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(57)【要約】
【課題】発着信オフモード時においても、発呼要求時に
発呼可能として利便性を高める。
【解決手段】他の機器とデータを通信するとともに、通
信オフモードを設定可能な送受信部５１と、上記送受信
部５１を通信オフモードに設定し、通信オフモードが設
定されたとき、オーディオエンコーダ／デコーダ５３に
音声データの再生を停止させることなく、送受信部５１
を、他の機器との通信を行わないように制御し、上記通
信オフモードとなっているときに、所定の電話番号に対
する発呼要求がなされると、該通信オフモードを解除し
て、上記電話番号への発信を行うように上記送受信部５
１を制御するシステム制御部５７とを備える。
【選択図】図４
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
  所定の表示画面上に、当該機器の動作内容を選択するメニュー情報を表示する表示部と
、
  上記表示画面に対する移動方向がユーザにより指定される方向キーと、
  上記表示部に表示する情報内容を制御する制御部とを備え、
  上記方向キーは、右方向の移動を押圧指定する右方向キーと、左方向の移動を押圧指定
する左方向キーと、回転方向に対応させて上下方向の移動を指定する上下方向キーとを有
し、
  上記制御部は、
  １以上のメニュー情報が互いの相対的な配置関係が定められて構成された情報群を上記
表示画面に表示するとともに上記表示画面に表示されているメニュー情報を指し示すポイ
ンタを上記表示画面に表示し、
  上記上下方向キーによる入力操作があった場合、この操作入力に対応した方向に、上記
表示画面内に表示されているメニュー情報を指し示すようにして、上記ポインタを移動し
、
  上記右方向キーによる入力操作があった場合、この操作入力に対応して、上記ポインタ
が指し示すメニュー情報に関連する下階層の画面に移動し、
  上記左方向キーによる入力操作があった場合、この操作入力に対応して、上記ポインタ
が指し示すメニュー情報に関連する上階層の画面に移動し、
  上記ポインタが指し示すメニュー情報に対して、該メニュー情報に関連する上階層又は
下階層のうち少なくとも一方の画面がある場合のみ、階層毎にそれぞれ対応する方向を示
すポインタ移動可能マークを上記表示部に表示する携帯電話機。
【請求項２】
  上記表示画面上に表示されている上記情報群を、１表示画面分上下に移動させるページ
移動キーをさらに備え、
  上記制御部は、
  上記情報群に上記表示画面上に表示されていない部分が、この表示画面に対して上方向
又は下方向に存在する場合には、その存在する方向を各方向毎に示すページ移動可能マー
クを上記表示部に表示する請求項１記載の携帯電話機。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、他の機器と無線通信回線を介してデータを通信する無線通信装置、無線通信
方法、無線通信制御装置、及び、プログラムに関する。
【背景技術】
【０００２】
　近年、携帯型電話機では、電話の通話機能のみならず、インターネットプロトコルやそ
の他独自のネットワークプロトコルを利用して電子メールの送受信を行う電子メール機能
や、ＷＥＢも閲覧できるようなインターネット機能も付加されるようになってきている。
また、小型の記憶媒体であるメモリカードを携帯型電話機に搭載することにより、付加機
能としてオーディオ信号や映像信号の記録再生も行うことが可能な携帯型電話機を実現す
ることができる。このように携帯型電話機は、本来の電話機能のみならず、様々な付加機
能が追加され、多機能化が図られている。
【０００３】
　このような多機能化が図られた携帯型電話機には、一般に比較的大きな表示部が設けら
れており、また、この表示部に表示された情報を検索したり、選択したりするための方向
キーやページスクロールキーも設けられている。
【先行技術文献】
【特許文献】
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【０００４】
【特許文献１】国際公開第９９／４５４５９号
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
　ところで、表示部の大型化が図られたと言っても、やはり携帯型電話機自体の大きさに
は限度があり、例えば、電子メールを表示したり、ＷＥＢを表示したり、メモリカードに
格納された情報を表示したりする場合、表示される情報に対して表示部が小さくなってし
まう。
【０００６】
　このような場合、携帯型電話の操作キーとして設けられたフォーカス位置を上下左右に
移動させ方向キーや、表示されている情報を１ページ分上下にスクロールさせるページス
クロールキーを操作して、目的の情報を見つけだしたり、また、その情報を選択したりす
る必要がある。
【０００７】
　しかしながら、表示部に表示されている情報だけでは、表示範囲を外れたところに情報
があるのか或いはないのか、また、フォーカスを現在の位置から動かせるのか或いは動か
せないのか、といったことがユーザにはわからない。従って、ユーザは、とりあえず方向
キーを動かしてみたり、また、ページスクロールキーを動かしてみたりして、表示範囲外
に存在する情報の存在を確認していた。しかし、このような操作は、非常に煩わしく、面
倒であった。
【０００８】
　本発明は、ユーザの利便性を向上させた無線通信装置、無線通信方法、及び、無線通信
制御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】
【０００９】
　上述した課題を解決するための手段として、本発明に係る無線通信装置は、他の機器と
データを通信するとともに、通信オフモードを設定可能な無線通信手段と、上記無線通信
手段を上記通信オフモードに設定し、該通信オフモードが設定されたとき、上記無線通信
手段以外の手段の実行を制限することなく、該無線通信手段を、上記他の機器との通信を
行わないように制御する制御手段とを備え、上記制御手段は、上記通信オフモードとなっ
ているときに、所定の電話番号に対する発呼要求がなされると、該通信オフモードを解除
して、上記電話番号への発信を行うように上記無線通信手段を制御する。
【００１０】
　また、本発明に係る無線通信方法は、通信オフモードを設定可能な無線通信手段により
、他の機器とデータを通信する通信ステップと、上記無線通信手段を上記通信オフモード
に設定し、該通信オフモードが設定されたとき、上記無線通信手段以外の手段の実行を制
限することなく、該無線通信手段を、上記他の機器との通信を行わないように制御する通
信オフモード制御ステップと、上記通信オフモードとなっているときに、所定の電話番号
に対する発呼要求がなされると、該通信オフモードを解除して、上記電話番号への発信を
行うように上記無線通信手段を制御する発信制御ステップとを有する。
【００１１】
　また、本発明は、実行可能な命令に基づいて、通信オフモードを設定可能な無線通信手
段を備える無線通信装置を制御する通信制御装置であって、無線通信装置に、他の機器と
データを通信させ、上記無線通信装置の無線通信手段を上記通信オフモードに設定し、該
通信オフモードが設定されたとき、上記無線通信手段以外の手段の実行を制限することな
く、該無線通信装置を、上記他の機器との通信を行わないように制御し、上記通信オフモ
ードとなっているときに、所定の電話番号に対する発呼要求がなされると、該通信オフモ
ードを解除して、上記電話番号への発信を行うように上記無線通信装置を制御する。
【００１２】
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　さらに、本発明は、実行可能な命令に基づいて、通信オフモードを設定可能な無線通信
手段を備える無線通信装置を制御するコンピュータに実行させるためのプログラムであっ
て、無線通信装置に、他の機器とデータを通信させ、上記無線通信装置の無線通信手段を
上記通信オフモードに設定し、該通信オフモードが設定されたとき、上記無線通信手段以
外の手段の実行を制限することなく、該無線通信装置を、上記他の機器との通信を行わな
いようにし、上記通信オフモードとなっているときに、所定の電話番号に対する発呼要求
がなされると、該通信オフモードを解除して、上記電話番号への発信を行うように上記無
線通信装置を制御する処理を上記コンピュータに実行させるためのプログラムである。
【発明の効果】
【００１３】
　本発明では、無線通信手段に通信オフモードが設定されたとき、上記無線通信手段以外
の手段の実行を制限することなく、該無線通信手段を、上記他の機器との通信を行わない
ように制御するので、発着信オフモードを設定することにより、無線通信装置本体の電源
は切らずに通信機能を停止して、通信機能以外の機能である例えば音声又は映像データの
再生機能については使用できるようにすることができる。
【００１４】
　そして、本発明では、上記通信オフモードとなっているときに、所定の電話番号に対す
る発呼要求がなされると、該通信オフモードを解除して、上記電話番号への発信を行うの
で、電波の送受信を停止して電話の発着信を行わない発着信オフモードに設定されていて
も、緊急性があったり予め登録をしてある電話をした場合には、そのモード解除作業を行
わずに通話が開始されるので、早急に通報や通話をすることができ、ユーザにとっての利
便性を高めることができる。
【図面の簡単な説明】
【００１５】
【図１】本発明の実施の形態の携帯電話機の外観斜視図である。
【図２】上記携帯電話機の平面図である。
【図３】上記携帯電話機の要部拡大図である。
【図４】上記携帯電話機の内部構成図である。
【図５】上記携帯電話機の表示部に表示される電界強度表示、メール着信表示、ソフトキ
ー機能表示について説明するための図である。
【図６】メモリカードに記録されている曲のタイトルリストを表示する手順を説明するた
めの図である。
【図７】メモリカードに記録されている曲の並べ替え手順を説明するための図である。
【図８】上記並べ替え手順を説明するためのフローチャートである。
【図９】文字入力モード選択画面を示す図である。
【図１０】方向キーガイダンス表示の構成について説明するための図である。
【図１１】ジャンプメニュー画面を示す図である。
【図１２】メール入力画面を示して、方向キーガイダンス表示について説明するための図
である。
【図１３】ページ送りガイダンス表示の構成について説明するための図である。
【図１４】メール入力画面を示して、ページ送りガイダンス表示について説明するための
図である。
【図１５】音楽再生中に着信があった場合の表示画面を示す図である。
【図１６】音楽再生中に着信があった場合の処理手順を示すフローチャートである。
【図１７】発着信オフモードに設定されている場合に、電話番号入力がされたときの処理
手順を示すフローチャートである。
【図１８】オーディオデータの記録要求があった場合の処理手順を示すフローチャートで
ある。
【図１９】リモートコントローラに電界強度表示を行う場合の処理手順を示すフローチャ
ートである。
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【図２０】リモートコントローラの表示部に表示される電荷強度情報を示す図である。
【図２１】リモートコントローラにメール着信表示を行う場合の処理手順を示すフローチ
ャートである。
【図２２】リモートコントローラの表示部に表示されるメール着信情報を示す図である。
【発明を実施するための形態】
【００１６】
　本発明を適用した実施の形態として、オーディオデータの記録再生機能付きの携帯型電
話機（以下、携帯電話機という。）について説明をする。以下説明を行う携帯電話機は、
通常の電話の通話機能とともに、付加機能として、電子メール、インターネットのＷＥＢ
検索、さらに、メモリカードが装着されオーディオデータの記録再生機能も有するもので
ある。
【００１７】
　図１に本発明の実施の形態の携帯電話機１の外観斜視図を示し、図２にこの携帯電話機
１の平面図を示し、図３にこの携帯電話機１の要部拡大図を示す。
【００１８】
　携帯電話機１は、電話機能等の主機能を有する略直方体状の本体部２と、この本体部２
の遠隔操作やイヤフォンマイク機能を有しこの本体部２に取り付け自在とされたリモート
コントローラユニット（リモコンユニット）３とを備えて構成される。
【００１９】
　まず、本体部２について説明する。
【００２０】
　本体部２の操作面１１には、長手方向の一方の端部部分に音声出力用のスピーカ１２、
長手方向の他方の端部部分に音声入力用のマイク１３が設けられている。なお、スピーカ
１２とマイク１３との位置関係上、スピーカ１２が設けられている方向を上方向、マイク
１３が設けられている方向を下方向という。
【００２１】
　また、この本体部２の操作面１１には、このスピーカ１２とマイク１３との間で、操作
面１１の短辺方向略中央に、回転押圧スイッチ１４が設けられている。この回転押圧スイ
ッチ１４は、回転操作可能、且つ、押圧操作可能とされたスイッチである。この回転押圧
スイッチ１４は、その回転操作方向が、操作面１１の上下方向（図３に示すＸ，Ｘ´方向
）とされ、その押圧方向が、操作面１１に対して垂直に押下す方向（図３に示すＹ方向）
とされている。
【００２２】
　また、本体部２の操作面１１には、スピーカ１２と回転押圧スイッチ１４との間に、例
えば液晶表示パネルからなる表示部１５が設けられている。
【００２３】
　また、本体部２の操作面１１には、表示部１５と回転押圧スイッチ１４との間に、左ソ
フトキー１６と、右ソフトキー１７とが設けられている。左ソフトキー１６は、操作部１
１に向かっての短辺方向左側に設けられており、右ソフトキー１７は、操作部１１に向か
って短辺方向右側に設けられている。また、本体部２の操作面１１には、回転押圧スイッ
チ１４の左隣に左方向キー１８が、右隣に右方向キー１９が設けられている。
【００２４】
　また、本体部２の操作面１１には、回転押圧スイッチ１４とマイク１３との間に、発呼
を開始等をする開始キー２１と、クリアキー２２と、電話の発信の終了等をする終了キー
２３と、１２個のダイヤルキー（０～９，＊，＃）２４とが設けられている。
【００２５】
　また、本体部２の操作面１１には、ダイヤルキー（０～９，＊，＃）２４と、マイク１
３との間に、音声による着信音を消すいわゆるマナーモードを設定するマナーキー２５と
、通話中に電話番号等を記憶しておく際等に用いられるメモキー２６とが設けられている
。
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【００２６】
　本体部２の上端側面部には、携帯電話の基地局との間で電波の送受信を行うアンテナ３
１が設けられている。
【００２７】
　本体部２の下端側面部には、メモリカード４が挿入される挿入スロット３２が設けられ
ている。
【００２８】
　本体部２の左側側面部には、コンピュータ等とデータのやりとりをするためのデータ入
出力端子３３と、ＭＤ，ＣＤ，ＤＶＤ等の外部オーディオ装置からオーディオ信号が入力
されるライン入力端子３４と、リモコンユニット３と接続するためのリモコンユニット端
子３５とが設けられている。
【００２９】
　つぎに、リモコンユニット３について説明する。
【００３０】
　リモコンユニット３は、イヤフォンマイク４１と、リモートコントローラ４２と、接続
ケーブル４３とを備えて構成される。
【００３１】
　イヤフォンマイク４１は、イヤフォンとマイクロフォンとが一体化構成されたものであ
る。このイヤフォンマイク４１を用いることにより、例えば本体２を鞄等にしまったまま
、通話をすることが可能となる。また、イヤフォンマイク４１は、メモリカード４に記録
されたオーディオデータを聞くときにも用いられる。このイヤフォンマイク４１は、リモ
ートコントローラ４２と着脱自在とされている。
【００３２】
　リモートコントローラ４２には、表示部４４と操作入力部４５とが設けられている。リ
モートコントローラ４２は、本体部２を遠隔操作するものである。
【００３３】
　このようなリモコンユニット３は、リモートコントローラ４２が接続ケーブル４３を介
して本体部２と接続されることにより、動作が可能となる。例えば、リモコンユニット３
は、電話の着信、オーディオ信号の再生、停止、早送り等の遠隔操作を行うことができる
。なお、本体部２とリモコンユニット３とは、ケーブルで接続されずに、赤外線等の無線
通信でデータの送受信を行うようにしてもよい。
【００３４】
　つぎに、この携帯電話機１の内部構成について説明をする。
【００３５】
　図４は、携帯電話機１の機能ブロック図である。
【００３６】
　携帯電話機１の本体部２には、スピーカ１２と、マイク１３と、回転操作スイッチ１４
と、表示部１５と、各種操作キー１６～２６と、アンテナ３１と、挿入スロット３２と、
データ入出力端子３３と、ライン入力端子３４と、リモコンユニット端子３５とが設けら
れている。さらに、この本体部２は、送受信部５１と、音声コーデック５２と、オーディ
オエンコーダ／デコーダ５３と、メモリカードインターフェース（メモリカードＩ／Ｆ）
５４と、デジタルデータインターフェース（デジタルＩ／Ｆ）５５と、リモコンインタフ
ェース（リモコンＩ／Ｆ）５６と、システム制御部５７とを備えている。
【００３７】
　リモコンユニット３は、イヤフォンマイク４１と、リモートコントローラ４２と、接続
ケーブル４３とを備えて構成される。リモコンユニット３のリモートコントローラ４２は
、表示部４４と、操作入力部４５と、リモコン制御部４６とを備えている。
【００３８】
　本体部２の送受信部５１は、基地局への電波の送信、基地局からの電波の受信処理を行
う。送受信部５１は、アンテナ３１を介して受信した受信電波を復調し、復調データを音
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声コーデック５２に供給する。また、送受信部５１は、音声コーデック５２から供給され
たデータを変調して、アンテナ３１を介して送信する。
【００３９】
　音声コーデック５２は、音声データに対する符号化及び復号を行う。音声コーデック５
２は、送受信部５１から供給された復調データに対して、音声復号処理を行う。音声復号
処理がされた音声信号は、スピーカ１２から出力されるか、或いは、リモコンＩ／Ｆ５６
を介してリモコンユニット３に供給されイヤフォンマイク４１から出力される。また、音
声コーデック５２は、マイク１３或いはイヤフォンマイク４１から音声信号が入力され、
この音声信号を符号化して、送受信部５１に供給する。
【００４０】
　オーディオエンコーダ／デコーダ５３は、メモリカード４に記録されるオーディオデー
タに対するオーディオエンコード及びデコード処理を行う。オーディオエンコーダ／デコ
ーダ５３には、挿入スロット３２に装着されたメモリカード４に記録されているオーディ
オデータが、メモリカードＩ／Ｆ５４を介して供給される。オーディオエンコーダ／デコ
ーダ５３は、このオーディオデータの暗号解読処理や音声伸張処理等のデコード処理を行
う。デコード処理がされたオーディオデータは、リモコンＩ／Ｆ５６介してリモコンユニ
ット３に供給されイヤフォンマイク４１から出力される。また、オーディオエンコーダ／
デコーダ５３には、外部から入力されたオーディオデータが、データ入出力端子３３又は
ライン入力端子３４を介して入力される。オーディオエンコーダ／デコーダ５３は、入力
されたオーディオデータの音声圧縮処理や暗号解読処理等のエンコード処理を行う。エン
コード処理がされたオーディオデータは、メモリカードＩ／Ｆ５４を介して、挿入スロッ
ト３２に装着されたメモリカード４に記録される。
【００４１】
　システム制御部５７は、上述した各部の制御を行う。
【００４２】
　一方、リモコンユニット３のリモートコントローラ４２内のリモコン制御部４６は、本
体部２とのデータの送受信、イヤフォンマイク４１との信号の送受信、表示部４４の表示
制御、操作入力部４５からの操作入力制御等を行う。
【００４３】
　以上のような構成の携帯電話機１の主要な機能及び動作について説明を行う。
【００４４】
　この携帯電話機１は、無線通信方式の電話機であり、ユーザによって携帯されるもので
ある。基地局から送信される電波が受信可能な位置にこの携帯電話機１があるときには、
通信可能状態となる。この通信可能状態で、ダイヤルキー２４によって任意の電話番号を
押した後、開始キー２１を押すことによって、発呼が開始され、相手先が呼び出されるこ
ととなる。また、この通信可能状態の時には、相手先から電話の着信がされる。相手先か
ら着信があったときには、任意のキーを押すことによって、通話が開始される。
【００４５】
　ここで、この携帯電話機１では、現在の通話品質の状態をユーザに提示するために、図
５に示すように、基地局からの受信電波の電界強度のレベルを示す電界強度表示６１を、
表示部１５の上部左側の所定の位置に表示している。電界強度は、例えば、送受信部５１
により検出される。検出された電界強度情報は、システム制御部５７により定期的に読み
出される。システム制御部５７は、読み出した電界強度情報に応じて表示部１５の表示制
御を行い、電界強度情報をユーザに提示する。この電界強度表示６１は、例えば、良好、
普通、悪い、通信不可とったように４段階程度のレベルで表される。
【００４６】
　また、この携帯電話機１は、基地局と通信を行って、インターネットプロトコルを利用
した電子メールの送受信を行う電子メール機能を有している。
【００４７】
　例えば、所定のメール入力画面を表示して、送信したい文章を入力し、その後、通信可
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能状態のときに、メール送信ボタンを選択することによって、メールデータが送信される
。具体的には、システム制御部５７が入力された電子メールをエンコードし、送受信部５
１がエンコードされたメールデータを一旦基地局に送信し、基地局から相手先のメールサ
ーバに転送される。また、相手先から自分のアドレス宛にメールが転送されると、基地局
はメールデータを携帯電話機１に送信する。携帯電話機１は、通信可能状態のときにその
メールデータを受信すると、自動的に着信処理を行い、内部メモリにそのメールデータを
格納する。そして、携帯電話機１のシステム制御部５７は、基地局からメールデータを取
得すると、図５に示すように、メール着信表示６２を、表示部１５の所定の位置に表示す
る。
【００４８】
　また、この携帯電話機１は、基地局と通信を行って、インターネットのＷＥＢサイトの
閲覧を行うインターネット閲覧機能を有している。
【００４９】
　例えば、インターネットの閲覧画面を表示して、この画面でＵＲＬを入力することによ
り、基地局と通信を行って、所定のＵＲＬで提供されているデータをダウンロードする。
そして、ダウンロードしたデータに応じて、入力操作や選択操作を行うと、さらにその情
報に基づき、所定のデータがダウンロードされてくることとなる。
【００５０】
　また、この携帯電話機１は、オーディオデータが記録されるメモリカード４が装着自在
とされ、このメモリカード４に記録されているオーディオデータを再生する動作、並びに
、このメモリカード４にオーディオデータを記録する記録動作といった、オーディオデー
タの記録再生機能を有している。
【００５１】
　オーディオデータを再生する場合には、メモリカード３２を挿入スロット３２に挿入し
、再生ボタンを選択する。再生ボタンが選択されると、メモリカード３２に記録されてい
るオーディオデータがオーディオエンコーダ／デコーダ５３によりデコードされ、リモコ
ンＩ／Ｆ５６を介してイヤフォンマイク４１から出力される。
【００５２】
　また、この携帯電話機１は、外部コンピュータ或いは外部オーディオ再生装置から入力
されたオーディオデータを記録することもできる。
【００５３】
　オーディオデータを外部コンピュータから記録する場合には、データ入出力端子３３と
外部コンピュータとを例えばＩＥＥＥ１３９４インタフェース等を用いて接続する。そし
て、外部コンピュータ上のアプリケーションソフトウェアを用いて、所望のオーディオデ
ータをメモリカード４に転送する（いわゆるチェックイン）作業を行う。このことにより
、新たなオーディオデータをメモリカード４に書き込むことができる。なお、メモリカー
ド４に記録されたオーディオデータの編集作業（例えば、データの削除や、再生順序の並
べ替え等）も、外部コンピュータにより行うことができる。
【００５４】
　また、オーディオデータを外部オーディオ再生装置から記録する場合には、ライン入力
端子３４と外部オーディオ再生装置とをケーブル接続する。そして、オーディオ再生装置
により所望のオーディオデータを再生するとともに、携帯電話機１に記録開始命令を与え
ることにより、いわゆるダビングが開始され、新たなオーディオデータをメモリカード４
に書き込むことができる。ライン入力端子３４への信号転送は、アナログ信号であっても
よいし、デジタルデータであってもよい。アナログ信号が入力される場合には、オーディ
オエンコーダ／デコーダ５３がＡ／Ｄ変換を行い、オーディオ信号をデジタルデータにし
た後に、音声エンコード処理がされてメモリカード４にオーディオデータが書き込まれる
。
【００５５】
　以上のように、この携帯電話機１では、通常の電話の通話機能の他に、電子メール機能
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、インターネット閲覧機能、及び、メモリカード４を用いたオーディオデータの記録再生
機能を有し、多機能化が図られている。
【００５６】
　つぎに、各操作キー及びスイッチについて説明をする。
【００５７】
　以下説明をする各操作キーは、ユーザにより操作がされると、その制御命令がシステム
制御部５７に伝わる。そして、システム制御部５７により以下に説明する各キーの機能に
応じた制御が行われる。
【００５８】
　回転押圧スイッチ１４は、回転操作可能、且つ、押圧操作可能とされたスイッチである
。
【００５９】
　回転押圧スイッチ１４の回転動作は、例えば、表示部１５に表示されているフォーカス
やカーソル等のポインタを上下方向に移動させる方向キーとして機能する。フォーカスと
は、例えば、表示部１３に表示されている情報群（例えば、複数のアイコン、メニュー表
示、リスト表示等）から、１つの情報（１つのアイコン、１つのメニュータイトル、１つ
の曲タイトル等）を特定するための表示で、通常、特定している情報の表示を白黒反転さ
せている。この回転押圧スイッチ１４は、操作面１１の短辺方向の中心位置に設けられ、
さらに、その回転操作方向が操作面１１の上下方向（長手方向）となっている。そのため
、フォーカスを上下に移動させるに場合に、表示画面のフォーカスの動作と操作をする指
の動作が平行となっており、且つ操作をする指が表示画面に対向した位置となるため、操
作感覚と画面動作の一致感をユーザに与え、且つ、上下キー等のボタンより操作しやすい
。
【００６０】
　また、この回転押圧スイッチ１４の押圧動作は、いわゆるソフトキーとしての機能を有
している。ソフトキーとは、表示部１５に表示しているメニュー内容や情報等に応じて、
ボタンを押したときの作用がプログラマブルに変化するキーである。このソフトキーは、
ボタンを押したときに選択される機能の内容が表示部１３に表示され、今このボタンを押
したらどのような作用があるのか、ということをユーザが認識できるようになっている。
具体的に、この回転押圧スイッチ１４を押圧したときに選択される機能は、図５に示すよ
うに、表示部１３の表示画面の下側の中央位置に、中央ソフトキー機能表示６３として表
示されている。
【００６１】
　左ソフトキー１６は、上述したソフトキーとして機能する。この左ソフトキー１６を押
したときに選択される機能は、図５に示すように、表示部１３の表示画面の下側、向かっ
て左側位置に、左ソフトキー機能表示６４として表示されている。
【００６２】
　右ソフトキー１７は、上述したソフトキーとして機能する。右ソフトキー１７を押した
ときに選択される機能は、図５に示すように、表示部１３の表示画面の下側、向かって右
位置に、右ソフトキー機能表示６５として表示されている。
【００６３】
　左方向キー１８は、表示部１５に表示されているフォーカスやカーソル等を左方向に移
動させる移動キーとして機能する。
【００６４】
　右方向キー１９は、表示部１５に表示されているフォーカスやカーソル等を右方向に移
動させる移動キーとして機能する。
【００６５】
　開始キー２１は、電話の発呼の開始等させるキーとして機能する。
【００６６】
　クリアキー２２は、表示画面の表示状態を初期表示メニュー画面にしたり、入力した情
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報をクリアしたりするキーとして機能する。
【００６７】
　終了キー２３は、電話の発信の終了機能、携帯電話機１の電源の入力及び切断をする電
源機キーとして機能する。
【００６８】
　ダイヤルキー（０～９，＊，＃）２４は、０～９，＊，＃の入力キーとして機能する他
に、各種文字が割り付けられており、電子メールの文字入力時等には、文字入力キーとな
る。この割り付けられる文字種類は、後述する文字入力モード設定画面により切り換えら
れる。割り付けられる文字種類としては、例えば、漢字、全角カナ、全角アルファベット
、全角数字、全角記号（キャラクタ文字）、定型文書、半角カナ、半角アルファベット、
半角数字、半角記号（キャラクタ文字）等がある。
【００６９】
　マナーキー２５は、音声による着信音をなくすマナーモードを設定するキーとして機能
する。
【００７０】
　メモキー２６は、話中に電話番号等を記憶させるキーとして機能する。
【００７１】
　なお、このマナーキー２５及びメモキー２６は、表示部１５に表示された情報を、１ペ
ージ分スクロールするページ送り機能も有している。マナーキー２５は、上方向へのペー
ジ送りキーとなり、メモキー２６は、下方向へのページ送りキーとなる。以下、マナーキ
ー２５を上方向ページ送りキー２５と言い換え、メモキー２６を下方向ページ送りキー２
６と言い換える。
【００７２】
　（曲順序の並べ替え）
　つぎに、メモリカード４に記録されているオーディオデータの曲順序を並べ替える操作
について説明をする。
【００７３】
　この携帯電話機１では、メモリカード４に記録されているオーディオデータの曲順序の
並べ替え編集を行うことができる。なお、ここでいう曲順序とは、例えば記録媒体に管理
情報に記録されているトラック番号やファイル番号といった各情報単位につけられる番号
の番号順序のことであり、通常、連続再生をした場合における再生順序に対応することと
なる。したがって、曲順序の並べ替えを行ったとしても、メモリカード４中に記録されて
いる実際のコンテンツ（オーディオデータ）の書き換えが行われるのではなく、管理情報
として管理されているファイル番号やトラック番号、或いは、曲と曲とのリンク関係等が
書き換えられることとなる。
【００７４】
　まず、携帯電話機１では、オーディオデータの再生をし、それを一旦中断すると、図６
（Ａ）に示すような表示画面が表示される。この画面で、左ソフトキー１６を押し、“機
能”を選択すると、図６（Ｂ）に示すような、編集モード選択画面が表示される。
【００７５】
　この編集モード選択画面で、回転押圧スイッチ１４を回転操作してフォーカスＦを上下
に移動させ、フォーカスＦを“曲並べ替え”の位置まで持ってくる。続いて、回転押圧ス
イッチ１４を押圧操作して“選択”を選択すると、図６（Ｃ）に示すような、タイトルリ
スト表示画面が表示される。
【００７６】
　このタイトルリスト表示画面では、メモリカード４に記録されている曲を特定するため
のタイトル及びタイトル番号が、現在登録されている曲順序に従い上下に並べられ、リス
ト状に表示される。
【００７７】
　このタイトルリスト表示画面の状態から、まず、移動させたい曲のタイトルの位置に、
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フォーカスＦを移動させる。このとき、フォーカスＦは、タイトルリストが上下に並べら
れていることから、回転押圧スイッチ１４を回転操作することにより移動させる。ここで
は、図７（Ａ）に示すように、フォーカスＦを“ＴｉｔｌｅＡ”の位置に移動させたとす
る。続いて、回転押圧スイッチ１４を押圧操作して“選択”を選択すると、図７（Ｂ）に
示すように、“ＴｉｔｌｅＡ”が選択される。
【００７８】
　ここで、この“ＴｉｔｌｅＡ”が選択された状態の画面で、左ソフトキー１６を押して
“戻る”を選択すると、図７（Ｅ）に示すように、オーディオデータの再生を一旦中止し
た表示画面に戻る。
【００７９】
　一方、この“ＴｉｔｌｅＡ”が選択された状態の画面で、回転押圧スイッチ１４を回転
操作すると、フォーカスＦとともに“ＴｉｔｌｅＡ”のタイトル文字が、タイトルリスト
上を上下に移動する。そして、このフォーカスＦ及び“ＴｉｔｌｅＡ”のタイトル文字を
、タイトルリスト上の並べ替えを希望する位置まで移動させる。ここでは、図７（Ｃ）に
示すように、“ＴｉｔｌｅＤ”と“ＴｉｔｌｅＥ”との間の位置まで移動させたとする。
続いて、回転押圧スイッチ１４を押圧操作して、“決定”を選択と、図７（Ｄ）に示すよ
うに、選択したタイトルが希望の移動位置まで移動した状態となり、タイトルリストの並
べ替えが完了する。そして、さらに、他のタイトルも移動させたいときは、この画面から
、移動させたい曲のタイトルの位置にフォーカスＦを移動させ、その位置で回転押圧スイ
ッチ１４を押圧操作して“選択”を選択する。このように操作することにより、連続的に
複数のタイトルの移動を行うことができる。
【００８０】
　そして、全てのタイトルの移動が完了すると、図７（Ｄ）の状態から、右ソフトキー１
７を押して“完了”を選択する。この“完了”を選択すると、システム制御部５７が現在
表示されているタイトルリストの順番に従ってメモリカード４の管理情報を書き換えると
ともに、図７（Ｅ）に示すように、表示画面をオーディオデータの再生を一旦中止した画
面に戻す。
【００８１】
　以上の処理手順を図８にフローチャートにして示して説明を行う。
【００８２】
　メモリカード４に記録されている曲を特定する複数のタイトルを、記録順序に従って並
べたタイトルリストを表示する（ステップＳ１１）。続いて、回転押圧スイッチ１４を回
転方向に操作して移動させたい曲のタイトル位置にフォーカスを移動させ、そのタイトル
位置で回転押圧スイッチ１４を押圧方向に操作してそのタイトルを選択する（ステップＳ
１２）。続いて、回転押圧スイッチ１４を回転方向に操作して選択したタイトルを、リス
ト上の任意の位置まで移動させる（ステップＳ１３）。続いて、そのタイトル位置で回転
押圧スイッチ１４を押圧方向に操作してタイトルの移動先を確定する（ステップＳ１４）
。タイトルの移動先が確定されたのちは、回転押圧スイッチ１４を回転方向に操作するこ
とにより、次に移動させたい曲のタイトルを選択することが可能となる。そして、全ての
タイトル移動が完了すると、タイトルリストの表示を終了するとともに、メモリカード４
に記録されている曲の記録順序をタイトルリスト順に書き換える（ステップＳ１５）。
【００８３】
　以上のように携帯電話機１では、このような操作手順に従ってメモリカード４に記録さ
れているオーディオデータの記録順序を並べ替えを行うことにより、非常に容易に編集作
業を行うことができる。
【００８４】
　なお、以上メモリカード４に記録されたオーディオデータの並べ替えを行う例を示した
が、この手順は、並び替えを行う対象はオーディオデータに限らず、例えば映像データ、
コンピュータデータ、電話番号リスト、住所リスト等記録順序が定められた情報であれば
、どのようなものに適用してもよい。また、記録媒体としてはメモリカード４を例に挙げ
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たが、携帯電話機１の内部メモリや、ＭＤ、ＤＶＤ-ＲＡＭといった書き換え可能な記録
媒体であれば、やはりどのようなものであってもよい。（文字入力モードの切り換え）つ
ぎに、文字入力モードの切り換え操作について説明をする。
【００８５】
　携帯電話機１では、ダイヤルキー２４に複数の文字種類が割り当てられ、文字入力モー
ドを切り換えることにより、任意の文字種類の文字を入力することが可能となる。
【００８６】
　携帯電話機１では、電子メール等の書き込み時等における文字入力画面で、右ソフトキ
ー１７を押して“モード”を選択すると、この図９（Ａ）に示すような、文字入力モード
選択画面が表示される。
【００８７】
　この文字入力モード選択画面は、ダイヤルキー２４に割り当てられている全ての文字種
類が２列のリスト上に表示されている。ダイヤルキー２４に割り当てられている文字種類
は、例えば、漢字、全角カナ、全角アルファベット、全角数字、全角記号（キャラクタ文
字）、定型文書、半角カナ、半角アルファベット、半角数字、半角記号（キャラクタ文字
）である。この文字入力選択画面では、リストの右側の列に、漢字、全角カナ、全角アル
ファベット、全角数字、全角記号（キャラクタ文字）、定型文書が表示され、リストの左
側の列に、半角カナ、半角アルファベット、半角数字、半角記号（キャラクタ文字）が表
示されている。
【００８８】
　この文字入力モード選択画面で、回転押圧スイッチ１４を回転操作することにより、図
９（Ｂ）に示すように、漢字→全角カナ→全角アルファベット→全角数字→全角記号（キ
ャラクタ文字）→定型文書→半角カナ→半角アルファベット→半角数字→半角記号（キャ
ラクタ文字）→漢字→全角カナ→・・・といったようにサイクリックにフォーカスＦが移
動する。また、左方向キー１８又は右方向キー１９を押すことにより、フォーカスＦが左
右の列の間を移動する。
【００８９】
　そして、この文字入力モード選択画面で、以上のように動作する回転押圧スイッチ１４
及び方向キー１８，１９を用いて、使用したい文字種類にフォーカスを移動させ、回転押
圧スイッチ１４を押圧操作して“選択”を選択すると、電子メール等の書き込み画面に戻
り、選択した文字種類の文字が入力できるようになる。
【００９０】
　以上のように携帯電話機１では、文字書き込み画面で文字入力モードの設定操作をする
と、全ての文字種類が表示された文字入力モード選択画面を表示する。そして、この文字
入力モード選択画面に基づき、文字種類の選択をするとダイヤルキー２４に割り付けられ
た任意の文字種類の文字が入力できるようになる。
【００９１】
　このため、携帯電話機１では、モード設定ボタンを一回ずつ押して、文字入力モードを
切り換えていくといった非常に面倒な作業を行わなくてもよく、文字入力モードを容易に
選択することができる。
【００９２】
　なお、文字入力モード選択画面では、そのとき入力可能な文字種類だけを表示するよう
にしたり、そのとき入力可能な文字種類だけを選択可能とするようにしてもよい。例えば
、電子メールアドレスやＵＲＬの入力時には、半角アルファベット及び半角数字だけを選
択可能とするような文字入力モード選択画面としてもよい。
【００９３】
　（ガイダンス表示）
　フォーカス等の移動可能方向のガイダンス表示、及び、ページ送りキーのガイダンス表
示について説明をする。
【００９４】



(13) JP 2017-92967 A 2017.5.25

10

20

30

40

50

　この携帯電話機１では、回転押圧スイッチ１４の回転操作が可能かどうか、左方向キー
１８及び右方向キー１９が操作可能かどうかを示す、方向キーガイダンス表示を行う。す
なわち、方向キーガイダンス表示は、回転押圧スイッチ１４を回転操作することによって
フォーカスやカーソル等のポインタが上下に有効に移動するかどうか、また、左方向キー
１８及び右方向キー１９を操作することによってフォーカスやカーソル等のポインタが左
右に有効に移動するかどうかを示す。
【００９５】
　この方向キーガイダンス表示は、図１０に示すように、上方向移動可能マーク７１と、
下方向移動可能マーク７２と、左方向移動可能マーク７３と、右方向移動可能マーク７４
とから構成される。これらの方向キーガイダンス表示は、中央ソフトキー機能表示６３の
周囲にそれぞれ矢印マークとして表示される。すなわち、上方向移動可能マーク７１は、
中央ソフトキー機能表示６３の上位置に、上向き矢印マークで表示される。下方向移動可
能マーク７２は、中央ソフトキー機能表示６３の下位置に、下向き矢印マークで表示され
る。左方向移動可能マーク７３は、中央ソフトキー機能表示６３の左位置に、左向き矢印
マークで表示される。右方向移動可能マーク７４は、中央ソフトキー機能表示６３の右位
置に、右向き矢印マークで表示される。
【００９６】
　上方向移動可能マーク７１は、回転押圧スイッチ１４が上方向に操作可能であれば表示
され、回転押圧スイッチ１４が上方向に操作不可能であれば表示されない。上方向移動可
能マーク７１は、例えば、フォーカスＦが図１０中矢印ａ方向に移動可能（例えばフォー
カスされた情報のさらに上位置に選択可能な情報がある場合）であれば表示され、フォー
カスＦが図１０中矢印ａ方向に移動不可能（例えばフォーカスされた情報のさらに上位置
に選択可能な情報がない場合）であれば表示されない。
【００９７】
　下方向移動可能マーク７２は、回転押圧スイッチ１４が下方向に操作可能であれば表示
され、回転押圧スイッチ１４が下方向に操作不可能であれば表示されない。下方向移動可
能マーク７２は、例えば、フォーカスＦが図１０中矢印ｂ方向に移動可能（例えばフォー
カスされた情報のさらに下位置に選択可能な情報がある場合）であれば表示され、フォー
カスＦが図１０中矢印ｂ方向に移動不可能（例えばフォーカスされた情報のさらに下位置
に選択可能な情報がない場合）であれば表示されない。
【００９８】
　左方向移動可能マーク７３は、左方向キー１８が左方向に操作可能であれば表示され、
左方向キー１８が左方向に操作不可能であれば表示されない。左方向移動可能マーク７３
は、例えば、フォーカスＦが図１０中矢印ｃ方向に移動可能（例えばフォーカスされた情
報のさらに左位置に選択可能な情報がある場合や選択された情報の上階層の画面がある場
合）であれば表示され、フォーカスＦが図１０中矢印ｃ方向に移動不可能（例えばフォー
カスされた情報のさらに左位置に選択可能な情報がない場合や選択された情報の上階層の
画面がない場合）であれば表示されない。
【００９９】
　右方向移動可能マーク７４は、右方向キー１９が右方向に操作可能であれば表示され、
右方向キー１９が右方向に操作不可能であれば表示されない。右方向移動可能マーク７４
は、例えば、フォーカスＦが図１０中矢印ｄ方向に移動可能（例えばフォーカスされた情
報のさらに右位置に選択可能な情報がある場合や選択された情報の下階層の画面がある場
合）であれば表示され、フォーカスＦが図１０中矢印ｄ方向に移動不可能（例えばフォー
カスされた情報のさらに右位置に選択可能な情報がない場合や選択された情報の下階層の
画面がない場合）であれば表示されない。
【０１００】
　携帯電話機１の表示画面を用いて、方向キーガイダンス表示の具体的な表示例について
説明をする。
【０１０１】
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　図１１は、各表示メニューに対するショートカット画面であるジャンプメニューについ
て示す図である。
【０１０２】
　図１１（Ａ）は、ジャンプメニュー画面を表示させ、そのメニュータイトルの“ジャン
プ”という文字にフォーカスＦがあっている状態の表示画面である。この表示画面の状態
では、上方向移動可能マーク７１、下方向移動可能マーク７２、左方向移動可能マーク７
３が表示されている。このときには、回転押圧スイッチ１４によりフォーカスＦを上方向
及び下方向に移動させることが可能である。さらに、このときには、右方向キー１９によ
り下階層の画面を表示させることが可能である。
【０１０３】
　図１１（Ａ）の画面表示で、右方向キー１９を押すと、図１１（Ｂ）の表示画面となる
。この図１１（Ｂ）の表示画面は、ジャンプメニュー内の個々のメニューの選択画面であ
り、“インターネット”の選択位置にフォーカスがあっている状態の画面である。この表
示画面では、上方向移動可能マーク７１、下方向移動可能マーク７２、左方向移動可能マ
ーク７３、右方向移動可能マーク７４が表示されている。このときには、回転押圧スイッ
チ１４によりフォーカスＦを上方向及び下方向に移動させることが可能である。さらに、
このときには、左方向キー１８により上階層の画面（図１１（Ａ）の画面）を表示させる
ことが可能であり、右方向キー１９により下階層の画面を表示させることが可能である。
【０１０４】
　図１１（Ｂ）の表示画面で、左ソフトキー１６を押すと、図１１（Ｃ）の表示画面とな
る。この図１１（Ｃ）の表示画面は、ジャンプメニュー内の個々のメニュー表示の編集画
面である。この表示画面では、上方向移動可能マーク７１、下方向移動可能マーク７２が
表示されている。このときには、回転押圧スイッチ１４によりフォーカスＦを上方向及び
下方向に移動させることが可能である。
【０１０５】
　図１１（Ｂ）の表示画面で、右ソフトキー１７を押すと、図１１（Ｄ）の表示画面とな
る。この図１１（Ｄ）の表示画面は、ジャンプメニュー内の個々のメニュー表示の追加画
面である。この表示画面では、上方向移動可能マーク７１、下方向移動可能マーク７２、
左方向移動可能マーク７３が表示されている。このときには、回転押圧スイッチ１４によ
りフォーカスＦを上方向及び下方向に移動させることが可能である。さらに、このときに
は、右方向キー１９により下階層の画面を表示させることが可能である。
【０１０６】
　ここで、この図１１（Ｄ）の表示画面では、リストの先頭を示す区切り線７５が表示さ
れている。このリストの先頭を示す区切り線７５は、例えば、表示されたリストの数は有
限であるが、回転押圧スイッチ１４の回転動作により、フォーカスをサイクリックに移動
させたい場合、すなわち、リストの一番上にフォーカスがあっている状態でもさらに上方
向を指示することにより、リストの一番下にフォーカスを合わせるように移動させたい場
合がある。このようなサイクリックなフォーカス移動をさせる場合には、リストの先頭が
どこであるかが、ユーザに対して明確に表示できない。そこで、この携帯電話機１では、
リストの一番上の区切りの位置に、区切り線７５を表示するようにしている。
【０１０７】
　図１２は、電子メールの入力画面を示す図である。
【０１０８】
　図１２（Ａ）は、メール本文がまだ一文字も書かれておらず、カーソルＣが左上にある
場合の表示画面である。この表示画面では、下方向移動可能マーク７２、右方向移動可能
マーク７４が表示されている。このときには、回転押圧スイッチ１４によりカーソルＣを
下方向に移動させることが可能である。さらに、このときには、右方向キー１９によりカ
ーソルＣを右方向に移動させることが可能である。
【０１０９】
　図１２（Ｂ）は、メール本文がある程度かかれた状態で、カーソルが１列２文字目にあ
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る場合の表示画面である。この表示画面では、下方向移動可能マーク７２、左方向移動可
能マーク７３、右方向移動可能マーク７４が表示されている。このときには、回転押圧ス
イッチ１４によりカーソルＣを下方向に移動させることが可能である。さらに、このとき
には、左方向キー１８によりカーソルＣを左方向に移動させ、及び、右方向キー１９によ
りカーソルＣを右方向に移動させることが可能である。
【０１１０】
　図１２（Ｂ）は、メール本文がある程度かかれた状態で、漢字の変換を行っている表示
画面である。この表示画面では、回転押圧スイッチ１４を回転操作することにより変換候
補が出力されることを示す変換候補表示７６が表示される。
【０１１１】
　また、この携帯電話機１では、上方向ページ送りキー２５による前ページ送りが可能で
あるか、下方向ページ送りキー２６による次ページ送りが可能であるかどうかを示す、ペ
ージ送りガイダンス表示も行う。
【０１１２】
　すなわち、ページ送りガイダンス表示は、上方向ページ送りキー２５及び下方向ページ
送りキー２６を操作することによって、ページが送られるかどうか、つまり、表示領域の
上下に見えていない情報があるかどうかを示す情報である。
【０１１３】
　このページ送りガイダンス表示は、図１３に示すように、上方向ページ送り可能マーク
７７と、下方向ページ送り可能マーク７８とから構成される。これらのページ送りガイダ
ンス表示は、表示画面の左側の上下位置に表示される。
【０１１４】
　上方向ページ送り可能マーク７７は、上方向ページ送りキー２５で上方向にページ送り
が可能であれば表示され、操作不可能であれば表示されない。
【０１１５】
　下方向ページ送り可能マーク７８は、下方向ページ送りキー２６で下方向にページ送り
が可能であれば表示され、操作不可能であれば表示されない。
【０１１６】
　携帯電話機１の表示画面を用いて、ページ送りガイダンス表示の具体的な表示例につい
て説明をする。
【０１１７】
　図１４は、電子メールの入力画面を示す図である。
【０１１８】
　図１４（Ａ）は、メール本文がある程度かかれた状態で、カーソルが１列２文字目にあ
る場合の表示画面である。この表示画面では、下方向ページ送り可能マーク７８が表示さ
れている。このときには、下方向ページ送りキー２６により下方向にページをスクロール
させることが可能である。
【０１１９】
　図１４（Ｂ）は、図１４（Ａ）の状態から、１ページ分下方向にページをスクロールさ
せた状態の表示画面である。この表示画面では、上方向ページ送り可能マーク７７と下方
向ページ送り可能マーク７８とが表示されている。このときには、上方向ページ送りキー
２５により上方向にページをスクロールさせることも、下方向ページ送りキー２６により
下方向にページをスクロールさせることも可能である。
【０１２０】
　携帯電話機１では、このように方向キーガイダンス表示及びページ送りキーガイダンス
表示を行うことにより、方向キー、ページ送りキーの操作性を向上させ、ユーザの利便性
を向上させることができる。
【０１２１】
　（音楽再生中の着信拒否）
　オーディオ再生中に相手先から電話の着信があったときの携帯電話機１の処理について
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、図１５の表示画面及び図１６のフローチャートを用いて説明をする。
【０１２２】
　携帯電話機１は、オーディオ再生中に相手先から着信があると（ステップＳ２１）、図
１５（Ａ）に示すような表示画面が表示される。このとき、左ソフトキー１６以外のキー
を押すと（ステップＳ２２）、着信を受け取り通話が開始される。ここで、通話が開始さ
れると、オーディオ再生が一時ストップする（ステップＳ２３）。また、着信があったと
きに、左ソフトキー１６を押すと（ステップＳ２２）、図１５（Ｂ）に示すような、メニ
ューが表示される（ステップＳ２４）。
【０１２３】
　このステップＳ２４では、“留守番転送”、“着信転送”、“応答保留”、“着信拒否
”が示されたメニュー表示がされる。
【０１２４】
　続いて、このメニュー表示に従い、回転押圧スイッチ１４を回転操作させていずれかの
メニューを選択する（ステップＳ２５，ステップＳ２６）。
【０１２５】
　ここで、“留守番転送”を選択すると、相手先からの電話を基地局に設けられた留守番
電話サービス局に転送する処理が行われる。また、“着信転送”を選択すると、相手先か
らの電話を他の電話番号を転送する処理が行われる。また、“応答保留”を選択すると、
相手先からの着信がされたままの状態（つまり呼び出し中のままで）としておく。“着信
拒否”を選択すると、相手先からの電話を切断する処理を行う。
【０１２６】
　携帯電話機１は、このようなメニュー選択がされると、その選択に対応した通話拒否動
作を行う。その際に、オーディオ再生は継続したままとする（ステップＳ２７）。
【０１２７】
　このように携帯電話機１では、オーディオの再生中に電話の着信があった場合には、操
作入力に応じて通話の拒否を行う。このことにより、携帯電話機１では、オーディオ再生
中に電話の着信があった場合、簡単な操作で再生を継続することができる。
【０１２８】
　（発着信オフモード時の緊急電話）
　この携帯電話機１では、送受信部５１の動作を停止して電波の送受信を行わないように
する発着信オフモードを設定することができる。この発着信オフモードを例えばメニュー
画面で選択すると、システム制御部５は、送受信回路５１のプロトコル動作を停止し、基
地局との電波の送受信を完全に停止する。このような発着信オフモードを設定することに
より、本体の電源は切らずに電波の送受信のみを停止することができる。従って、電話機
能以外の機能については使用することができるという状態にすることができる。従って、
この発着信オフモードでは、例えば、電話機能は使用することができないが、電子メール
の文字の入力操作や音楽の記録再生などを行うことができる。
【０１２９】
　ここで、この発着信オフモードに設定されている場合に、電話番号入力がされたときの
処理について図１７を用いて説明をする。
【０１３０】
　発着信オフモードが設定されているときに、ダイヤルキー２４が押され電話番号が入力
されると（ステップＳ３１）、システム制御部５７は、その押された電話番号を表示部１
３に表示する（ステップＳ３２）。
【０１３１】
　続いて、開始キー３３が押されると（ステップＳ３３）、システム制御部５７は、その
電話番号が緊急番号（１１０，１１８，１１９）か或いは予め登録されている所定の電話
番号かどうかを判断する（ステップＳ３４）。なお、ここで登録されている電話番号は、
通常のアドレス登録とは異なり、特別に緊急用として登録した電話番号であることが望ま
しい。
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【０１３２】
　緊急番号（１１０，１１８，１１９）或いは予め登録されている電話番号ではない場合
には、発信を停止し、発着信オフモードはそのまま継続される（ステップＳ３５）。つま
り、電話をかけることはできない。
【０１３３】
　一方、緊急番号（１１０，１１８，１１９）或いは予め登録されている電話番号である
場合、システム制御部５７は、発着信オフモードの解除を行い、送受信部５１の動作のプ
ロトコル処理を起動させる（ステップＳ３６）。
【０１３４】
　続いて、送受信部５１の動作のプロトコル処理が起動されると、送受信部５１は、基地
局の捕捉動作を開始する。
【０１３５】
　送受信部５１が基地局を捕捉すると、送受信部５１は、入力された電話番号の発信処理
を開始する（ステップＳ３８）。
【０１３６】
　以上のように、この携帯電話機１では、電波の送受信を停止して電話の発着信を行わな
い発着信オフモードに設定されていても、緊急性があったり予め登録をしてある電話をし
た場合には、そのモード解除作業を行わずに通話が開始されるので、早急に通報や通話を
することができる。
【０１３７】
　（オーディオデータ記録時における自動発着信オフ）
　上述したように携帯電話機１では、ライン入力端子３４又はデータ入出力端子３５から
入力されたオーディオデータをメモリカード４に記録することができる。この携帯電話機
１のオーディオデータの記録要求があった場合の処理について図１８を用いて説明をする
。
【０１３８】
　まず、携帯電話機１が電源オンとなっており、オーディオデータの記録要求があると（
ステップＳ４１）、システム制御部５７は、送受信部５１のプロトコル動作状態の情報を
取得し、それをメモリに保持しておく（ステップＳ４２）。
【０１３９】
　続いて、システム制御部５７は、送受信回路５１の送受信のプロトコルが現在動作して
いるかどうかを判断する（ステップＳ４３）。プロトコルが動作していれば、ステップＳ
４４に進み、動作していなければ、ステップＳ４５に進む。
【０１４０】
　続いて、システム制御部５７は、送受信回路５１のプロトコルが動作していれば、この
送受信回路５１のプロトコルの動作を停止して、電話の発着信を行わない発着信オフモー
ドに設定する（ステップＳ４４）。
【０１４１】
　続いて、システム制御部５７は、オーディオデータの記録動作を開始する（ステップＳ
４５）。従って、このステップＳ４５でのオーディオデータの記録動作は、常に発着信オ
フモードとされた状態で行われる。
【０１４２】
　続いて、システム制御部５７は、記録終了要求があると（ステップＳ４６）、先のステ
ップＳ４２でメモリに保持している記録動作に入る前の送受信回路５１のプロトコル動作
状態を取得する（ステップＳ４７）。
【０１４３】
　続いて、このステップＳ４７で読み出した情報から、プロトコルが動作中であったか、
動作中でなかったかを判断する（ステップＳ４８）。プロトコルが動作中だったならば、
ステップＳ４９に進み、動作中でなかったのであれば、処理を終了する。
【０１４４】
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　続いて、システム制御部５７は、送受信回路５１のプロトコルが動作中だったならば、
この送受信回路５１のプロトコルの動作を開始する（ステップＳ４９）。そして、一連の
オーディオ記録処理を終了する。
【０１４５】
　以上のように携帯電話機１では、記録動作要求があった場合に、自動的に送受信オフモ
ードに設定することにより、電話着信による録音動作の妨害を回避することができる。
【０１４６】
　（リモコン電界強度表示）
　携帯電話機１では、上述したようにリモコンユニット３が設けられている。このイヤフ
ォンマイクユニット３のリモートコントローラ４２は、メモリカード４に記録されている
オーディオデータを再生するための遠隔制御や、電話機本体の機能に対する遠隔操作を行
うものである。
【０１４７】
　このようなリモートコントローラ４２による電界強度表示処理について図１９に示すフ
ローチャートを用いて説明をする。
【０１４８】
　リモートコントローラ４２のリモコン制御部４６は、ユーザにより電界強度の表示要求
がされると（ステップＳ６１）、本体部２のシステム制御部５７に、電界強度の通知要求
を送出する（ステップＳ６２）。
【０１４９】
　本体部２のシステム制御部５７は、現在保持している電界強度情報（電界強度表示６１
を表示するための情報）とタイムアウトタイマー値とを、リモートコントローラ４２に送
出する（ステップＳ６３）。
【０１５０】
　リモートコントローラ４２のリモコン制御部４６は、システム制御部５７からの通知を
受けると、リモートコントローラ４２の表示部４４に現在なんらかの表示がされているか
どうかを判断する（ステップＳ６４）。表示部４４になんらかの表示がされている場合に
はステップＳ６５に進み、表示がされていない場合にはステップＳ６６に進む。
【０１５１】
　続いて、リモートコントローラ４２のリモコン制御部４６は、現在表示部４４に表示し
ている情報を一時的に待避させる（ステップＳ６５）。
【０１５２】
　続いて、リモートコントローラ４２のリモコン制御部４６は、本体部２のシステム制御
部５７から送出された電界強度情報に基づき、表示部４４に電界強度表示を行う（ステッ
プＳ６６）。この電界強度情報は、図２０に示すように、例えば、良好、普通、悪い、通
信不可とったように４段階程度のレベルで表示部４４に表示される。
【０１５３】
　続いて、リモートコントローラ４２のリモコン制御部４６は、タイマーを起動させる（
ステップＳ６７）。そして、起動されたタイマーは、本体部２のシステム制御部５７から
送出されたタイムアウトタイマー値だけカウント行い、カウントが終了すると、タイマー
イベントを発生する。
【０１５４】
　続いて、リモートコントローラ４２のリモコン制御部４６は、タイマーからタイマーイ
ベントが発生すると（ステップＳ６８）、ステップＳ６５で一時待避した待避情報がある
かどうかを判断する（ステップＳ６９）。待避情報がある場合には、ステップＳ７０に進
み、待避情報がない場合には、ステップＳ７１に進む。
【０１５５】
　続いて、リモートコントローラ４２のリモコン制御部４６は、待避情報がある場合には
待避情報を再表示して処理を終了する（ステップＳ７０）。また、リモートコントローラ
４２のリモコン制御部４６は、待避情報がない場合には表示部４４の表示を消して、処理
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を終了する（ステップＳ７１）。
【０１５６】
　なお、タイムアウトタイマー値は、本体部２から送出されるのではなく、予めリモート
コントローラ側に設定されていてもよい。
【０１５７】
　以上のように携帯電話機１は、本体とは別体とされたリモコンユニット３を備え、この
リモコンユニット３に電界強度情報を表示する。このことにより、携帯電話機１では、受
信電波の電界強度をユーザが手軽に確認することができる。例えば、本体２をカバン等し
まっておいた場合でも、例えばリモコンユニット３に電界強度情報が表示されるので、わ
ざわざ本体２をカバン等から取り出して確認することなくユーザは非常に手軽に現在の受
信状態を確認することができる。また、リモコンユニット３には常に電界強度情報を表示
するのではなく、ユーザからの操作に応じて必要に応じて表示することによって、リモコ
ンユニット３に設けられる表示領域を有効に活用することができる。
【０１５８】
　（リモコンメール着信表示）
　携帯電話機１では、上述したようにリモコンユニット３が設けられている。このイヤフ
ォンマイクユニット３のリモートコントローラ４２は、メモリカード４に記録されている
オーディオデータを再生するための遠隔制御や、電話機本体の機能に対する遠隔操作を行
うものである。
【０１５９】
　このようなリモートコントローラ４２によるメール着信表示処理について図２１に示す
フローチャートを用いて説明をする。
【０１６０】
　本体部２のシステム制御部５７は、基地局からのメールデータを自動着信すると（ステ
ップＳ８１）、メール着信表示通知とタイムアウトタイマー値とを、リモートコントロー
ラ４２に送出する（ステップＳ８２）。
【０１６１】
　リモートコントローラ４２のリモコン制御部４６は、システム制御部５７からの通知を
受けると、リモートコントローラ４２の表示部４４に現在なんらかの表示がされているか
どうかを判断する（ステップＳ８３）。表示部４４になんらかの表示がされている場合に
はステップＳ８４に進み、表示がされていない場合にはステップＳ８５に進む。
【０１６２】
　続いて、リモートコントローラ４２のリモコン制御部４６は、現在表示部４４に表示し
ている情報を一時的に待避させる（ステップＳ８４）。
【０１６３】
　続いて、リモートコントローラ４２のリモコン制御部４６は、本体部２のシステム制御
部５７から送出されたメール着信通に基づきメール着信があることを示すメール着信を表
示する（ステップＳ８５）。この着信表示は、図２２に示すように、例えば、“メールあ
り”とったように表示される。
【０１６４】
　続いて、リモートコントローラ４２のリモコン制御部４６は、タイマーを起動させる（
ステップＳ８６）。そして、起動されたタイマーは、本体部２のシステム制御部５７から
送出されたタイムアウトタイマー値だけカウント行い、カウントが終了すると、タイマー
イベントを発生する。
【０１６５】
　続いて、リモートコントローラ４２のリモコン制御部４６は、タイマーからタイマーイ
ベントが発生すると（ステップＳ８７）、ステップＳ８４で一時待避した待避情報がある
かどうかを判断する（ステップＳ８８）。待避情報がある場合には、ステップＳ８９に進
み、待避情報がない場合には、ステップＳ９０に進む。
【０１６６】
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　続いて、リモートコントローラ４２のリモコン制御部４６は、待避情報がある場合には
待避情報を再表示して処理を終了する（ステップＳ８９）。また、リモートコントローラ
４２のリモコン制御部４６は、待避情報がない場合には表示部４４の表示を消して、処理
を終了する（ステップＳ９０）。
【０１６７】
　なお、タイムアウトタイマー値は、本体部２から送出されるのではなく、予めリモート
コントローラ側に設定されていてもよい。
【０１６８】
　以上のように携帯電話機１は、本体２とは別体とされたリモコンユニット３を備え、こ
のリモコンユニット３に電子メールを着信した旨を表示する。
【０１６９】
　このことにより、携帯電話機１では、電子メールの着信があったことをユーザに早急に
通知することができ、また、電子メールの着信があったことをユーザが容易に知ることが
できる。携帯電話機１では、例えば、本体２をカバン等しまっておいた場合でも、例えば
リモコンユニット３の表示部にメール着信表示がされるので、わざわざ本体２を確認する
ことなく早急に且つ容易に電子メールの着信があったことを知ることができる。
【符号の説明】
【０１７０】
　１　携帯電話機、２　本体部、３　リモートコントローラユニット、４　メモリカード
、１４　回転押圧スイッチ、１５　表示部、１６　左ソフトキー、１７　右ソフトキー、
１８　左方向キー、１９　右方向キー、２４　ダイヤルキー、２５　上方向ページ送りキ
ー、２６　下方向ページ送りキー、３１　アンテナ、４２　リモートコントローラ、４３
　操作入力部、４４　表示部、５１　送受信部、５２　音声コーデック、５３　オーディ
オエンコーダ／デコーダ、５７　システム制御部

【図１】 【図２】
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【図７】 【図８】

【図９】 【図１０】
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【図１１】 【図１２】

【図１３】 【図１４】
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【図１５】 【図１６】

【図１７】 【図１８】
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【図１９】 【図２０】

【図２１】 【図２２】
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