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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　第１階層のメニュー項目を表す複数のメインメニュー項目アイコンと当該メインメニュ
ー項目アイコンを選択するカーソルとを表示する表示装置と、前記カーソルの移動を指示
するカーソルキーを備え、前記表示装置に、前記複数のメインメニュー項目アイコンと、
第２階層のサブメニュー項目を表す複数のサブメニュー項目アイコンとを表示する第１の
表示画面と、前記サブメニュー項目アイコンの選択・決定に基づいて選択・決定された前
記サブメニュー項目に設定されたサブメニューを表示する第２の表示画面を表示する画面
表示方法であって、
　前記第１の表示画面は、前記複数のメインメニュー項目アイコンと前記複数のサブメニ
ュー項目アイコンを３行３列の配列で表示可能な表示領域を備え、
　前記複数のメインメニュー項目アイコンは、前記表示領域の中央に表示され、かつ前記
カーソルが当てられた第１のホームポジションアイコンと、前記第１のホームポジション
アイコンの上下左右に配置される４つの第２のホームポジションアイコンとを含み、
　前記第１のホームポジションアイコンに当てられた前記カーソルを、前記カーソルキー
の操作によって所望の前記第２ホームポジションアイコンへ移動させて所望のメインメニ
ュー項目を選択し、
　選択された前記メインメニュー項目に設定された前記サブメニュー項目を示す前記複数
のサブメニュー項目アイコンを、前記カーソルキーの操作方向と直交する方向で、かつ選
択された前記第２ホームポジションアイコンの表示位置を中心として前記表示領域に展開
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表示し、
　さらに、選択された前記第２ホームポジションアイコンは、前記複数のサブメニュー項
目アイコンの１つに変化し、当該サブメニュー項目アイコンは、選択された前記第２ホー
ムポジションアイコンの表示位置に表示され、
　前記カーソルキーの操作により前記表示領域に表示された前記複数のサブメニュー項目
アイコンから所望のサブメニュー項目アイコンの選択・決定に基づいて選択・決定された
前記サブメニュー項目に設定されたサブメニューを前記第２の表示画面に表示することを
特徴とする画面表示方法。
【請求項２】
　請求項１に記載の画面表示方法において、
　前記表示領域に表示された前記第２ホームポジションアイコンのうち、選択されなかっ
た前記第２ホームポジションアイコンを前記表示領域で薄く表示するとともに、前記第１
のホームポジションアイコンを前記表示領域で薄く表示することを特徴とする画面表示方
法。
【請求項３】
　請求項１に記載の画面表示方法において、
　前記表示領域の中央に表示された前記第１のホームポジションアイコンは、各種の設定
機能を有し、前記第１のホームポジションアイコンの選択を受け付けることにより前記各
種の設定機能を受け付ける設定画面を前記第２の表示画面に表示することを特徴とする画
面表示方法。
【請求項４】
　請求項１に記載の画面表示方法において、
　前記複数のサブメニュー項目アイコンは、前記カーソルキーの操作による前記第２ホー
ムポジションアイコンの選択に伴って所定時間小さなアイコンで表示され、所定時間の経
過後に前記複数のサブメニュー項目アイコンを前記カーソルキーの操作方向と直交する方
向で、かつ選択された前記第２ホームポジションアイコンの表示位置を中心に前記表示領
域に展開表示することを特徴とする画面表示方法。
【請求項５】
　請求項１に記載の画面表示方法において、
　前記第２階層のサブメニュー項目は、その下位項目で構成される第３階層のサブメニュ
ー項目を備え、
　前記第３階層のサブメニュー項目は、前記表示領域に複数の第３階層のサブメニュー項
目アイコンにより表示され、
　前記複数の第３階層のサブメニュー項目アイコンは、前記表示領域に前記カーソルキー
の操作により選択された第２階層のサブメニュー項目アイコンの表示位置を中心に前記カ
ーソルキーの操作方向と直交する方向に表示され、
　選択された前記第２階層のサブメニュー項目アイコンは、前記複数の第３階層のサブメ
ニュー項目アイコンと重ならないように移動して前記表示領域に表示され、
　選択されなかった前記第２階層のサブメニュー項目アイコンは、前記表示領域で薄く表
示されることを特徴とする画面表示方法。
【発明の詳細な説明】
【０００１】
【発明の属する技術分野】
本発明は、携帯電話機やＰＤＡ端末などの情報機器に設けられた表示部、特に表示部の画
面表示方法に関する。
【０００２】
【従来の技術】
携帯電話機やＰＤＡ端末などの情報機器においては、メール通信やインターネット通信、
スケジュール管理などの各種機能が付加され、非常に便利なものとなってきている。
かかる情報機器には、表示部と操作部とが設けられ、表示部の表示画面に表示されたメニ
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ュー項目を操作部により選択、決定して、各種機能を実行させるようになっている。この
ような従来例として、図２４（従来例１）および図２５（従来例２）で示すようなものが
知られている。
従来例１においては、図２４（ａ）で示すように、表示部２３０の表示画面２３０ａにメ
ニュー項目アイコン２３１ａ、２３１ｂ、２３１ｃ、２３１ｄ、２３１ｅを表示したメニ
ュー画面が表示される。このメニュー画面が表示された状態で、図示しない操作部を操作
することにより、図２４（ｂ）で示すようにカーソル２３２が移動してメニュー項目が選
択される。そして、メニュー項目を選択したら、さらに操作部を操作することにより、図
２４（ｃ）で示すように、表示画面２３０ａにサブメニュー項目が表示されるようになっ
ている。
また、従来例２においては、図２５（ａ）で示すように、表示部２３０の表示画面２３０
ａにメニュー項目アイコン２３３ａ、２３３ｂ、２３３ｃ、２３３ｄ、２３３ｅ、２３３
ｆ、２３３ｇ、２３３ｈ、２３３ｋを３行３列で表示したメニュー画面が表示される。こ
のメニュー画面が表示された状態で、図示しない操作部を操作することにより、図２５（
ｂ）で示すようにカーソル２３２が移動してメニュー項目が選択される。そして、メニュ
ー項目を選択したら、さらに操作部を操作することにより、図２５（ｃ）で示すように、
表示画面２３０ａにサブメニュー項目がアイコン２３４ａ、２３４ｂ、２３４ｃ、２３４
ｄ、２３４ｅ、２３４ｆ、２３４ｇ、２３４ｈ、２３４ｋを３行３列で表示されるように
なっている。
【０００３】
【発明が解決しようとする課題】
上述した従来例１および従来例２において、例えば、メニュー項目を決定し、当該メニュ
ー項目のサブメニュー項目が表示された状態から、他のメニュー項目を選択するような場
合、一旦、図２４（ａ）あるいは図２５（ａ）で示すメニュー画面に戻ってからメニュー
項目を選択しなければならず、操作性に対する配慮がなされていなかった。
【０００４】
また、従来例１および従来例２においては、第１階層となるメニュー項目と第２階層とな
るサブメニュー項目とが、それぞれ別々の画面に表示されるため、第１階層から第２階層
にかけての経路（履歴）が表示されない。このため、メニュー項目の選択状況が把握でき
ず、選択内容の確認に対する配慮がなされていなかった。
【０００５】
本発明の目的は、上記問題点を解決し、操作性を高めることができる画面表示方法を提供
することにある。
【０００６】
また、本発明の別の目的は、上記問題点を解決し、メニュー項目の選択状況を容易に把握
し、確認することができる画面表示方法を提供することにある。
【０００７】
【課題を解決するための手段】
　上記目的を達成するために、本発明は、第１階層のメニュー項目を表す複数のメインメ
ニュー項目アイコンと当該メインメニュー項目アイコンを選択するカーソルとを表示する
表示装置と、前記カーソルの移動を指示するカーソルキーを備え、前記表示装置に、前記
複数のメインメニュー項目アイコンと、第２階層のサブメニュー項目を表す複数のサブメ
ニュー項目アイコンとを表示する第１の表示画面と、前記サブメニュー項目アイコンの選
択・決定に基づいて選択・決定された前記サブメニュー項目に設定されたサブメニューを
表示する第２の表示画面を表示する画面表示方法であって、前記第１の表示画面は、前記
複数のメインメニュー項目アイコンと前記複数のサブメニュー項目アイコンを３行３列の
配列で表示可能な表示領域を備え、前記複数のメインメニュー項目アイコンは、前記表示
領域の中央に表示され、かつ前記カーソルが当てられた第１のホームポジションアイコン
と、前記第１のホームポジションアイコンの上下左右に配置される４つの第２のホームポ
ジションアイコンとを含み、前記第１のホームポジションアイコンに当てられた前記カー
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ソルを、前記カーソルキーの操作によって所望の前記第２ホームポジションアイコンへ移
動させて所望のメインメニュー項目を選択し、選択された前記メインメニュー項目に設定
された前記サブメニュー項目を示す前記複数のサブメニュー項目アイコンを、前記カーソ
ルキーの操作方向と直交する方向で、かつ選択された前記第２ホームポジションアイコン
の表示位置を中心として前記表示領域に展開表示し、さらに、選択された前記第２ホーム
ポジションアイコンは、前記複数のサブメニュー項目アイコンの１つに変化し、当該サブ
メニュー項目アイコンは、選択された前記第２ホームポジションアイコンの表示位置に表
示され、前記カーソルキーの操作により前記表示領域に表示された前記複数のサブメニュ
ー項目アイコンから所望のサブメニュー項目アイコンの選択・決定に基づいて選択・決定
された前記サブメニュー項目に設定されたサブメニューを前記第２の表示画面に表示する
ようにする。
【０００８】
　また、本願発明は、前記第２階層のサブメニュー項目は、その下位項目で構成される第
３階層のサブメニュー項目を備え、前記第３階層のサブメニュー項目は、前記表示領域に
複数の第３階層のサブメニュー項目アイコンにより表示され、前記複数の第３階層のサブ
メニュー項目アイコンは、前記表示領域に前記カーソルキーの操作により選択された第２
階層のサブメニュー項目アイコンの表示位置を中心に前記カーソルキーの操作方向と直交
する方向に表示され、選択された前記第２階層のサブメニュー項目アイコンは、前記複数
の第３階層のサブメニュー項目アイコンと重ならないように移動して前記表示領域に表示
され、選択されなかった前記第２階層のサブメニュー項目アイコンは、前記表示領域で薄
く表示されるようにする。
【００１０】
【発明の実施の形態】
以下、本発明の実施形態を図面により説明する。なお、各図における同一符号は、同一物
または相当物を示すものであるため、重複する説明を省略する。
【００１１】
（第１の実施形態）
先ず、図１から図５を参照して、本発明に係るメニュー画面および表示方法を、携帯電話
機に適用したときの実施形態を説明する。
【００１２】
図１は本発明の実施形態に係る携帯電話機の外観図である。図１において、携帯電話機は
、ダイヤルキー２（ハッチングで示す１２個のキー）、左ソフトキー３ａ、右ソフトキー
３ｂ、カーソルキー４、メールキー５、ウェブキー６、発信キー７、終話キー８、クリア
キー９、表示部１０、表示画面１０ａ、スピーカー１１、マイク１２、ＧＰＳアンテナ１
３、アンテナ１３ａを備えている。
【００１３】
ダイヤルキー２は、各キーに数字やアルファベットが割り当てられ、番号入力や文字入力
等を行うのに使用される。左ソフトキー３ａおよび右ソフトキー３ｂは、主に電話帳の呼
び出しや伝言メモ、音声メモ等の各種機能を実行させるのに使用される。カーソルキー４
は、上下左右の四方向へ動かすことができ、表示画面１０ａに表示されたメニュー項目の
選択等に使用される。また、カーソルキー４は、押しボタン機能を備えており、メニュー
項目の選択後にカーソルキー４を押すことによりメニュー項目が決定されるようになって
いる。
【００１４】
メールキー５は、メール受信時あるいはメール送信時に使用されるものであり、ウェブキ
ー６は、インターネット等のウェブサイトに接続するときに使用されるものである。
【００１５】
発信キー７は、電話やメールの発信時に使用され、終話キー８は、電話の終了や表示画面
１０ａの表示内容を待機画面に戻す時等に使用される。
クリアキー９は、文字入力時における文字の削除や、表示画面１０ａをメニュー項目選択



(5) JP 4096541 B2 2008.6.4

10

20

30

40

50

画面から待機画面に戻す時等に使用される。
【００１６】
　表示画面１０ａには、第１階層（大分類）となるメニュー項目を示す複数のメニュー項
目アイコンや左ソフトキー３ａの機能を表示するアイコン１４、右ソフトキー３ｂの機能
を表示するアイコン１５等が表示される第１表示領域１７と、選択したメニュー項目を表
示する第２表示領域１８と、電波の受信状態やバッテリーの充電状態等を表示する第３表
示領域１９とを備えている（図５参照）。また、第１階層（大分類）となるメインメニュ
ー項目を示す複数のメニュー項目アイコンは、第１のホームポジションアイコン１１ａと
、第２のホームポジションアイコン１１ｂ、１１ｃ、１１ｄ、１１ｅとで構成されている
。
【００１７】
図２は本発明の実施形態に係る携帯電話機のメニュー構造の一例を示す図である。図２に
おいて、本実施の形態に係る携帯電話機におけるメニュー項目は、携帯電話機の各種設定
を行う設定メニュー２１と、メール機能を起動させるメールメニュー２２と、ネットワー
クに接続するネットワークメニュー２３と、電話番号やメールアドレス、メモ等の登録や
呼び出しを行う手帳メニュー２４と、各種アプリケーションやデータの保存、呼び出しを
行うフォルダーメニュー２５とから構成され、これらのメニュー項目が第１階層（大分類
）を構成している。また、第１階層を構成する各メニュー項目にはそれぞれサブメニュー
が設けられており、これらのサブメニューが第２階層（小分類）を構成している。
【００１８】
メールメニュー２２には、Ｅメールを行うためのサブメニュー２２ａと、ショートメッセ
ージ（ショートメール）を送信するためのサブメニュー２２ｂと、チャットを行うための
サブメニュー２２ｃが設けられている。
【００１９】
ネットワークメニュー２３には、インターネット等のウェブサイトに接続するサブメニュ
ー２３ａと、位置情報取の取得等を行うナビゲーション機能に接続するサブメニュー２３
ｂと、あらかじめ使用者により登録された使用頻度の高いウェブサイトへダイレクトに接
続するサブメニュー２３ｃが設けられている。
【００２０】
手帳メニュー２４には、電話番号やメールアドレス等の登録や呼び出しを行うサブメニュ
ー２４ａと、メモ帳の書き込みや呼び出しを行うサブメニュー２４ｂと、タスク（スケジ
ュール等）の登録や呼び出しを行うサブメニュー２４ｃが設けられている。
【００２１】
フォルダーメニュー２５には、各種アプリケーション、例えば、携帯電話機にダウンロー
ドしたゲーム等の呼び出しを行うサブメニュー２５ａと、各種データ、例えば、待機画面
で使用する壁紙や着信音等を呼び出すサブメニュー２５ｂと、使用者により登録された使
用頻度の高い機能へ接続するサブメニュー２５ｃが設けられている。
【００２２】
図３は本発明の実施形態に係る携帯電話機のハードウェア構成を示すブロック図である。
図３において、携帯電話機は、バッテリー４３から各部に電力が供給され、制御器３０の
制御のもとに入力器３３からの入力情報に基づいて所定の動作を行う。なお、入力器３３
は、各機能キーやダイヤルキー３、カーソルキー４に相当するものであり、表示器３２は
表示部１０および表示画面１０ａに相当するものである。
【００２３】
入力器３３の操作によって通話が行われるときには、マイク１２から入力された音声信号
が音声ＣＯＤＥＣ（符号化／複号器）３６によって符号化され、さらに、変復調器３８で
変調されて無線器３９に供給され、アンテナ１３ａから無線送信される。また、アンテナ
１３ａからの受信信号は、無線器３９を介して変復調器３８に供給され、変復調器３８で
復調された後、音声ＣＯＤＥＣ３６で音声信号に復号されてスピーカー１１から音声出力
される。通話元からの着信があると、制御器３０は、無音着信報知器３１を動作させ、例
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えば、バイブレータを稼動させてユーザーに着信があったことを知らせる。もちろん、ス
ピーカー１１から着信音を出力させるようにすることもできる。
【００２４】
入力器３３のウェブキー６やカーソルキー４を操作してインターネットを介したウェブサ
ービスを要求した場合、その要求が無線器３９からアンテナ１３ａを介して送信され、所
定のサーバーとの接続が確立することにより、このサーバーから所定の情報が受信され、
変復調器３８で復調されて表示器３２の表示画面１０ａに表示され、必要に応じて記憶器
３４に記憶させることができる。
【００２５】
アンテナ１３ａを介してメールを受信すると、変復調器３８で復調されて記憶器３４に記
憶され、制御器３０は表示器３２の表示画面１０ａにメールアイコン（図示省略）を表示
し、メールを受信したことを知らせるようにしている。メールの受信を確認したら、入力
器３３のメールキー５あるいはカーソルキー４を操作して記憶器３４から受信したメール
を読み出し、表示器３２の表示画面１０ａに受信メールを表示させることができる。メー
ルの送信時には、入力器３３のメールキー５あるいはカーソルキー４を操作することでメ
ール作成メニューを開き、入力器３３を操作してメール本文を入力すると、変復調器３８
で変調された後、無線器３９からアンテナ１３ａを介して無線送信される。
【００２６】
ＧＰＳアンテナ１３を使用して位置表示を行う場合、入力器３３のカーソルキー４を操作
して、位置表示を行うメニューを開き、現在地情報や目的地情報を入力すると、制御器３
０は位置検出器３５および無線器３９、ＧＰＳアンテナ１３を介して現在地情報や目的地
情報を測位し、アンテナ１３ａを介して送信する。送信された現在地情報や目的地情報は
、例えば、地図情報を有するサーバーが受信し、サーバーは、受信した現在地情報や目的
地情報と地図情報をマッチングさせて、現在地と目的地の相対位置データや現在地を示す
地図データを送信する。送信された相対位置データや地図データは、アンテナ１３ａおよ
び無線器３９、制御器３０を介して受信し、受信された相対位置データや地図データは、
表示器３２の表示画面１０ａに表示されるようになっている。なお、受信した相対位置デ
ータや地図データは、必要に応じて記憶器３４に記憶することができるようになっている
。
【００２７】
制御器３０は、時計４０から現在の日時情報を取り込み、表示器３２の表示画面１０ａに
現在の日時が表示され、表示画面１０は、待機画面１０ａとなる（図５参照）。また、制
御器３０は、電波の受信状態やバッテリー４３の充電残量を常時監視しており、電波の受
信状態やバッテリー４３の充電残量を状態に応じて表示画面１０ａに表示するようになっ
ている。
【００２８】
次に、図４から図６を参照して、メニュー項目の選択時における操作および画面遷移につ
いて説明する。
【００２９】
　図４は本発明の実施形態に係る操作フロー図、図５および図６は本発明の実施形態に係
る表示画面の画面遷移の一例を示す図である。図４および図５において、表示画面１０ａ
に図５（ａ）で示す待機画面１０ｂが表示された状態から、カーソルキー４を押すと（ス
テップ３００）、表示画面１０ａの表示が図５（ｂ）で示すように、第１表示画面である
メニュー項目選択画面１０ｃに切り替わるとともに（ステップ３０１）、第１階層（大分
類）を構成するメニュー項目を示す複数のメニュー項目アイコン、即ち、第１のホームポ
ジションアイコン１１ａと、第２のホームポジションアイコン１１ｂ、１１ｃ、１１ｄ、
１１ｅが表示される。本実施の形態では、メニュー項目選択画面１０ｃの中央に配置され
た第１のホームポジションアイコン１１ａを囲むように第２のホームポジションアイコン
１１ｂ、１１ｃ、１１ｄ、１１ｅがメニュー項目選択画面１０ｃに表示され、中央に配置
された第１のホームポジションアイコン１１ａにカーソル４５が当てられるようになって
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いる。なお、本実施形態では、以下、第１のホームポジションアイコン１１ａをアイコン
１１ａ、第２のホームポジションアイコン１１ｂ、１１ｃ、１１ｄ、１１ｅを、アイコン
１１ｂ、１１ｃ、１１ｄ、１１ｅとして説明する。また、本実施の形態では、アイコン１
１ａに設定メニュー２１、アイコン１１ｂにメールメニュー２２、アイコン１１ｃにネッ
トワークメニュー２３、アイコン１１ｄに手帳メニュー２４、アイコン１１ｅにフォルダ
ーメニュー２５が割り当てられた状態を示している。
【００３０】
　メニュー項目選択画面１０ｃが表示された状態から、カーソルキー４を上下あるいは左
右の何れかの方向へ倒すことにより（ステップ３０２）、カーソル４５がアイコン１１ｂ
、１１ｃ、１１ｄ、１１ｅの何れかに移動してメニュー項目が選択され、選択されたメニ
ュー項目に設定されたサブメニュー項目、すなわち、第２階層（小分類）を構成するサブ
メニュー項目を示すサブメニュー項目アイコン１１ｆ、１１ｇ、１１ｈが、カーソルキー
４を倒した方向と直交する方向に表示されるようになっている（ステップ３０３）。本実
施の形態では、図５（ｃ）で示すように、カーソルキー４を右方向へ倒し、手帳メニュー
２４が割り当てられたアイコン１１ｄを選択した状態を示しており、アイコン１１ｄ（手
帳メニュー２４）を選択すると、選択したメニュー項目に設定されたサブメニュー項目が
所定時間小さく表示された後、図５（ｄ）で示すように、メニュー項目選択画面１０ｃに
サブメニュー項目アイコン１１ｆ、１１ｇ、１１ｈが、カーソルキー４を倒した方向（右
方向）と直交する方向（上下方向）に表示されるようになっている。本実施の形態では、
サブメニュー項目アイコン１１ｆ、１１ｇ、１１ｈの一例として、手帳メニュー２４に設
けられたサブメニュー項目２４ａ、２４ｂ、２４ｃが表示された状態を示している。また
、本実施の形態では、アイコン１１ｄの選択によりサブメニュー項目アイコン１１ｆ、１
１ｇ、１１ｈが表示されると共に、選択されなかったアイコン１１ａ、１１ｂ、１１ｃ、
１１ｅは、薄く表示されるようになっている（ステップ３０４）。なお、図５においては
、アイコン１１ａ、１１ｂ、１１ｃ、１１ｅが薄く表示された状態を、ハッチングで示す
。また、本実施形態では、サブメニュー項目アイコン１１ｆ、１１ｇ、１１ｈを、以下、
アイコン１１ｆ、１１ｇ、１１ｈとして説明する。
【００３１】
アイコン１１ｆ、１１ｇ、１１ｈが表示された状態で、画面を一つ前の状態、例えば、図
５（ｄ）で示す状態から図５（ｂ）で示す状態に戻る必要がある場合、カーソルキー４を
倒した方向（右方向）と反対側の方向（左方向）へ倒すことで（ステップ３０５）、一つ
前の画面、すなわち、図５（ｄ）で示す状態から図５（ｂ）で示す状態に戻ることができ
るようになっている。この場合、メニュー項目選択画面１０ｃに表示された第１のホーム
ポジションアイコンから、所望のメニュー項目を再度選択することになる。
【００３２】
ステップ３０５において、カーソルキー４を戻す必要がなければ、アイコン１１ｆ、１１
ｇ、１１ｈで示されたサブメニュー項目２４ａ、２４ｂ、２４ｃの何れかをカーソルキー
４で選択し（ステップ３０６）、カーソルキー４を押下することにより（ステップ３０７
）、第２表示画面であるサブメニュー画面１０ｄが表示され、選択されたサブメニュー項
目のサブメニューが表示される（ステップ３０８）。本実施の形態では、選択したサブメ
ニュー項目の一例として、図５（ｅ）で示すように、メモ帳２４ａを選択した状態を示し
ている。
【００３３】
そして、選択されたサブメニュー項目の内容に対し、ダイヤルキー３やカーソルキー４等
により所望の操作を行い（ステップ３０９）、操作が完了したら（ステップ３０１）、終
話キー８を操作することにより（ステップ３１１）、待機画面１０ｂへ戻るようになって
いる。本実施の形態では、メモ帳２４ａのサブメニューに対する操作、たとえは、メモの
記入を行い、メモの記入が終了したら、終話キー８を押下することで、待機画面１０ｂへ
戻すようにしている。
【００３４】
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　次に、図６を参照して、表示画面１０ａにおける画面遷移の一例を説明する。図６は、
メニュー項目選択画面１０ｃが表示された状態で、カーソルキー４を上方向へ倒し、ネッ
トワークメニュー２３が割り当てられたアイコン１１ｃを選択した状態を示している。図
６において、アイコン１１ｃ（ネットワークメニュー２３）を選択することにより、図６
（ａ）で示すように、アイコン１１ｃに設定されたサブメニュー項目が所定時間だけ小さ
く表示され、所定時間の経過後、図６（ｂ）で示すように、メニュー項目選択画面１０ｃ
にサブメニュー項目アイコン１１ｉ、１１ｊ、１１ｋが表示され、サブメニュー項目アイ
コン１１ｉ、１１ｊ、１１ｋに割り当てられたサブメニュー項目が、カーソルキー４を倒
した方向（右方向）と直交する方向（上下方向）に表示されるとともに、カーソル４５が
サブメニュー項目アイコン１１ｉに表示されるようになっている。なお、図６においては
、メニュー項目選択画面１０ｃに表示されるサブメニュー項目の一例として、サブメニュ
ー項目アイコン１１ｉにお気に入りメニュー、サブメニュー項目アイコン１１ｊにインタ
ーネットメニュー、サブメニュー項目アイコン１１ｋにナビゲーションメニューが、それ
ぞれ割り当てられている。なお、本実施形態では、サブメニュー項目アイコン１１ｉ、１
１ｊ、１１ｋを、以下、アイコン１１ｉ、１１ｊ、１１ｋとして説明する。
【００３５】
図６（ｂ）で示す状態から、カーソルキー４を右方向へ倒すことにより、図６（ｃ）で示
すようにカーソル４５がアイコン１１ｋに移動し、ナビゲーションメニュー２３ｃが選択
された状態となる。この状態で、カーソルキー４を押下することにより、図６（ｄ）で示
すように、サブメニュー画面１０ｄに切り替わり、ナビゲーションメニュー２３ｃに設定
されたサブメニューが表示されるようになっている。
【００３６】
本実施の形態においては、ナビゲーションメニュー２３ｃに設定されたサブメニューを選
択することで、ＧＰＳアンテナ１３や位置検出器３５等により、位置情報の取得や位置情
報に基づく地図情報の表示、使用者の位置と目的地との相対位置の表示等を行うことがで
きるようになっている。なお、ナビゲーションメニュー２３ｃに関する詳細な説明につい
ては、説明を省略する。
【００３７】
そして、ナビゲーションメニューに対する操作が完了したら、終話キー８を押下すること
により、待機画面１０ｂ（図５参照）へ戻すようにしている。
【００３８】
　なお、上述した実施の形態においては、カーソルキー４を右方向あるいは上方向に倒し
た状態における画面遷移について説明したが、カーソルキー４を左方向あるいは下方向に
倒した場合においても、上述した実施の形態と同様、サブメニュー項目アイコンがカーソ
ルキー４を倒した方向と直交する方向に表示されるようになっているので、詳細な説明は
省略する。
【００３９】
　以上のように、本実施の形態によれば、制御器３０が、メニュー表示の選択にともなっ
て、第１階層（大分類）を構成する第１のホームポジションアイコン１１ａをメニュー項
目選択画面１０ｃの中央に表示するとともに、その周囲（上下、左右）に第１階層（大分
類）を構成する第２のホームポジションアイコン１１ｂ、１１ｃ、１１ｄ、１１ｅをメニ
ュー画面として表示する。即ち、この実施の形態では、横３行で縦３列からなる最大９個
のアイコンが表示可能であるので、第２階層を構成するサブメニュー項目を示すサブメニ
ュー項目アイコンを４個表示することができる。そして、第２のホームポジションアイコ
ン１１ｂ、１１ｃ、１１ｄ、１１ｅの選択にともなって、サブメニュー項目アイコンを、
当該選択された第２のホームポジションアイコン１１ｂ、１１ｃ、１１ｄ、１１ｅの配置
方向と交差する方向にサブメニュー項目アイコンを表示する。即ち、本実施の形態によれ
ば、例えば、第１のホームポジションアイコン１１ａの右側または左側に表示される第２
のホームポジションアイコン１１ｂ、１１ｄが選択されれば、この第２のホームポジショ
ンアイコン１１ｂ、１１ｄを中心に、その上下方向にサブメニュー項目アイコンを展開表
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示することが可能である。また同様に、第１のホームポジションアイコン１１ａの上方ま
たは下方に表示される第２のホームポジションアイコン１１ｃ、１１ｅが選択されれば、
この第２のホームポジションアイコン１１ｃ、１１ｅを中心に、その左右方向にサブメニ
ュー項目アイコンを展開表示することが可能である。
【００４０】
　したがって、この実施の形態によれば、最大９個のアイコンを表示可能な選択表示画面
の４隅に表示されるサブメニュー項目アイコンを、選択された第２のホームポジションア
イコンの違い（選択される経路の違い）で異なった機能のサブメニュー項目アイコンを表
示させることができる。これにより、携帯電話や小型のＰＤＡが備える狭い選択表示画面
に多様なサブメニュー項目アイコンを表示させることができる。この実施の形態では、最
大９個のアイコンの実施形態で説明しているが、表示されるアイコンの数が多くなると、
より効果的である。
【００４１】
　また、この実施の形態では、複数の第２のホームポジションアイコンから１つを選択す
ることにより、選択されなかった他の第２のホームポジションアイコンを薄く表示するの
で、メニュー項目選択画面１０ｃには選択された第２のホームポジションアイコンが明確
に表示されるので、選択された経緯を操作者に知らせることができる。
【００４２】
　更に、この実施の形態では、前記第１、第２のホームポジションアイコンの有効活用を
図るために、メニュー項目選択画面１０ｃの中央に表示された第１のホームポジションア
イコン１１ａを選択すると、各種設定を行う設定画面を表示する機能を持たせている。ま
た、メニュー項目選択画面１０ｃの中央に表示された第１のホームポジションアイコン１
１ａの周囲に配置された第２のホームポジションアイコン１１ｂ、１１ｃ、１１ｄ、１１
ｅは、その選択にともなって、その表示をサブメニュー項目アイコンに変化させる。しか
し、この第２のホームポジションアイコン１１ｂ、１１ｃ、１１ｄ、１１ｅの選択にとも
なって、いきなり、この第２のホームポジションアイコン１１ｂ、１１ｃ、１１ｄ、１１
ｅがサブメニュー項目アイコンに変化すると、選択された経緯がわからず使用者に戸惑い
や誤操作を起こすこととなる。従って、この実施の形態では、前記第２のホームポジショ
ンアイコン１１ｂ、１１ｃ、１１ｄ、１１ｅの選択にともなって、サブメニュー項目アイ
コンが表示される位置（方向）に所定時間小さなアイコンを表示する。これにより、使用
者に選択された経緯を認知させると共に、メニュー項目選択画面１０ｃに表示される選択
可能なサブメニュー項目アイコンの数を増やすことができる。
【００４３】
このように、この実施の形態によれば、第１階層のメニュー項目と第２階層のサブメニュ
ー項目とを、一つの画面上に表示することができ、かつカーソルキーの操作のみでメニュ
ー項目の選択、決定を行うことができるので、表示画面の操作性を良好にすることができ
る。更に、表示画面上に、選択可能な下位階層のメニュー項目を表示して、この下位階層
の選択にともなって他の選択されないメニュー項目を非表示として、空いているスペース
に当該下位階層のサブメニュー項目を表示するように、順次、下位階層へと展開すること
ができるので、複数の階層で構成される表示画面の操作性を向上することができる。特に
、この実施の形態では、各メニュー項目のカテゴリーをカーソルの移動方向と結びつける
ことができるので、メニュー項目の階層を分かり易く表示することができる。
【００４４】
　次に、図７を参照して、表示画面１０ａにおける画面遷移の他の一例を説明する。なお
、操作フローについては、一部を除いて図４と同様であるため、詳細な説明は省略する。
図７は、メニュー項目が３階層以上設定されている場合の画面遷移図である。この実施の
形態のように最大９個のアイコンしか表示できない場合、３階層以上のメニュー項目を表
示するために、前記第１のホームポジションアイコン１１ａをメニュー項目選択画面１０
ｃの中心位置からずらして、以後の第２のホームポジションアイコン１１ｂ、１１ｃ、１
１ｄ、１１ｅを展開表示する。以下、この実施の形態を更に詳細に説明する。図７におい
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て、待機画面１０ｂ（図５参照）が表示された状態からカーソルキー４を押下すると、表
示画面１０ａの表示が、図７（ａ）で示すように、第１表示画面であるメニュー項目選択
画面１０ｃに切り替わり、カーソル４５がアイコン１１ａに当てられる。
【００４５】
　メニュー項目選択画面１０ｃが表示された状態から、カーソルキー４を上下あるいは左
右の何れかの方向へ倒すことにより、カーソル４５がアイコン１１ｂ、１１ｃ、１１ｄ、
１１ｅの何れか移動してメニュー項目が選択され、選択されたメニュー項目に設定された
第２階層を構成するサブメニュー項目が、カーソルキー４を倒した方向と直交する方向に
表示されるようになっている（ステップ３０５とステップ３０６の間で実行されるフロー
）。本実施の形態では、図７（ｂ）で示すように、カーソルキー４を右方向へ倒してアイ
コン１１ｄ（メニュー項目２４）を選択し、メニュー項目２４に設定されている第２階層
を構成するサブメニュー項目２６、２７が、カーソルキー４を倒した方向と直交する方向
（上下方向）にサブメニュー項目アイコン１１ｍ、１１ｎとして表示されるようになって
いる。なお、本実施形態では、サブメニュー項目アイコン１１ｍ、１１ｎを、以下、アイ
コン１１ｍ、１１ｎとして説明する。また、図７（ｂ）において、選択されなかったアイ
コン１１ｂ、１１ｄ、１１ｅは薄く表示されるようになるが（図中、破線で示す）、カー
ソル４５がアイコン１１ｃに移動する前に存在した位置、すなわち、図中のハッチングで
示すように、アイコン１１ａはサブメニュー項目選択画面１０ｄにそのまま表示されるよ
うになっている（ステップ３０５とステップ３０６の間で実行されるフロー）。これによ
り、カーソル４５の移動履歴がわかるようになっている。
【００４６】
　図７（ｂ）で示す状態からカーソル４を下あるいは左右の何れかの方向へ倒すことによ
り（ステップ３０５とステップ３０６の間で実行されるフロー）、第２階層の下位項目で
構成された第３階層のサブメニュー項目が、カーソルキー４を倒した方向と直交する方向
に表示されるようになっている。本実施の形態では、図７（ｃ）で示すように、カーソル
キー４を下方向へ倒してアイコン１１ｎ（サブメニュー項目２７）を選択することで、ア
イコン１１ｎが移動し、サブメニュー項目２７に設定されている第３階層を構成するサブ
メニュー項目２８、２９が、移動したアイコン１１ｎの横方向、すなわち、カーソルキー
４を倒した方向と直交する方向（左右方向）に第３階層のサブメニュー項目を示すサブメ
ニュー項目アイコン１１ｐ、１１ｑとして表示されるようになっている（ステップ３０５
とステップ３０６の間で実行されるフロー）。なお、本実施形態では、サブメニュー項目
アイコン１１ｐ、１１ｑを、以下、アイコン１１ｍ、１１ｎとして説明する。同時に、選
択されている第１階層のメニュー項目、例えば、アイコン１１ａと１１ｄが、サブメニュ
ー項目を示すアイコン１１ｎ、１１ｐ、１１ｑの表示と重ならないように移動させるとと
もに、アイコン１１ａ、１１ｄ、１１ｎ、１１ｐ、１１ｑの表示と重なる位置に表示され
ているアイコン１１ｂと１１ｅをメニュー項目選択画面１０ｃから消すようになっている
（ステップ３０５とステップ３０６の間で実行されるフロー）。なお、カーソルキー４に
より選択されず、かつアイコン１１ａ、１１ｄ、１１ｎ、１１ｐ、１１ｑの表示と重なる
位置に表示されていないアイコン１１ｃ、１１ｍは、メニュー項目選択画面１０ｃに薄く
表示され、選択されたアイコン１１ｎは、メニュー項目選択画面１０ｃにそのまま表示さ
れるようになっている（ステップ３０５とステップ３０６の間で実行されるフロー）。
【００４７】
そして、表示されたサブメニュー項目２７、２８、２９の何れかを選択し、カーソルキー
を押下することにより、選択されたサブメニュー項目の下位項目で構成された第４階層の
サブメニューが表示される。なお、サブメニュー項目の表示については、図５および図６
で説明した内容と同様であるため、詳細な説明を省略する。
【００４８】
　また、図７（ｄ）は、メニュー項目が４階層設定された状態を示しており、図７（ｃ）
で示す状態から、カーソルキー４を左方向に倒し、アイコン１１ｐを選択した状態を示し
ている。図７（ｄ）の状態においては、選択したアイコン１１ｐが上方へ移動し、アイコ
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ン１１ｐの上下に第４階層のサブメニュー項目を示すサブメニューアイコン１１ｒ、１１
ｓが表示されるようになっている（ステップ３０５とステップ３０６の間で実行されるフ
ロー）。なお、本実施形態では、サブメニュー項目アイコン１１ｒ、１１ｓを、以下、ア
イコン１１ｒ、１１ｓとして説明する。これと同時に、メニュー項目選択画面１０ｃに薄
く表示されていたアイコンが消え、選択されたアイコン１１ｐおよびカーソル４５の移動
履歴を示すアイコン１１ａ、１１ｄ、１１ｎが、第４階層を構成するサブメニュー項目の
アイコン１１ｐ、１１ｒ、１１ｓと重ならないようにメニュー項目選択画面１０ｃに表示
される（ステップ３０５とステップ３０６の間で実行されるフロー）。なお、メニュー項
目が４階層構成された場合においても、サブメニューの表示については、図５および図６
で説明した内容と同様であるため、詳細な説明を省略する。
【００４９】
以上のように、本実施の形態によれば、表示画面上にカーソルの移動履歴が表示されるよ
うになるので、選択したサブメニュー項目の属するメニュー項目を容易に確認することが
できる。
【００５０】
また、本実施の形態によれば、メニュー項目の決定動作を少なくすることができるので、
操作性を良好にすることができる。
【００５１】
次に、図８および図９を参照して、表示画面１０ａにおける画面遷移の一例を説明する。
なお、操作フローについては、一部を除いて図４と同様であるため、詳細な説明は省略す
る。
図８および図９は、サブメニュー項目を斜めに表示した状態の画面遷移図である。図８に
おいて、待機画面１０ｂ（図５参照）が表示された状態からカーソルキー４を押下すると
、表示画面１０ａの表示が、図８（ａ）で示すメニュー項目選択画面１０ｃに切り替わり
、カーソル４５がアイコン１１ａに当てられる。同時に、アイコン１１ｂと１１ｄ、アイ
コン１１ｃと１１ｅが、アイコン１１ａを中心として対角に表示される。なお、この実施
形態においては、カーソルキー４が、上下左右方向および斜め方向、すなわち、カーソル
キー４を８方向に倒すことができるようになっている。
【００５２】
図８（ａ）で示すメニュー項目選択画面１０ｃの状態から、カーソルキー４を右下方向へ
倒し、アイコン１１ｄを選択することにより、図８（ｂ）で示すように、アイコン１１ｄ
が画面の中央に移動し、かつアイコン１１ｄに設定されているサブメニュー項目を示すア
イコン１１ｍを、カーソルキー４を倒した方向から十分離れた角度に表示する（ステップ
３０３の内容を変えて実行されるフロー）。同時に、アイコン１１ｄの右斜め上方、アイ
コン１１ｎがアイコン１１ｄの左斜め下方にそれぞれ表示される。そして、選択されなか
ったアイコン１１ｂ、１１ｃ、１１ｅは、メニュー項目選択画面１０ｂから消え、移動履
歴を示すアイコン１１ａが、アイコン１１ｄ、１１ｍ、１１ｎと共に表示される。
【００５３】
また、図９は、斜め表示の他の例を示す図であり、図９（ａ）で示す状態から、カーソル
キー４を右下方向へ倒し、アイコン１１ｄを選択することにより、図１０で示すように、
アイコン１１ｄに設定されているサブメニュー項目を示すアイコン１１ｍがアイコン１１
ｄの上方、アイコン１１ｎがアイコン１１ｄの左方にそれぞれ表示される。そして、選択
されなかったアイコン１１ｂ、１１ｃ、１１ｅは、メニュー項目選択画面１０ｃに薄く表
示され、移動履歴を示すアイコン１１ａはそのまま表示される。なお、サブメニュー項目
の表示については、図５および図６で説明した内容と同様であるため、詳細な説明を省略
する。
【００５４】
以上のように、本実施の形態によれば、カーソルキーを８方向に倒すことができるように
なっているので、４方向に比べ、より多くのメニューアイコンを表示することができ、使
い勝手を良好にすることができる。
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（第２の実施形態）
次に、図１０から図１３を参照して、本発明に係るメニュー画面および表示方法を、ＡＶ
システムに適用したときの実施形態を説明する。
【００５５】
図１０は、本発明の実施形態に係るＡＶシステムの構成図である。図１０において、本実
施の形態に係るＡＶシステムは、テレビ６０と、ビデオテッキやＤＶＤプレーヤー等の外
部接続機器８０とから構成され、テレビ６０と外部接続機器８０は、図示しない信号線を
介して接続されている。また、テレビ６０は図１０（ｂ）で示すテレビ用リモコン６１、
外部接続機器８０は図１０（ｃ）で示す外部接続機器用リモコン８１により、それぞれ操
作するようになっている。本実施の形態では、外部接続機器８０の一例としてビデオデッ
キとした場合について説明する。
【００５６】
図１１は、本本発明の実施形態に係るＡＶシステムのハードウェア構成を示すブロック図
であり、図１０（ａ）がテレビ６０のブロック図、図１１（ｂ）がビデオデッキ７０のブ
ロック図である。
【００５７】
図１１（ａ）において、テレビ６０は、放送等の信号を受信するチューナー６２と、受信
した信号の入力や、ビデオテッキ８０等に映像信号等を出力する入出力部６３と、入力さ
れた信号を処理する信号処理部６４と、処理された信号を表示するテレビ画面等の表示部
６５と、電源のＯＮ／ＯＦＦ等を行う操作ボタン部６６と、リモコン６１から送信された
リモコン信号を受信する受信部６７と、リモコン信号を制御するリモコン信号コントロー
ル部６８と、テレビ６０に設定されている各種メニューを記憶するメニュー記憶部６９と
、テレビ６０全体を制御するコントロール部７０とから構成されている。
【００５８】
図１２は、本発明の実施形態に係るテレビ６０のメニュー記憶部６９に記憶されているメ
ニュー構造の一例を示す図である。図１２において、テレビ６０に記憶されているメニュ
ー項目は、テレビ６０の各種設定を行う設定メニュー７３と、チャンネルの表示、選択を
行うチャンネルメニュー７４と、番組表の表示、選択を行う番組表メニュー７５と、音量
の調節、選択を行う音量メニュー７６と、あらかじめ設定したメニュー項目をダイレクト
で選択するショートカットメニュー７７とから構成され、これらのメニュー項目が第１階
層（大分類）を構成している。また、第１階層を構成する各メニュー項目にはそれぞれサ
ブメニューが設けられており、これらのサブメニューが第２階層（小分類）を構成してい
る。
【００５９】
チャンネルメニュー７４には、チャンネルを進めるためのサブメニュー７４ａと、チャン
ネルを戻すためのサブメニュー７４ｂと、あらかじめ登録したお気に入りのチャンネルを
選択するためのサブメニュー７４ｃが設けられている。
【００６０】
番組表メニュー７５には、番組表を時系列に表示するサブメニュー７５ａと、スポーツ等
のジャンル別に表示するサブメニュー７５ｂと、おすすめの番組を表示するサブメニュー
７５ｃが設けられている。
【００６１】
音量メニュー７６には、例えば、主音声や副音声等の音声設定や解除を行うサブメニュー
７６ａと、各種チャンネル、例えば、ＢＳ放送やゲーム等のチャンネルに対して最適な音
量を設定するサブメニュー７６ｂと、音量調節を行うサブメニュー７６ｃが設けられてい
る。
【００６２】
ショートカットメニュー７７には、例えば、ジャンル別に分けて登録したチャンネルをダ
イレクトに選択するサブメニュー７７ａと、例えば、１画面から２画面、２画面から４画
面等の画面分割を行うサブメニュー７７ｂと、例えば、テレビ６０の画面からビデオデッ
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キ７０の画面に切り替えるサブメニュー７７ｃが設けられている。
【００６３】
図１１（ｂ）において、ビデオデッキ８０は、放送等の信号を受信するチューナー８２と
、チューナー８２で受信した映像信号や外部からの映像信号等が入力される映像入力部８
３と、入力された映像信号を処理する信号処理部８４と、処理された映像信号やメニュー
項目を記録する記録部８５と、処理された映像信号を出力する映像出力部８６と、再生や
早送り等の操作を行う操作ボタン部８７と、時間やカウンター等を表示する表示部８８と
、リモコン８１から送信されたリモコン信号を受信する受信部８９と、リモコン信号を制
御するリモコン信号コントロール部９０と、ビデオデッキ８０全体を制御するコントロー
ル部９１とから構成されている。
図１３は、本発明の実施形態に係るビデオデッキ８０の記憶部８５に記憶されているメニ
ュー構造の一例を示す図である。図１３において、ビデオデッキ８０に記憶されているメ
ニュー項目は、ビデオデッキ８０の各種設定を行う設定メニュー８３と、番組の予約を行
う予約メニュー８４と、番組表の表示、選択を行う番組表メニュー７５と、録画された映
像を再生する再生メニュー８６と、あらかじめ設定したメニュー項目をダイレクトで選択
するショートカットメニュー７７とから構成され、これらのメニュー項目が第１階層（大
分類）を構成している。また、第１階層を構成する各メニュー項目にはそれぞれサブメニ
ューが設けられており、これらのサブメニューが第２階層（小分類）を構成している。
【００６４】
予約メニュー８４には、番組の新規予約を行うためのサブメニュー８４ａと、予約内容を
変更するためのサブメニュー８４ｂと、予約内容を削除するためのサブメニュー８４ｃが
設けられている。
【００６５】
再生メニュー８６には、録画された映像を再生するためのサブメニュー８６ａと、再生し
ている映像よりも後ろに録画されている映像の頭出しを行うためのサブメニュー８６ｂと
、再生している映像よりも前に録画されている映像の頭出しを行うためのサブメニュー８
６ｃが設けられている。なお、番組表メニュー７５およびショートカットメニュー７７は
、テレビ６０のメニュー構造と同様であるため、詳細な説明を省略する。
上述したテレビ６０及びビデオデッキ８０に記憶された第１階層および第２階層のメニュ
ーは、テレビ画面にアイコンで表示され、テレビ用リモコン６１やビデオデッキ用リモコ
ン８１を操作することにより、表示されたアイコンが選択されるとともにメニュー画面が
遷移し、目的のメニュー画面がテレビ画面に表示されたら、テレビ用リモコン６１やビデ
オデッキ用リモコン８１でメニュー画面を決定する。そして、表示されたメニュー画面に
対する操作が完了したら、テレビ用リモコン６１やビデオデッキ用リモコン８１を操作す
ることにより、テレビ画面あるいは外部接続機器の画面に戻るようになっている。なお、
本実施の形態におけるメニュー項目の表示方法およびメニュー画面の遷移は、上述した第
１の実施形態と同様であるため、詳細な説明は省略する。また、本実施の形態では、メニ
ュー構造以外は従来のＡＶシステムの動作と同様であるため、詳細な説明は省略する。
【００６６】
以上のように、本実施の形態によれば、メニュー項目の選択や決定を行うための画面を小
さく表示することができるので、テレビ画面に表示されているコンテンツの表示を邪魔す
ることなく、メニュー項目の選択、決定を行うことができる。
【００６７】
また、本実施の形態によれば、リモコンの操作性を損なわずにリモコンを小さくすること
ができるので、リモコンの構造を簡略化することができるので、
（第３の実施形態）
次に、図１４から図１６を参照して、本発明に係るメニュー画面および表示方法を、ＤＶ
Ｄカメラやビデオカメラ、ハードディスクカメラ等に適用したときの実施形態を説明する
。なお、本実施の形態では、一例として、ＤＶＤカメラに適用した場合について説明する
。
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【００６８】
図１４は、本発明の実施形態に係るＤＶＤカメラの使用状態を示す図である。図１４にお
いて、本実施の形態に係るＤＶＤカメラは、カメラレンズ部１０１と、ファインダー１０
２、モニター部１０３、操作部１０４とを備えている。操作部１０４は、カーソルキー１
０７と、メニューキー１０８、ナビゲーションキー１０９、停止キー１１０、選択キー１
１１とから構成されている。本実施の形態に係るＤＶＤカメラは、操作部１０４を構成す
る各操作キーが集中配置されているため、図１３で示すように、各操作キーを親指で操作
できるようになっている。
【００６９】
図１５は、本発明の実施形態に係るＤＶＤカメラのハードウェア構成を示すブロック図で
ある。図１５において、ＤＶＤカメラは、被写体の撮像位置を決定するレンズ部１２１と
、被写体を撮像する撮像素子１２２と、撮像素子１２２により撮像された映像信号が入力
される映像入力部１２３と、入力された映像信号を処理する信号処理部１２４と、処理さ
れた映像信号の記録を行うと共に、各種メニュー項目が記録された記録部１２５と、処理
された映像信号を外部機器等に出力する映像出力部１２６と、ＤＶＤカメラの各種操作を
行う操作ボタン部１２７と、信号処理部で処理された映像信号を表示する表示部１２８と
、ＤＶＤカメラ全体の動作を制御するコントロール部１２９とから構成されている。また
、図１５において、レンズ部１２１と撮像素子１２２でカメラレンズ部１０１を構成し、
表示部１２８はモニター部１０３を構成し、操作ボタン部１２７は各操作キーで構成され
ている。
【００７０】
図１６は、本発明の実施形態に係るＤＶＤカメラの記録部１２５に記録されたメニュー構
造の一例を示す図である。図１６において、ＤＶＤカメラに記憶されているメニュー項目
は、ＤＶＤカメラの各種設定を行うための設定メニュー１３１と、撮影モードの表示、選
択を行うための撮影メニュー１３２と、撮影した映像信号（ムービー）の編集を行うため
のムービー編集メニュー１３３と、記録、撮影したムービーを再生するための再生メニュ
ー１３４と、あらかじめ設定したメニュー項目をダイレクトで選択するショートカットメ
ニュー１３５とから構成され、これらのメニュー項目が第１階層（大分類）を構成してい
る。また、第１階層を構成する各メニュー項目にはそれぞれサブメニューが設けられてお
り、これらのサブメニューが第２階層（小分類）を構成している。
【００７１】
撮影メニュー１３２には、動画撮影を開始するためのサブメニュー１３２ａと、頭出し撮
影を行うためのサブメニュー１３２ｂと、静止画撮影を行うためのサブメニュー１３２ｃ
が設けられている。
【００７２】
ムービー編集メニュー１３３には、新規ムービーを編集するためのサブメニュー１３３ａ
と、編集したムービーを呼び出し、再度編集するムービーを選択するためのサブメニュー
１３３ｂと、不要なムービーを削除するためのサブメニュー１３３ｃが設けられている。
【００７３】
再生メニュー１３４には、ムービーを再生するためのサブメニュー１３４ａと、再生して
いる映像よりも後ろに録画されているムービーの頭出しを行うためのサブメニュー１３４
ｂと、再生している映像よりも前に録画されている映像の頭出しを行うためのサブメニュ
ー１３４ｃが設けられている。
【００７４】
ショートカットメニュー１３５には、使用頻度の高いメニュー、例えば、編集モードにお
けるコマンド等が、サブメニュー１３５ａ、１３５ｂ、１３５ｃに設けられている。
【００７５】
上述したＤＶＤカメラに記憶された第１階層および第２階層のメニューは、モニター部１
０３にアイコンで表示され、操作部１０６を操作することにより、表示されたアイコンが
選択されるとともにモニター部１０３上でメニュー画面が遷移し、目的のメニュー画面が
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モニター部１０３に表示されたら、操作部１０６でメニュー画面を決定する。そして、表
示されたメニュー画面に対する操作が完了したら、操作部１０６を操作することにより、
モニター部１０３の画面表示が、例えば、撮影可能状態の画面に戻るようになっている。
なお、本実施の形態におけるメニュー項目の表示方法およびメニュー画面の遷移は、上述
した第１の実施形態と同様であるため、詳細な説明は省略する。
【００７６】
以上のように、本実施の形態によれば、各操作キーを集中配置しているので、表示画面の
操作性を良好にすることができる。
また、本実施の形態によれば、カメラを安定して持つことができるので、安定した画面操
作を行うことができる。
【００７７】
（第４の実施形態）
次に、図１７から図１９を参照して、本発明に係るメニュー画面および表示方法を、ＰＣ
システムに適用したときの実施形態を説明する。
【００７８】
図１７は、本発明の実施形態に係るＰＣシステムの外観構成図である。図１７において、
本実施の形態に係るＰＣシステムは、ディスプレイ１４１とＰＣ本体１４２、キーボード
１４３、マウス１４４とから構成されている。
【００７９】
図１８は、本発明の実施形態に係るＰＣシステムのハードウェア構成を示すブロック図で
ある。図１８において、ＰＣシステムは、キーボード１４３とマウス１４４等からなる入
力装置１５１と、外部ネットワークと接続される通信部１５２と、入力装置１５１から入
力されたデータおよび外部ネットワークからダウンロードしたデータの記憶やメニュー項
目が記憶された記憶部１５３と、入力されたデータやメニュー項目を表示する表示部１５
４と、ＰＣシステム全体の動作を制御するコントロール部とから構成されている。
【００８０】
図１９は、本発明の実施形態に係るＰＣシステムの記憶部１５３に記憶されているメニュ
ー構造の一例を示す図である。図１９において、ＰＣシステムに記憶されているメニュー
項目は、ＰＣシステムの各種設定を行うための設定メニュー１５５と、インターネット等
のウェブサイトに接続するためのウェブブラウザメニュー１５６と、入力装置１５１から
入力されたデータや外部ネットワークからダウンロードしたデータの保存、呼び出しを行
うためのフォルダーメニュー１５７と、メールを行うためのメールメニュー１５８と、あ
らかじめ設定したメニュー項目をダイレクトで選択するショートカットメニュー１５９と
から構成され、これらのメニュー項目が第１階層（大分類）を構成している。また、第１
階層を構成する各メニュー項目にはそれぞれサブメニューが設けられており、これらのサ
ブメニューが第２階層（小分類）を構成している。
【００８１】
ウェブブラウザメニュー１５６には、ウェブサイトに接続するためのサブメニュー１５６
ａと、あらかじめ登録した使用頻度の高いウェブサイトに接続するブックマークの表示、
選択を行うサブメニュー１５６ｂと、接続したウェブサイトの履歴を表示するためのサブ
メニュー１５６ｃが設けられている。
【００８２】
フォルダーメニュー１５７には、ファイル等の保存や呼び出しを行うためのサブメニュー
１５７ａと、ウェブサイトからダウンロードした画像データ等の保存や呼び出しを行うた
めのサブメニュー１５７ｂと、ウェブサイトからダウンロードした音楽データ等のおよび
保存や呼び出しを行うためのサブメニュー１５７ｃが設けられている。
【００８３】
メールメニュー１５８には、メールを作成するためのサブメニュー１５８ａと、受信した
メールを表示するためのサブメニュー１５８ｂと、送信したメールを表示するためのサブ
メニュー１５８ｃが設けられている。
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【００８４】
ショートカットメニュー１５９には、例えば、メールシステムの起動やブックマークの表
示等に代表される使用頻度の高い機能が、サブメニュー１５９ａ、１５９ｂ、１５９ｃに
設けられている。
ＰＣシステムに記憶された第１階層および第２階層の各メニューは、ディスプレイ１４１
の表示画面１４１ａにアイコンで表示され、キーボード１４３やマウス１４４を操作する
ことにより、表示されたアイコンが選択されるとともに表示画面１４１ａ上でメニュー画
面が遷移し、目的のメニュー画面が表示画面１４１ａに表示されたら、でメニュー画面を
決定する。そして、表示されたメニュー画面に対する操作が完了したら、キーボード１４
３やマウス１４４を操作することにより、表示画面１４１ａの表示が、例えば、壁紙が表
示された待機状態の画面に戻るようになっている。なお、本実施の形態におけるメニュー
項目の表示方法およびメニュー画面の遷移は、上述した第１の実施形態と同様であるため
、詳細な説明は省略する。
以上のように、本実施の形態によれば、ＰＣの表示画面上にアイコン等で表示された各メ
ニュー項目を、一つの画面にまとめて表示できるので、ＰＣの表示画面を有効に使用する
ことができる。
また、本実施の形態に係るメニュー構造は、図２０で示すインターネットアプライアンス
端末にも適用することができる。図２０で示すインターネットアプライアンス端末では、
カーソルキー２００やタッチパネル画面２１０を操作することで、ＰＣシステムと同様に
、メニュー項目の表示方法およびメニュー画面の遷移を行うことができるようになってい
る。
（第５の実施形態）
次に、図２１から図２３を参照して、本発明に係るメニュー画面および表示方法を、ＰＤ
Ａ端末に適用したときの実施形態を説明する。
【００８５】
図２１は、本発明の実施形態に係るＰＤＡ端末の外観構成図である。図２１において、本
実施の形態に係るＰＤＡ端末は、端末本体１６１と、端末本体１６１に設けられた表示部
１６２と、カーソルキー１６３と、左ソフトキー１６４と、右ソフトキー１６５とから構
成されている。また、ＰＤＡ端末は、通常、右手に入力用のペン（図示省略）、左手にＰ
ＤＡ端末を持ち、入力用のペンにより、スケジュール等が入力されるようになっている。
【００８６】
図２２は、本発明の実施形態に係るＰＤＡ端末のハードウェア構成を示すブロック図であ
る。図２２において、ＰＤＡ端末は、カーソルキー１６３や左ソフトキー１６４、右ソフ
トキー１６５から構成される操作ボタン部１８１と、表示部１６２の表示画面１６２ａを
構成するタッチパネル部１８２と、操作ボタン部１８１およびタッチパネル部１８２から
入力されたデータ等の記憶やメニュー項目が記憶された記憶部１８３と、入力されたデー
タや記録されたデータ等を表示画面１６２ａに表示する表示部１８４と、ＰＤＡ端末全体
の動作を制御するコントロール部１８５とから構成されている。
【００８７】
図２３は、本発明の実施形態に係るＰＤＡ端末の記憶部１８３に記憶されているメニュー
構造の一例を示す図である。図２２において、ＰＤＡ端末に記憶されているメニュー項目
は、ＰＤＡ端末の各種設定を行うための設定メニュー１９１と、アドレス帳の登録や呼び
出しを行うためのアドレス帳メニュー１９２と、スケジュールの登録や表示を行うための
スケジューラーメニュー１９３と、メールを行うためのメールメニュー１９４と、あらか
じめ設定したメニュー項目をダイレクトで選択するショートカットメニュー１９５とから
構成され、これらのメニュー項目が第１階層（大分類）を構成している。また、第１階層
を構成する各メニュー項目にはそれぞれサブメニューが設けられており、これらのサブメ
ニューが第２階層（小分類）を構成している。
【００８８】
アドレス帳メニュー１９２には、住所や電話番号等を登録するためのサブメニュー１９２
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ａと、アドレス帳を検索するためのサブメニュー１９２ｂと、アドレス帳をカスタマイズ
するためのサブメニュー１９２ｃが設けられている。
【００８９】
スケジューラーメニュー１９３には、日程等を登録するためのサブメニュー１９３ａと、
スケジュールを表示するためのサブメニュー１９３ｂと、スケジュールの検索を行うため
のサブメニュー１９３ｃが設けられている。
【００９０】
ショートカットメニュー１９５には、例えば、アドレス帳やスケジューラーの登録メニュ
ー、メール作成メニュー等に代表される使用頻度の高い機能へダイレクトで接続するメニ
ューが、それぞれのサブメニュー１９５ａ、１９５ｂ、１９５ｃに設けられている。なお
、メールメニュー１９４については、上述したＰＣシステムと同様のため、詳細な説明を
省略する。
ＰＤＡ端末に記憶された第１階層および第２階層の各メニューは、表示部１６２の表示画
面１６２ａにアイコンで表示され、カーソルキー１６３や左ソフトキー１６４、右ソフト
キー１６５を操作することにより、表示されたアイコンが選択されるとともに、表示画面
１６２ａ上でメニュー画面が遷移し、目的のメニュー画面が表示画面１６２ａに表示され
たら、カーソルキー１６３でメニュー画面を決定する。そして、表示されたメニュー画面
に対する操作が完了したら、カーソルキー１６３や左ソフトキー１６４、右ソフトキー１
６５を操作することにより、表示画面１６２ａの表示が、例えば、待機状態の画面に戻る
ようになっている。なお、本実施の形態におけるメニュー項目の表示方法およびメニュー
画面の遷移は、上述した第１の実施形態と同様であるため、詳細な説明は省略する。
【００９１】
以上のように、本実施の形態では、ＰＤＡ端末を片手で操作することができるので、カー
ソルキーやソフトキーから手を放すことなくメニュー項目を選択、決定することができ、
表示画面の操作性を良好にすることができる。
【００９２】
【発明の効果】
以上のように、本発明によれば、限られた表示画面の中で数多くのメニュー項目を表示す
ることができ、かつ一つの操作キーによりメニュー項目を選択することができるので、表
示画面の使い勝手や操作性を良好にすることができる。
【００９３】
また、本発明によれば、画面の戻し動作を一つの操作キーで行うことができるので、
メニュー項目の選択を簡単に行うことができる。
【００９４】
また、本発明によれば、表示画面上に操作履歴が残るので、メニュー項目の階層を容易に
確認できるとともに、自分が選択しているメニュー項目を見失わなくすることができる。
【００９５】
また、本発明によれば、各メニュー項目のカテゴリーをカーソルの移動方向と結びつける
ことができるので、カテゴリーを覚えやすくすることができる。
【図面の簡単な説明】
【図１】本発明の実施形態に係る携帯電話機の外観図である。
【図２】本発明の実施形態に係る携帯電話機のメニュー構造の一例を示す図である。
【図３】図３は本発明の実施形態に係る携帯電話機のハードウェア構成を示すブロック図
である。
【図４】図４は本発明の実施形態に係る操作フロー図である。
【図５】図５は本発明の実施形態に係る表示画面の画面遷移の一例を示す図である。
【図６】図６は本発明の実施形態に係る表示画面の画面遷移の一例を示す図である。
【図７】図７は本発明の実施形態に係る表示画面の画面遷移の一例を示す図である。
【図８】図８は本発明の実施形態に係る表示画面の画面遷移の一例を示す図である。
【図９】図９は本発明の実施形態に係る表示画面の画面遷移の一例を示す図である。
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【図１０】図１０は本発明の実施形態に係るＡＶシステムの構成図である。
【図１１】図１１は本発明の実施形態に係るＡＶシステムのハードウェア構成を示すブロ
ック図である。
【図１２】図１２は本発明の実施形態に係るテレビのメニュー構造の一例を示す図である
。
【図１３】図１３は本発明の実施形態に係るビデオデッキのメニュー構造の一例を示す図
である。
【図１４】図１４は本発明の実施形態に係るＤＶＤカメラの使用状態を示す図である。
【図１５】図１５は本発明の実施形態に係るＤＶＤカメラのハードウェア構成を示すブロ
ック図である。
【図１６】図１６は本発明の実施形態に係るＤＶＤカメラのメニュー構造の一例を示す図
である。
【図１７】図１７は本発明の実施形態に係るＰＣシステムの外観構成図である。
【図１８】図１８は本発明の実施形態に係るＰＣシステムのハードウェア構成を示すブロ
ック図である。
【図１９】図１９は本発明の実施形態に係るＰＣシステムのメニュー構造の一例を示す図
である。
【図２０】図２０は本発明の実施形態に係るインターネットアプライアンス端末の外観構
成図である。
【図２１】図２１は本発明の実施形態に係るＰＤＡ端末の外観構成図である。
【図２２】図２２は本発明の実施形態に係るＰＤＡ端末のハードウェア構成を示すブロッ
ク図である。
【図２３】図２３は本発明の実施形態に係るＰＤＡ端末のメニュー構造の一例を示す図で
ある。
【図２４】従来例を示す図である。
【図２５】従来例を示す図である。
【符号の説明】
２　ダイヤルキー
３ａ　左ソフトキー
３ｂ　右ソフトキー
４　カーソルキー
５　メールキー
６　ウェブキー
７　発信キー
８　終話キー
９　クリアキー
１０　表示部
１０ａ　表示画面
１０ｂ　待機画面
１０ｃ　メニュー項目選択画面
１０ｄ　サブメニュー画面
１１　スピーカー
１１ａ～１１ｓ　アイコン
１２　マイク
１３　ＧＰＳアンテナ
１３ａ　アンテナ
１４，１５　アイコン
１７　第１表示領域１７
１８　第２表示領域
１９　第３表示領域
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２１　設定メニュー
２２　メールメニュー
２３　ネットワークメニュー
２３ａ～２３ｃ　サブメニュー項目
２４　手帳メニュー
２４ａ～２４ｃ　サブメニュー項目
２５　フォルダーメニュー２５
２６～２９　サブメニュー項目
４５　カーソル。

【図１】 【図２】
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【図３】 【図４】

【図５】 【図６】
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【図７】 【図８】

【図９】

【図１０】 【図１１】
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【図１２】 【図１３】

【図１４】

【図１５】

【図１６】
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【図１７】

【図１８】

【図１９】

【図２０】 【図２１】

【図２２】
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【図２３】 【図２４】

【図２５】
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