された項
目のコンテンツを表示するステップと、
　前記縮小された一次エリアに、前記ユーザーが選択可能な項目の少なくもと一部を表示
するステップと、
を含む方法。
【請求項２７】
　前記縮小された一次エリアを選択するステップと、
　前記縮小された一次エリアのサイズを前記初期状態に再分配するステップと、
　前記拡大された二次エリアのサイズを前記初期状態に再分配するステップと、
をさらに含む、請求項26に記載の方法。
【請求項２８】
　表題のための前記ユーザーインターフェースのエリアを分配するステップをさらに含み
、前記表題のための前記エリアは、前記一次エリアまたは前記二次エリアの一つと隣接し
ている、請求項26に記載の方法。
【請求項２９】
　ユーザーが選択可能な少なくとも一つのコマンドキーを表示するステップをさらに含み
、前記少なくとも一つのコマンドキーは前記アプリケーションと関連付けられる、請求項
26に記載の方法。
【請求項３０】
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　前記一次エリア内のユーザーが選択可能な項目の前記リストから選択されたオブジェク
トを識別するステップと、
　前記選択されたオブジェクトのコンテンツを表示するために必要な表示エリアを決定す
るステップと、をさらに含み、また前記第二の状態において、
　　前記選択されたオブジェクトのコンテンツを表示するために必要な前記表示エリアに
釣り合うように対応すべく前記二次エリアのサイズを再分配するステップと、
　　前記二次エリアの前記サイズの前記再分配に比例するように前記一次エリアのサイズ
を縮小するステップと、
を含む、請求項26に記載の方法。
【請求項３１】
　前記縮小された一次エリアが選択されると、前記一次エリアの前記サイズおよび前記二
次エリアの前記サイズを前記初期状態に再分配するステップをさらに含む、請求項30に記
載の方法。
【請求項３２】
　前記第一の状態から前記第二の状態への移行の間、前記二次エリアの前記サイズの拡大
と前記一次エリアの前記サイズの縮小を同時に行うステップをさらに含む、請求項26に記
載の方法。
【請求項３３】
　前記初期状態において、前記初期状態の前記一次エリアのサイズは、前記二次エリアの
サイズより約2倍から3倍大きい、請求項26に記載の方法。
【請求項３４】
　前記初期状態において、二次エリアに対する一次エリアのサイズの割合を約2:1より大
きくなるように分配するステップをさらに含む、請求項26に記載の方法。
【請求項３５】
　前記第二の状態において、一次エリアに対する二次エリアのサイズの割合を約2:1より
大きくなるように分配するステップをさらに含む、請求項26に記載の方法。
【請求項３６】
　前記初期状態において、前記一次エリア内のリスト一覧および前記二次エリア内の強調
表示されたリスト項目のプレビュー一覧を表示するステップをさらに含む、請求項26に記
載の方法。
【請求項３７】
　前記第二の状態において、前記二次エリア内の前記選択された項目の詳細な情報一覧お
よび前記一次エリア内の縮小されたリスト一覧を表示するステップをさらに含む、請求項
26に記載の方法。
【請求項３８】
　前記第二の状態において、前記第二の状態の前記二次エリアのサイズは、前記一次エリ
アのサイズより約2倍から3倍大きい、請求項26に記載の方法。
【請求項３９】
　前記第二の状態において、前記二次エリアの好ましいエリアサイズが得られるまで、前
記二次エリアは拡大して前記一次エリアと置き換わる、請求項26に記載の方法。
【請求項４０】
　前記ユーザーインターフェースが前記第二の状態から前記第一の状態へ移行している場
合、前記一次エリアのサイズが増加するにつれて、前記一次エリアは前記二次エリアと置
き換わるステップさらに含む、請求項26に記載の方法。
【請求項４１】
　前記第一の状態から前記第二の状態への移行の間、前記二次エリアのサイズの変化およ
び前記一次エリアのサイズの変化が同時に発生する、請求項26に記載の方法。
【請求項４２】
　移動通信端末のためのユーザーインターフェースであって、
　一次表示エリアと、
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　二次表示エリアであって、初期状態において、前記一次表示エリアに比べ前記ユーザー
インターフェースの相対的に小さな部分が分配される、二次表示エリアと、
　強調表示されまた選択されることができる、前記一次表示エリア内のユーザーが選択可
能な少なくとも一つの項目と、を備え、
　前記一次表示エリア内のユーザーが選択可能な少なくとも一つの項目が強調表示される
と、前記強調表示された項目に関連づけられた詳細の少なくとも一部が、前記二次表示エ
リア内に表示される、ユーザーインターフェース。
【請求項４３】
　前記ユーザーインターフェースの第二の状態をさらに備え、該第二の状態は、
　前記一次表示エリア内のユーザーが選択可能な少なくとも一つの項目の一つが選択され
ると、前記第二の状態において前記選択された項目のコンテンツを表示する、拡大された
二次表示エリアと、
　前記拡大される二次エリアのサイズの増大に対応する量だけサイズを縮小される、縮小
された一次表示エリアであって、前記初期状態からユーザーが選択可能な少なくとも一つ
の項目の一部分のみを表示する、縮小された一次表示エリアと、
　前記ユーザーインターフェースの一部分における少なくとも一つのコマンド選択キーで
あって、前記ユーザーが選択可能な少なくとも一つの項目に関連づけられているアプリケ
ーションに関連づけられている、コマンド選択キーと、
を備える、請求項42に記載のユーザーインターフェース。
【請求項４４】
　前記一次および二次表示エリアの一つに隣接している表題エリアをさらに備える、請求
項43に記載のユーザーインターフェース。
【請求項４５】
　ダイナミックにサイズを変更できる第一の部分と、
　前記第一の部分のサイズの変化に反比例するように反応する、ダイナミックにサイズを
変更できる第二の部分と、
　前記第一の部分が前記第二の部分の表示エリアよりも大きな表示エリアを有する、第一
の状態と、
　前記第一の部分の前記表示エリアが前記第二の部分の表示エリアの拡大に応じて縮小す
る、第二の状態と、
を含む、グラフィカルユーザーインターフェース用の表示。
【請求項４６】
　前記第一の状態に関連づけられる少なくとも一つのコマンドボタンをさらに備える、請
求項45に記載の表示。
【請求項４７】
　前記第二の状態に関連づけられる少なくとも一つのコマンドボタンをさらに備え、前記
コマンドボタンは、前記ユーザーインターフェースが前記第二の状態に入るまで、前記ユ
ーザーに対し可視的ではない、請求項45に記載の表示。
【請求項４８】
　前記第一の状態および前記第二の状態は、相互排他的である、請求項45に記載の表示。
【請求項４９】
　前記第一の部分または前記第二の部分の一つに隣接するよう位置する表題エリアをさら
に備える、請求項45に記載の表示。
【請求項５０】
　前記第一の状態における前記第一の部分は、ユーザーが選択可能なオブジェクトのリス
ト一覧を備え、前記第一の状態における前記第二の部分は、前記リスト一覧内の強調表示
されたオブジェクト用のプレビュー画面を備え、前記プレビュー画面は、前記強調表示さ
れたオブジェクトに関連づけられるデータの少なくとも一部を表示する、請求項45に記載
の表示。
【請求項５１】
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　前記第二の状態における前記第一の部分は、ユーザーが選択可能なオブジェクトの前記
リスト一覧の部分的な一覧を備え、前記第二の状態ある前記第二の部分は、前記選択され
たオブジェクトに関連づけられるデータの詳細な一覧を備える、請求項45に記載の表示。
【請求項５２】
　第一の部分の第二の部分に対するエリアサイズの割合は、前記第一の状態で2:1より大
きい、請求項45に記載の表示。
【請求項５３】
　第二の部分の第一の部分に対するエリアサイズの割合は、前記第二の状態で2:1より大
きい、請求項45に記載の表示。
【請求項５４】
　コンピュータプログラム製品であって、
　端末内に格納されているアプリケーションをコンピュータに初期化させるための、コン
ピュータ可読のコード手段を統合したコンピュータ使用可能な媒体を有し、前記コンピュ
ータプログラム製品内の前記コンピュータ可読のコード手段は、
　コンピュータに一次エリアとして前記ユーザーインターフェースの一部を指定させるた
めのコンピュータ可読のプログラムコード手段と、
　コンピュータに二次エリアとして前記ユーザーインターフェースの別の部分を指定させ
るためのコンピュータ可読のプログラムコード手段と、
　前記ユーザーインターフェースの初期状態において、コンピュータに、前記ユーザーイ
ンターフェースの表示エリアにおいて前記二次エリアに対して相対的に大きな部分を前記
一次エリアに分配させるためのコンピュータ可読のプログラムコード手段と、
　コンピュータに、前記一次エリアにおいて、ユーザー選択可能な項目のリストを表示さ
せるためのコンピュータ可読のプログラムコード手段と、
　前記ユーザー選択可能な項目が前記一次エリアで強調表示される場合、コンピュータに
、前記ユーザー選択可能な項目の一つのコンテンツの少なくとも一部を前記二次エリア内
に表示させるためのコンピュータ可読のプログラムコード手段と、
　前記ユーザー選択可能な項目が選択される場合、コンピュータを第二の状態へ移行させ
るためのコンピュータ可読のプログラムコード手段であって、前記第二の状態は、前記二
次エリアのサイズの拡大と、それに対応した前記一次エリアのサイズの縮小とを含む、コ
ンピュータ可読のプログラムコード手段と、
　コンピュータに、前記選択されたユーザー選択可能な項目のコンテンツを前記拡大され
た二次エリアに表示させるためのコンピュータ可読のプログラムコード手段と、
　コンピュータに、前記ユーザー選択可能な項目の少なくとも一部を前記縮小された一次
エリアに表示させるためのコンピュータ可読のプログラムコード手段と、
を含む、コンピュータプログラム製品。
【請求項５５】
　製造品であって、
　前記端末内に格納されているアプリケーションをコンピュータに初期化させるための、
統合されているコンピュータ可読のプログラムコード手段を有するコンピュータ使用可能
な媒体を備え、前記製造品内の前記コンピュータ可読のコード手段は、
　コンピュータに一次エリアとして前記ユーザーインターフェースの一部を指定させるた
めのコンピュータ可読のプログラムコード手段と、
　コンピュータに二次エリアとして前記ユーザーインターフェースの別の部分を指定させ
るためのコンピュータ可読のプログラムコード手段と、
　前記ユーザーインターフェースの初期状態において、コンピュータに、前記二次エリア
に対し前記ユーザーインターフェースの表示エリアの相対的に大きな部分を前記一次エリ
アに分配させるためのコンピュータ可読のプログラムコード手段と、
　コンピュータに前記一次エリアのユーザーが選択可能な項目のリストを表示させるため
のコンピュータ可読のプログラムコード手段と、
　前記ユーザーが選択可能な項目が前記一次エリアで強調表示される場合、コンピュータ
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に、前記二次エリア内に前記ユーザーが選択可能な項目の一つのコンテンツの少なくとも
一部を表示させるためのコンピュータ可読のプログラムコード手段と、
　前記ユーザーが選択可能な項目の一つが選択される場合、コンピュータに前記二次エリ
アのサイズを拡大させ、それに対応して第二の状態にある一次エリアのサイズを縮小させ
るためのコンピュータ可読のプログラムコードと、
　コンピュータに、前記拡大された二次エリアに前記選択されたユーザーが選択可能な項
目のコンテンツを表示させるためのコンピュータ可読のプログラムコード手段と、
　コンピュータに、前記縮小された一次エリアに前記ユーザーが選択可能な項目の少なく
とも一部を表示させるためのコンピュータ可読のプログラムコード手段と、
を含む、製造品。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、グラフィカルユーザーインターフェースを有する移動通信端末およびユーザ
ーインターフェースを操作する方法に関する。
【背景技術】
【０００２】
　移動通信端末、例えば、携帯電話、携帯端末（Personal Digital Assistants, PDA）な
どは、コンピュータワークステーションまたはPCとほとんど同様の機能性を提供するコン
ピュータ端末へと発展してきた。これらの移動.端末は、オフィスアプリケーション、イ
ンターネットブラウザまたはゲームプラットフォームなどを含む。
【０００３】
　現在、最も進歩している移動通信端末の多くは、ワークステーションおよびPCで使用さ
れるグラフィカルユーザーインターフェース（Graphical User Interface, GUI)と類似し
たGUIを使用して操作される。しかしながら、移動通信端末は一般に、マウスのようなポ
インタデバイスが欠けており、また本質的に有効表示エリアがコンピュータワークステー
ションおよびPCに比べて極めて小さい。
【０００４】
　そのため、Symbian Series 6またはSmartphone（登録商標） 用Windows （登録商標）M
obile 2003 ソフトウェアなどの移動通信端末用の従来のGUIは、一度に一つのウィンドウ
しか表示せず、この単一のウィンドウでは、PCまたはワークステーション用GUIにおける
匹敵するウィンドウに比べ、含まれる情報が極めて少ない。移動通信端末用の上述のGUI
では、標準構成の連絡先または電話帳リストは、名前のリストを示すがさらなる詳細を示
すことはない。リスト内の登録は、選択的に強調表示でき、また強調表示された登録が選
択される場合、対応する登録の詳細とともに新しいウィンドウが表示される。ユーザーは
、リストに戻るためには詳細な連絡先情報を含むウィンドウを閉じなければならない。
【０００５】
　PCまたはワークステーションGUI内の連絡先リストまたは電話帳は、上記と同様な状況
において、ウィンドウの一つのエリア内に登録のリストを示すウィンドウ、およびウィン
ドウの別のエリア内に現在強調表示されている登録の詳細を表示できる。このような情報
提供方法により、ユーザーによる視覚的認識が向上され、また電話帳またはアドレス帳内
の登録間のナビゲーションが容易になる。しかしながら、移動通信端末の表示サイズは、
PCまたはワークステーションタイプのGUIを実装するには不十分である。
【発明の開示】
【０００６】
　本発明は、移動通信端末であって、表示コンポーネントおよび入力コンポーネントを含
むユーザーインターフェースと、前記入力コンポーネントを通してユーザーからの入力を
受けるよう、また前記端末上のアプリケーションを動作するよう設定されることを含んで
前記端末の動作を制御するよう設定されるプロセッサとを備え、前記プロセッサはまた、
アプリケーションが前記端末上で動作している場合、前記表示コンポーネント上の二つ以
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上のアプリケーションエリア区分により分割されたアプリケーションエリアを示すよう設
定されており、前記プロセッサはさらに、前記分割されたアプリケーションエリア内に示
される相対的に大きなアプリケーションエリア区分として、前記アプリケーションエリア
区分の最初の区分を少なくとも一時的に定義するよう、また同時に、前記分割されたアプ
リケーションエリア内に示される相対的に小さなアプリケーションエリア区分として、前
記アプリケーションエリア区分の相補的な区分を少なくとも一時的に定義するよう設定さ
れており、前記プロセッサはさらに、前記分割されたアプリケーションエリア内に示され
る相対的に小さなアプリケーションエリア区分として、前記アプリケーションエリア区分
の前記最初の区分を少なくとも一時的に再定義するよう、また同時に、ユーザー入力に応
じて、前記分割されたアプリケーションエリア内に示される相対的に大きなアプリケーシ
ョンエリア区分として、前記アプリケーションエリア区分の前記相補的な区分を少なくと
も一時的に再定義するよう設定されており、前記プロセッサは、前記分割されたアプリケ
ーションエリア内の前記相対的に大きなアプリケーションエリア区分および前記相対的に
小さなアプリケーションエリア区分との間のそれぞれのエリアの割合を分配するよう設定
される、移動通信端末を提供する。
【０００７】
　本発明はさらに、表示コンポーネントおよび入力コンポーネントを有する移動通信端末
のユーザーインターフェースを操作する方法であって、アプリケーションを動作するステ
ップと、前記表示コンポーネント上に、二つ以上のアプリケーションエリア区分により分
割されたアプリケーションエリアを示すステップと、前記分割されたアプリケーションエ
リア内に示される相対的に大きなアプリケーションエリア区分として、前記アプリケーシ
ョンエリア区分の最初の区分を一時的に定義し、また同時に、前記分割されたエリア内に
示される相対的に小さなアプリケーションエリア区分として、前記アプリケーションエリ
ア区分の相補的な区分を少なくとも一時的に定義するステップと、前記分割されたアプリ
ケーションエリア内に示される相対的に小さなアプリケーションエリア区分として、前記
アプリケーションエリア区分の前記最初の区分を一時的に再定義し、また同時に、ユーザ
ー入力に応じて、前記分割されたアプリケーションエリア内に示される相対的に大きなア
プリケーションエリア区分として、前記アプリケーションエリア区分の前記相補的な区分
を少なくとも一時的に再定義するステップと、前記分割されたアプリケーションエリア内
の前記相対的に大きなアプリケーションエリア区分および前記相対的に小さなアプリケー
ションエリア区分との間のそれぞれのエリアの割合を分配するステップと、を含む方法を
提供する。
【０００８】
　本発明はまた、アプリケーションが動作している場合、前記表示コンポーネント上に二
つ以上のアプリケーションエリア区分により分割されたアプリケーションエリアを示し、
前記分割されたアプリケーションエリア内に示される相対的に大きなアプリケーションエ
リア区分として、前記アプリケーションエリア区分の最初の区分を一時的に定義し、また
同時に、前記分割されたエリア内に示される相対的に小さなアプリケーションエリア区分
として、前記アプリケーションエリア区分の相補的な区分を少なくとも一時的に定義し、
前記分割されたアプリケーションエリア内に示される相対的に小さなアプリケーションエ
リア区分として、前記アプリケーションエリア区分の前記最初の区分を一時的に再定義し
、また同時に、ユーザー入力に応じて、前記分割されたアプリケーションエリア内に示さ
れる相対的に大きなアプリケーションエリア区分として、前記アプリケーションエリア区
分の前記相補的な区分を少なくとも一時的に再定義し、前記分割されたアプリケーション
エリア内の前記相対的に大きなアプリケーションエリア区分および前記相対的に小さなア
プリケーションエリア区分との間のそれぞれのエリアの割合を分配するように、表示コン
ポーネントおよび入力コンポーネントを備えた移動通信端末を制御するための指示を含む
、コンピュータ可読の媒体を提供する。
【０００９】
　この端末、ユーザーインターフェースおよびコンピュータ可読の媒体を操作する方法で
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は、前記移動端末の前記表示の空間制限は、前記アプリケーションエリア区分のそれぞれ
に利用できる前記エリアをダイナミックに分配することにより克服されると同時に、前記
アプリケーションエリアの両方のアプリケーションエリア区分は常に可視的であるから、
前記ユーザーは通常はPCまたはワークステーションでのみ可能な前記視覚的認識を得る。
【図面の簡単な説明】
【００１０】
　本説明の以下の詳細な部分では、本発明は、以下の図面に示される典型的な実施形態を
参照してより詳細に説明される。
【００１１】
　図1aは、本発明の好ましい実施形態に従う移動通信端末の透視正面図である。
【００１２】
　図1bは、前記端末の前と上を示す図1aの移動通信端末の別の透視図である。
【００１３】
　図2は、図1aの移動通信端末のハードウェアアーキテクチャを示すブロック図である。
【００１４】
　図3は、図1aの移動通信端末のソフトウェアアーキテクチャを示すブロック図である。
【００１５】
　図4は、図1aの移動通信端末のデスクトップのスクリーンショットである。
【００１６】
　図5は、図1aの移動通信端末の表示のエリアを示す図である。
【００１７】
　図6は、図1aの移動通信端末のデスクトップの別のスクリーンショットである。
【００１８】
　図７は、本発明の別の好ましい実施形態に従う移動通信端末の正面図である。
【００１９】
　図8は、図7の移動通信端末の表示のエリアを示す図である。
【００２０】
　図9および10は、図7の移動通信端末のメッセージングアプリケーションのスクリーンシ
ョトである。
【００２１】
　図11は、表示エリアをアプリケーションエリア区分に分配するためのプロセスを示すフ
ローチャートである。
【００２２】
　図12および13は、図7の移動通信端末のための電話帳アプリケーションのスクリーンシ
ョトである。
【００２３】
　図14および15は、図12および13の電話帳アプリケーションの変形物のスクリーンショッ
トである。
【詳細な説明】
【００２４】
　次に続く詳細な説明では、手で持ち運び可能な電話の形態の、好ましくは携帯電話にお
いて本発明に従う移動通信端末は、好ましい実施形態により説明される。ここで使用され
る移動通信端末という用語は、ネットワークまたは他の端末への無線または有線の接続の
形が提供されるすべての手で持ち運び可能な端末を含む。このような端末の他の例として
は、Wi-Fi（商標）機能を持つPDAを挙げることができる。
【００２５】
　図1aおよび1bを参照すると、本発明の好ましい実施形態に従う携帯電話1が開示されて
いる。携帯電話1はハウジング、スイッチキー2、タッチスクリーン3を操作するスタイラ
ス、オン/オフボタン4、クリアキー5、イヤホン8（開口部のみ図示）、ハンドフリースピ
ーカー11（開口部のみ図示）、マイクロホン7（開口部のみ図示）、充電器コネクタ9およ
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びPop-Port（商標） 10を有する。好ましい実施形態に従う携帯電話1は、GSM 900/1800 M
Hzネットワークのような携帯ネットワークを介した通信に適合するが、符号分割多重アク
セス方式（Code Division Multiple Access, CDMA）ネットワーク、3Gネットワーク、ま
たはTCP/IPに基づいたネットワーク（例えば、WLAN、WIMAXなどを介して）の使用にも全
く同様に適合することができる。
【００２６】
　携帯電話は、カラー画像を表示できるTFTマトリクスのような、任意の背面照明を持つL
CDから通常作られる平面タッチセンサー式の表示3を有する。
【００２７】
　外すことができる裏カバー（図示せず）は、携帯電話の電子コンポーネント用に電力を
供給する電話の裏側にある充電式電池パック（図示せず）へのアクセスを与える。
【００２８】
　拡大表示およびスイッチキー2は、表示3の右手側に配置されている。これらのキーの機
能はアプリケーションおよび現在の一覧によって決まる。適用できる場合には、これらの
キーは、拡大表示オプションを利用可能にし、またアプリケーション内の異なる一覧の間
のスイッチングを可能にする。イヤホンを使用する場合、これらのキーを押すことにより
、それぞれに音量レベルを上げるまたは下げることができる。表示およびスイッチキー2
はまた、ゲームにも使用される。4方向プラス選択キー6は表示の左に配置され、カーソル
移動、スクロールおよび選択するために使用できる。
【００２９】
　携帯電話にはさらに、通話操作キー12（オンフックおよびオフフック）、交換キー13、
メニューキー14、およびデスクトップキー15がついている。2つの通話操作キー12は、通
話または会議通話を確立するため、通話を終了するため、および着信を拒否するために使
用される。交換キー13はイヤホン8およびハンドフリースピーカー11を交換する。メニュ
ーキー14はメニューへ直接アクセスを与え、繰り返し押すとダイアログページ間を移動す
る。デスクトップキー15は、端末のメインビューとなる、デスクアプリケーションを開く
。
【００３０】
　電話番号を入力する、テキストメッセージ（SMS、MMS、電子メール）を書く、名前（電
話番号と関連づけられている）を書くなど、テキスト（文字、数字および特殊文字）を入
力するには二つの方法がある。第一の方法は、スタイラス（図示せず）を使用してタッチ
スクリーン3の上に直接文字を書くことによるものである。手書き文字認識は手書きを文
字に変える。第二の方法は、タッチスクリーン上に表示されている画面キーボード上の文
字を軽くたたくことによるものである。
【００３１】
　ブロック図の形式で、図２は、本発明に従い構成される携帯電話1のハードウェアアー
キテクチャを示す。プロセッサ18は、送信器/受信器回路19および内部アンテナ20を介し
て移動ネットワークでの通信を制御する。マイクロホン7はユーザーの発話をアナログ信
号に変え、それにより、デジタル信号処理ユニット14（DSP）内で発話がコード化される
前に、形成されたアナログ信号はアナログデジタル変換器（図示せず）内でアナログデジ
タル変換される。コード化された発話は、例えば、GSM端末ソフトウェアに対応する、プ
ロセッサ18へ転送される。プロセッサ18はまた、RAMメモリ17aおよびフラッシュROMメモ
リ17b、SIMカード16、タッチスクリーン3、Pop-PortTM10ならびにキー2、4～6、12～15（
データ、電源などと同様に）などの装置の周辺ユニットへのインターフェースを形成する
。デジタル信号処理ユニット14は、D/A変換器（図示せず）を介してプロセッサ18からイ
ヤホン8またはハンドフリースピーカー11へ転送される信号を発話コード化する。
【００３２】
　図３を参照すると、移動端末のソフトウェアアーキテクチャは以下を含む。
【００３３】
　オペレーティングシステム―基本サービスをSeries 90 Developer Platform 2.0へ提供
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するSymbian OS v7.0s。
【００３４】
　基礎ソフトウェア-Series 90を使用するすべてのデバイス内に見られるAPIおよびソフ
トウェアの一般的なセット。
【００３５】
　Developer Platform 2.0。
【００３６】
　Lead ソフトウェア―Series 90 Developer Platform 2.0をデバイスまたは一連のデバ
イス上の実装で拡張するAPIおよびソフトウェア。
【００３７】
　アプリケーション―以下を含む、ユーザーに提供される機能性。
【００３８】
　電話、メッセージングおよびMacromedia Flashプレーヤー付きのインターネットブラウ
ザなどの通信アプリケーション。
【００３９】
　画像ビューワ、カメラ、音楽プレーヤー、ボイスレコーダー、RealPlayerおよびFMラジ
オなどのメディアアプリケーション。
【００４０】
　カレンダー、タスクおよび連絡先アプリケーション付きスケジュール管理(Personal In
formation Manager, PIM)。
【００４１】
　ワードプロセッサ、シートおよびプレゼンテーションビューワアプリケーション付きオ
フィスサポート。
【００４２】
　ユーザーインターフェース―開発者プラットフォームを使用するデバイス上に実装され
る、一連のユーザーインターフェース、デバイス画面オリエンテーションおよび解像度、
キーボードなど。
【００４３】
　端末のメインビューはデスクトップである。ページトップのスクリーンショットは図4
に示されている。デスクトップは以下を含む。
【００４４】
　アプリケーション名およびグループ、アプリケーションの状態についての名前または他
の詳細を表示する、表題エリア16。メニューへのアクセスは、表題エリアを軽くたたくか
、またはメニューキー14を押すことにより得られる。
【００４５】
　状態アイコンを表示し、受信したメール、進行中の通話、サイレントプロファイル、ク
ロックアラーム、信号強度、電池量、データコネクションなどを表示する、状態表示器エ
リア17。
【００４６】
　しばしば使用されるアプリケーションへのショートカットまたはアプリケーション内の
有用なツールへのショートカットのどちらかを含む、ツールバー18。
【００４７】
　画面をスクロールするよう軽くたたくかまたはドラッグできるスクロールバー19。
【００４８】
　ほとんどの状況で、スタイラスおよび4方向キー6の両方はナビゲーション用に使用でき
、その方法は組み合わせることができる。アプリケーションは、アプリケーションアイコ
ン20を2回軽くたたくこと（最初はアプリケーションアイコンを選択し、その後それが開
くよう再び軽くたたく）または4方向ナビゲーションキーでアプリケーションアイコンを
選択し、その後その4方向ナビゲーションキーの中央を押すことにより開かれる。
【００４９】



(14) JP 2008-515038 A 2008.5.8

10

20

30

40

50

　アプリケーションが開かれるとき、画面は、アプリケーションエリア22、前記アプリケ
ーションエリアの上の表題エリア23、前記アプリケーションエリアの隣のコマンドボタン
24、上端の状態アイコン付きの表示器エリア21、コマンドボタン24の下のクロックエリア
25を有する、図5に示されている形式に変わる。タッチスクリーンの下端には、ツールバ
ー（図示せず）が表示できる。開かれたアプリケーションのスクリーンショット、この場
合は、テキスト編集アプリケーションは図6に示されている。
【００５０】
　図7に示されているもう一つの実施形態に従って、移動端末は縦向きレイアウトでタッ
チスクリーン3を使用する。第二の実施形態に従う携帯電話1は実質上、第一の実施形態に
従う携帯電話と同様のコンポーネント、構成、ソフトウェアおよびハードウェアアーキテ
クチャを有する。端末が縦向きモードの表示により立位で使用できるように、最大の違い
はタッチスクリーンおよびキーのレイアウトにある。二つの実施形態の同一部分は、同一
の参照数字を有することである。マイク、充電器コネクタおよびPop-Porte（商標）（い
ずれも図示せず）は、ハウジングの下端に配置されている。ハンドフリースピーカー（図
示せず）の開口部は、ハウジングの右側に配置されている。
【００５１】
　第二の実施形態のデスクトップは実質上、表示が縦向き形式である以外は、第一の実施
形態用に示されたデスクトップと同一である。
【００５２】
　アプリケーションが開かれるとき、画面は、アプリケーションエリア22、前記アプリケ
ーションエリアの上の表題エリア23、前記ア表題エリアの上のコマンドボタン24、上端の
状態アイコンおよびクロックエリア25付きの表示器エリア21を有する、図8に示されてい
る形式に変わる。いくつかのアプリケーションでは、アプリケーションエリアは二つのア
プリケーションエリア区分22aおよび22bに分割される。いくつかの他のアプリケーション
（図示せず）は、アプリケーションエリアは三つ以上のアプリケーションエリア区分に分
割される。表示の下端には、ツールバー（図示せず）が表示できる。
【００５３】
　開かれたアプリケーションのスクリーンショット、この場合は、メッセージングアプリ
ケーションが図9に表示されている。メッセージングアプリケーションは、SMS、MMS、電
子メールなどのようないくつかのタイプのメッセージを処理できる。図9では、メッセー
ジは電子メールである。コマンドボタン24は、「新規」（このコマンドボタンを軽くたた
くことにより、新しいメッセージを作成する）、「返信」（このコマンドボタンを軽くた
たくことにより、強調表示されたメッセージまたは開かれたメッセージに返信メッセージ
を作成する）、「転送」（このコマンドボタンを軽くたたくことにより、強調表示された
メッセージまたは開かれたメッセージに転送メッセージを作成する）、および「削除」（
このコマンドボタンを軽くたたくことにより、強調表示されたメッセージまたは開かれた
メッセージを削除する）の機能を有する。表題エリアは、23のメッセージを収容できるメ
ッセージング受信ボックスを表示する。アプリケーションエリア22は、アプリケーション
エリア区分22aおよびアプリケーションエリア区分22bに分割される。
【００５４】
　アプリケーションエリア区分22aは、選択可能な項目のスクロール可能なリストとして
、受信ボックス内にメッセージ（送信者およびメッセージの件名の少なくとも一部）を表
示する。メッセージは、受信日のようなユーザーが選択可能な基準に従ってリストできる
。スクロールバー28は、ユーザーがスタイラスを使用して軽くたたくまたはドラッグする
ことにより、リストの端から端までスルロールできる。4方向ナビゲーションキー6もまた
、リストの端から端までスルロールするのに使用される。受信ボックスが開かれるとき、
アプリケーションエリア22の約4分の3は、この状態では、一時的に相対的に大きなアプリ
ケーションエリア区分と見なされる、アプリケーションエリア区分22aに分配される。そ
の結果、この大きな区分は、相当な数のメッセージをリストすることができ、従ってユー
ザーに受信ボックス全体にわたる望ましい視覚的認識を与える。
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【００５５】
　受信ボックス内のメッセージの一つが強調表示される場合、デフォルトはリスト上の一
番目のメッセージである。強調表示は、図内で拡大縮小する灰色で示されている、（有効
であることを示している）薄青色のボックスにより得られる。ユーザーは、スタイラスを
使用してその上を軽くたたくことにより、または4方向ナビゲーションキー6を使用してリ
スト上の一つのメッセージから次に強調表示を飛び越えることによりメッセージを強調表
示できる。強調表示されたメッセージに関する情報は、一時的に相対的に小さな表示エリ
ア区分22bに示されている。アプリケーションエリア22の約4分の1のみ表示エリア区分22b
に分配され、従ってメッセージの詳細および件名のみ示すことができる。このようにして
、表示エリア区分22bはプレビューウィンドウとしてこの状態で機能する。
【００５６】
　ユーザーが受信ボックス内の強調表示されたメッセージを選択する場合、表示エリア22
の約4分の3は表示エリア区分22bに分配され、その後図10に示されるように、一時的に相
対的に大きなアプリケーションエリア区分として見なされる。メッセージの詳細、件名お
よびメッセージテキストの本質的部分（または、それが短い場合は全ての部分を含むメッ
セージテキストでもよい）は、今は表示エリア区分22b内に示される。この状態では、表
示エリア区分22bは、メッセージ読み出しウィンドウとして機能する。アプリケーション
エリア区分22b内のメッセージの詳細のいくつかは、選択可能な項目となり得る。アプリ
ケーションエリア区分22a内の強調表示は、薄青色から薄オリーブ色へ変わり、有効な部
分がアプリケーションエリア区分22へ変わったことを示している（薄オリーブ色は、図内
で拡大縮小する灰色で示されている）。アプリケーション区分22b内の送信者、受信者お
よび件名フィールドは、図内で拡大縮小する灰色で示されている、薄青色の受信ボックス
によび強調表示される。
【００５７】
　例えば、アプリケーションエリア区分22a内の受信ボックス内のメッセージの一つを軽
くたたくことにより、またはスクロールバー28を軽くたたく/ドラッグすることにより、
ユーザーが受信ボックスへ戻る場合、表示エリア22の４分の3は表示エリア区分22aに分配
され、その後、再び一時的に相対的に大きなアプリケーションエリア区分となり、また図
9に示すように、4分の1は表示エリア22bに分配される。ユーザーは今再び、受信ボックス
全体にわたる望ましい視覚的認識を得る。ユーザーはまた、表示エリア区分のどれも一時
的に相対的に大きなアプリケーションエリア区分にさせるようそれを単に触る（またはス
タイラスを使用して軽くたたく）こともできる。
【００５８】
　メッセージリストは、送信された、下書きされたまたは削除されたメッセージに対して
、同様の方法で動作される。
【００５９】
　図11は、本発明の好ましい実施形態に従うアプリケーションエリア分配プロセスを示す
フローチャートを示す。ダイナミックアプリケーションエリア分配プロセスを使用するア
プリケーションがステップ11.1で開始する場合、プロセッサは、アプリケーションエリア
区分22a、22bのどちらがデフォルトによって一時的に相対的に大きなアプリケーションエ
リア区分になるか、ステップ11.2で決定する。ステップ11.3では、プロセッサは、アプリ
ケーションエリア22の4分の3（75%）を相対的に大きな区分になると決定されているアプ
リケーションエリア区分に、また4分の1（25%）を他の（相補的な）アプリケーションエ
リア区分に分配する。ステップ11.4では、ステップ11.2および11.3で決定されたように、
プロセッサは二つの不均等なサイズの区分を有する分割されたアプリケーションエリアを
表示する。ステップ11.5では、プロセッサはユーザー入力を調べ、またユーザー入力が受
信されるまでそれを続けて行う。ユーザー入力が受信された場合、プロセッサは、二つの
アプリケーションエリア区分のどちらが一時的に相対的に大きな区分となるか、ステップ
11.2で決定し、またステップ11.3、11.4および11.5のプロセスは繰り返される。ステップ
11.2の結果は、ユーザー入力のタイプによって決まる。例えば、すでに一時的に相対的に
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大きな区分となっているアプリケーションエリア区分のリストがスクロールされる場合、
アプリケーション空間の分配内でどのような変化もないであろう。しかしながら、一時的
に相対的に大きなアプリケーションエリア区分内のリストからの項目が選択された場合、
選択された項目に関する詳細を有する他のアプリケーションエリア区分は、一時的に相対
的に大きなアプリケーションエリア区分になるであろう。相対的に大きなおよび相対的に
小さなアプリケーションエリア区分間の割合は、固定および再定義されてもよく、また表
示されるべき情報のコンテンツ、タイプおよび量によって決めることもあり得る。
【００６０】
　図12および13を参照すると、好ましい実施形態に従うダイナミックアプリケーションエ
リア分配プロセスを使用する、別のプリケーション、電話帳のスクリーンショットを示し
たものがある。電話帳アプリケーションは、名前、電話番号、住所、会社、電子メールな
どのような多くのタイプの住所情報を処理する。コマンドボタン24は、「開く」(このコ
マンドボタンを軽くたたくことにより、強調表示された連絡先登録を開く)、「電話をか
ける」(このコマンドボタンを軽くたたくことにより、強調表示されている、または開い
ている連絡先登録へ電話をかけ始める)、「メッセージを作成する」（このコマンドボタ
ンを軽くたたくことにより、強調表示されている、または開いているメッセージに対して
メッセージを作成する）、「削除する」（このコマンドボタンを軽くたたくことにより、
強調表示されている、または開いている連絡先登録を削除する）、また（図13）「編集す
る」（このコマンドボタンを軽くたたくことにより、開いている連絡先登録の編集が可能
となる）の機能を有する。表題エリア21は、格納されているすべての連絡先を示す電話帳
連絡先リストを表示する。表題エリアの下の選択バー27により、ユーザーは連絡先リスト
内のアルファベット順の範囲を選択することができる。アプリケーションエリア22は、ア
プリケーションエリア区分22aおよびアプリケーションエリア区分22bに分割される。
【００６１】
　アプリケーションエリア区分22aは、選択可能な項目のスクロール可能なリストとして
、連絡先リスト内の連絡先登録（姓および名）の基本的なデータを表示する。連絡先登録
は、姓または名の後のアルファベット順のような、ユーザーが選択可能な基準に従ってリ
ストできる。スクロールバー28により、ユーザーがスタイラスで軽くたたくまたはドラッ
グすることにより、リストの端から端までスルロールできる。4方向ナビゲーションキー6
もまた、リストの端から端までスルロールするのに使用される。受信ボックスが開かれる
とき、アプリケーションエリア22の約4分の3は、この状態では、一時的に相対的に大きな
アプリケーションエリア区分と見なされる、アプリケーションエリア区分22aに分配され
る。その結果、この大きな区分は、相当な数の連絡先登録をリストすることができ、従っ
てユーザーに連絡先登録リスト全体にわたる望ましい視覚的認識を与える。
【００６２】
　受信ボックス内の連絡先登録の一つが強調表示されるのなら、デフォルトはリスト上の
一番目の連絡先登録である。ユーザーは、スタイラスを使用してその上を軽くたたくこと
により、または4方向ナビゲーションキー6を使用してリスト上の一つの連絡先登録から次
に強調表示を飛び越えることにより連絡先登録を強調表示できる。強調表示された連絡先
登録に関する情報は、一時的に相対的に小さな表示エリア区分22bに示されている。アプ
リケーションエリア22の約4分の1のみ表示エリア区分22bに分配され、従って連絡先名、
会社、役職、主電話番号および小さな写真アイコンのみ示すことができる。このようにし
て、表示エリア区分22bはプレビューウィンドウとしてこの状態で機能する。
【００６３】
　ユーザーが連絡先リスト内の強調表示された連絡先登録を選択する場合、表示エリア22
の約4分の3は表示エリア区分22bに分配され、その後図13に示されるように、一時的に相
対的に大きなアプリケーションエリア区分として見なされる。連絡先番号、役職、すべて
の電話およびファックス番号、電子メールアドレスならびに実際の住所は、今は表示エリ
ア区分22b内に示すことができる。この状態では、表示エリア区分22bは、連絡先調査とし
て機能する。アプリケーションエリア区分22b内の連絡先の詳細のいくつかは、選択可能
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な項目となり得る。
【００６４】
　例えば、アプリケーションエリア区分22a内の連絡先リスト内の連絡先登録の一つを軽
くたたくことにより、またはスクロールバー28を軽くたたく/ドラッグすることにより、
ユーザーが連絡先リストへ戻る場合、表示エリア22の４分の3は表示エリア区分22aに分配
され、その後、再び一時的に相対的に大きなアプリケーションエリア区分となり、また図
12に示すように、4分の1は表示エリア22bに分配される。ユーザーは今再び、連絡先リス
ト全体にわたる望ましい視覚的認識を得る。ユーザーはまた、表示エリア区分のどれも一
時的に相対的に大きなアプリケーションエリア区分にさせるようそれを単に触る（または
スタイラスを使用して軽くたたく）こともできる。
【００６５】
　アプリケーションエリア区分22aが一時的に相対的に大きな区分である場合、またアプ
リケーションエリア区分22bが一時的に相対的に大きな区分である場合の両方の場合、コ
マンドボタン24は使用できる。アプリケーションエリア区分22aが一時的に相対的に大き
な区分である場合、ボタン24は、開く、電話をかける、連絡先用にメッセージを作成する
、または連絡先を削除するのに使用できる。アプリケーションエリア区分22bが一時的に
相対的に大きな区分である場合、コマンドボタン24は、電話をかける、連絡先用にメッセ
ージを作成する、または連絡先を削除するのに使用できる。
【００６６】
　図14および15を参照すると、上述した電話帳アプリケーションの変形物のスクリーンシ
ョットが示されている。この変形物は、ユーザーが制御可能な設定内の変更によって実現
されることがあり得る。この変形物では、連絡先登録リストを有するアプリケーションエ
リア区分22aが、一時的に相対的に大きなアプリケーションエリア区分である場合、コマ
ンドボタンは表示されない。ユーザーの行動により、選択された連絡先登録の詳細/情報
を有するアプリケーションエリア22bが、一時的に相対的に大きなアプリケーションエリ
アウィンドウになるとすぐに、コマンドボタンが表示され、またアプリケーションエリア
区分22b内に示される連絡先登録とともに機能するよう使用できる。この変形物では、連
絡先リスト用に利用可能な表示のサイズは最大化され、リストのさらにもっと改善された
視覚的認識をユーザーに与える。
【００６７】
　本発明はまた、一つ以上実行される上記に説明されたプロセスのステップまたは指示を
組み込み、ソフトウェアまたはコンピュータプログラムを含んでもよい。図16は、本発明
を実践するのに使用されてよい本発明の特性を組み込んだ標準装置50の一実施形態のブロ
ック図である。図のように、コンピュータシステム52は、コンピュータ52および54がお互
いに情報を送信することができ、またお互いから情報を受信できるような、別のコンピュ
ータシステム54に接続されてもよい。一実施形態では、コンピュータシステム50は、例え
ば、移動通信システムのようなネットワーク56と通信するのに適合される、サーバーコン
ピュータ54を含むこともあり得る。コンピュータシステム52および54は、モデム、有線接
続、無線接続、または光ファイバーリンクを含む、どのような従来の方法で接続されても
よい。一般に、通信チャネル上または総合デジタル通信網（Integrated Services Digita
l Network, ISDN）回線上のダイヤルアップ接続を介して通常送信される通信プロトコル
を使用して、コンピュータシステム52および54の両方に情報が利用できるようになる。コ
ンピュータ52は一般に、コンピュータ52に本発明の方法のステップを実行させるよう適合
される、機械可読プログラムソースコードを統合して、プログラム記憶装置を活用するの
に適合される。本発明の特性を組み込むプログラム記憶装置は、本発明の手順および方法
を実行するのに、光学特性、磁気特性および/または電子技術を活用して、機械のコンポ
ーネントとして、考案され、作られ、また使用されてもよい。もう一つの実施形態では、
プログラム記憶装置は、コンピュータによって可読であり、実行可能である、ディスケッ
トまたはコンピュータのハードドライブのような磁気メディアを含んでもよい。他の実施
形態では、プログラム記憶装置は、光デスク、読み取り専用メモリ（read-only-memory, 
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ROM）フロキシブルディスクおよび半導体物質および半導体素子を含むこともあり得る。
【００６８】
　コンピュータシステム52はまた、格納されたプログラムを実行するためのマイクロプロ
セッサを含んでもよい。コンピュータ52は、情報およびデータの格納のためのプログラム
記憶装置上のデータ記憶装置58を含んでもよい。本発明の特性を組み入れるプロセスおよ
び方法のステップを組み入れるコンピュータプログラムまたはソフトウェアは、ほかの従
来のプログラム記憶装置上の一つ以上のコンピュータ52および54に格納されてもよい。一
実施形態では、コンピュータ52は、本発明の特性にアクセスできるユーザーインターフェ
ース51および表示インターフェース53を含んでもよい。ユーザーインターフェース58およ
び表示インターフェース53は、コマンドおよびクエリーの結果を示すと同様にシステムへ
のクエリーおよびコマンドの入力を可能するよう適合される。
【００６９】
　ダイナミックアプリケーションエリア分配プロセスは、図示するために選択された二つ
のアプリケーションを参照にして説明されてきた。このプロセスが以下のような他のタイ
プの多くのアプリケーションに使用できることは明白である。
【００７０】
　印刷ジョブ:一つの区分内の待ち行列に入れられた印刷ジョブおよび他の区分内の強調
表示された印刷ジョブのリスト。
【００７１】
　ダウンロード/アップロード:一つの区分内での進行中のダウンロード/アップロードお
よび他の区分内の強調表示されたダウンロード/アップロードの詳細のリスト。
【００７２】
　画像閲覧:一つの区分内の画像ファイルおよび他の区分内の強調表示された画像のサム
ネイルのリストで、関与している区分が一時的に相対的に大きな区分になる場合、サムネ
イルは相対的に大きな画像に変わる。
【００７３】
　カレンダー:第一の区分内の通覧、および第二の区分内の強調表示された日の詳細。一
週間の通覧区分が一時的に相対的に大きな区分になる場合、第二の区分がさらに詳細に当
日を表示する一方で、それは場合によりカレンダー登録に分配された時間を表示する。ア
プリケーションエリア分配が切り替る場合、その日は、カレンダー登録についての注記を
有する第二（今は大きな）の区分内で全詳細が表示され、また第一の区分（今は小さい）
は一週間の通覧のみ表示する。
【００７４】
　本発明に従うダイナミックアプリケーション空間分配とともに動作するアプリケーショ
ンは、基本ソフトウェア、リードソフトウェアまたはネイティブアプリケーションであっ
てもよい。アプリケーション空間の分割は4分の3対4分の1である必要はなく、アプリケー
ション空間のどのような不均等な分配、例えば60:40、70:30、75:25または80:20が適用さ
れる。三つのエリアに分割される表示エリアに対しては、分割は、例えば、50:25:25、50
:30:20または60:15:15であることもあり得る。アプリケーションエリア区分内の選択可能
な項目は、リストの形で示される必要はなく、とりわけ、複数のアイコンまたはサムネイ
ルタイプの項目がリストされる場合、マス目のような他の配列も使用できる。
【００７５】
　分配の割合は、それぞれの区分内で表されるべきデータの量よって柔軟に決まる、さら
に好ましい実施形態に従っており、例えば、第一の区分がたった二つの登録を有するリス
トを表示する場合、リストが30の登録を有する場合の70/30の代わりに、例えば、55/45の
割合である。割合は、詳細な情報を表示する区分内の情報の量によっても決まる場合もあ
る。詳細な情報とともに区分内に表示される電子メールが非常に短い場合、最大のサイズ
の詳細な部分は、プリケーションエリアの35%に制限されることもあり得る。しかしなが
ら、表示される電子メールが非常に長い場合、アプリケーションエリアの80%は詳細な区
分に分配されることもあり得る。
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【００７６】
　本発明を例証の目的で詳細に説明してきたが、そのような詳細はその例証目的のためだ
けであり、本発明の範囲から逸脱することなく、当業者により変形がなされてもよいこと
が理解される。
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