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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　所定の表示サイズでなる第１のアイコン及び第２のアイコンが配されたウインドウを表
示部の画面に表示させる表示制御部を具え、
　上記表示制御部は、
　上記ウインドウの表示サイズの縮小、又は上記ウインドウの表示位置の変更に応じて当
該ウインドウの上記画面内に表示される表示範囲を変更することにともなって、上記第１
のアイコン及び上記第２のアイコンの少なくともどちらか一方の表示位置を変更するとき
に、当該第１のアイコンと当該第２のアイコンとが上記ウインドウの表示範囲内で重なる
と判断した場合に限り、重ならないように上記第１のアイコン及び上記第２のアイコンの
少なくともどちらか一方の表示サイズを小さくする
　情報処理装置。
【請求項２】
　上記画面に表示された上記ウインドウに対する命令を入力する命令入力部を具え、
　上記表示制御部は、
　上記命令入力部を介して入力された上記ウインドウに対する命令に応じて、上記ウイン
ドウの表示範囲を変更する
　請求項１に記載の情報処理装置。
【請求項３】
　上記表示制御部は、
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　上記命令入力部を介して上記ウインドウの表示サイズを縮小する命令が入力されると、
当該命令に応じて上記ウインドウの表示サイズを縮小することで、上記ウインドウの表示
範囲を変更する
　請求項２に記載の情報処理装置。
【請求項４】
　上記表示制御部は、
　上記命令入力部を介して上記ウインドウの表示位置を変更する命令が入力されると、当
該命令に応じて上記ウインドウの表示位置を変更するとともに、当該表示位置の変更によ
り上記ウインドウの一部が上記画面外となることに応じて当該ウインドウの表示範囲を変
更し、当該表示範囲の変更によって、上記第１のアイコン及び上記第２のアイコンのうち
の少なくともどちらか一方が上記ウインドウの表示範囲外になり表示されなくなると判断
した場合には、上記表示範囲外になるアイコンを上記表示範囲内に移動させて表示させる
　請求項２に記載の情報処理装置。
【請求項５】
　上記第１のアイコンに第１の命令を割り当てるとともに上記第２のアイコンに第２の命
令を割り当てる命令割当部を具え、
　上記命令割当部は、
　上記表示制御部の制御により、上記第１のアイコン及び第２のアイコンのうちの少なく
ともどちらか一方の表示サイズが所定の表示サイズより小さくなった場合に、当該第１の
アイコンに割り当てられている第１の命令と当該第２のアイコンに割り当てられている第
２の命令とを、当該第１の命令及び当該第２の命令のどちらか一方の命令に変更する
　請求項１に記載の情報処理装置。
【請求項６】
　上記表示制御部は、
　上記画面上の、上記第１のアイコン及び上記第２のアイコンに対する操作を認識する認
識領域の大きさは変えずに、上記第１のアイコン及び上記第２のアイコンの表示サイズの
みを小さくする
　請求項１に記載の情報処理装置。
【請求項７】
　上記第１のアイコン及び上記第２のアイコンに対して表示サイズの変更に係わる優先度
を設定する優先度設定部を具え、
　上記表示制御部は、
　上記優先度に基づいて、上記第１のアイコン及び上記第２のアイコンのうちのどちらか
一方の表示サイズを小さくする
　請求項１に記載の情報処理装置。
【請求項８】
　上記表示制御部は、
　アプリケーションの機能をユーザに提供するためのアプリケーションウインドウを表示
部の画面に表示させる通常モードと、上記アプリケーションウインドウに関連付けられ、
当該アプリケーションウインドウの設定に関する命令が割り当てられた第１のアイコン及
び第２のアイコンが配された設定ウインドウを、当該アプリケーションウインドウが直接
操作できないよう当該アプリケーションウインドウ上に重ねて表示させる設定モードとを
有し、
　上記アプリケーションウインドウの表示範囲は、上記設定モード時に、上記設定ウイン
ドウの表示範囲が変更されることに応じて変更され、また上記アプリケーションウインド
ウの設定は、上記設定モード時に、上記設定ウインドウに配された上記第１のアイコン又
は上記第２のアイコンが操作されることに応じて変更される
　請求項２に記載の情報処理装置。
【請求項９】
　上記命令入力部は、
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　タッチパネルである
　請求項１に記載の情報処理装置。
【請求項１０】
　表示制御部が所定の表示サイズでなる第１のアイコン及び第２のアイコンが配されたウ
インドウを表示部の画面に表示させる表示ステップと、
　上記表示制御部が上記ウインドウの表示サイズの縮小、又は上記ウインドウの表示位置
の変更に応じて当該ウインドウの上記画面内に表示される表示範囲を変更することにとも
なって、上記第１のアイコン及び上記第２のアイコンの少なくともどちらか一方の表示位
置を変更するときに、当該第１のアイコンと当該第２のアイコンとが上記ウインドウの表
示範囲内で重なると判断した場合に限り、重ならないように上記第１のアイコン及び上記
第２のアイコンの少なくともどちらか一方の表示サイズを小さくするアイコン表示サイズ
変更ステップと
　を具える表示制御方法。
【請求項１１】
　情報処理装置に対して、
　表示制御部が所定の表示サイズでなる第１のアイコン及び第２のアイコンが配されたウ
インドウを表示部の画面に表示させる表示ステップと、
　上記表示制御部が上記ウインドウの表示サイズの縮小、又は上記ウインドウの表示位置
の変更に応じて当該ウインドウの上記画面内に表示される表示範囲を変更することにとも
なって、上記第１のアイコン及び上記第２のアイコンの少なくともどちらか一方の表示位
置を変更するときに、当該第１のアイコンと当該第２のアイコンとが上記ウインドウの表
示範囲内で重なると判断した場合に限り、重ならないように上記第１のアイコン及び上記
第２のアイコンの少なくともどちらか一方の表示サイズを小さくするアイコン表示サイズ
変更ステップと
　を実行させるための表示制御プログラム。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、情報処理装置、表示制御方法及び表示制御プログラムに関し、例えば、マル
チウインドウ方式のＧＵＩ（Graphical　User　Interface）を有する情報処理装置に適用
して好適なものである。
【背景技術】
【０００２】
　近年、パーソナルコンピュータなどの情報処理装置の多くは、ユーザインタフェースと
してＧＵＩを有し、これによりマウスやタッチパネルなどの入力デバイスを介して直感的
でわかり易い操作を実現している。
【０００３】
　またこの種の情報処理装置として、処理ごとに割り当てたウインドウを画面に複数表示
して、任意のウインドウを選択することで処理を切り換えるようにしたマルチウインドウ
方式のＧＵＩを有するものもある。
【０００４】
　このウインドウは、各処理の作業領域となる枠であり、この枠内に、各処理に対応する
文字や画像、各処理で実行可能な命令が割り当てられたメニューやアイコン（ボタンを含
む）などが配される。例えば、ウェブブラウザのウインドウであれば、枠内に、ホームペ
ージの文字や画像、ホームページの閲覧に関する各種命令が割り当てられたメニューやア
イコンなどが配される。
【０００５】
　さらにこのウインドウには、各処理共通のアイコンとして、例えば、ウインドウの表示
サイズを変更するアイコンやウインドウを閉じるアイコンといったウインドウ操作用のア
イコンが所定位置に配され、ユーザがこのアイコンを操作することで、ウインドウの表示
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サイズを変更したりウインドウを閉じたりするといったウインドウ操作を行うことができ
るようにもなされている。
【０００６】
　さらにウインドウ操作によりウインドウの表示サイズを変更する場合に、常にウインド
ウ内でのアイコンの占有率が所定値以下となるように、アイコンの表示サイズを変更する
ようにしたＧＵＩを有する情報処理装置も提案されている（例えば特許文献１参照）。
【特許文献１】特開２００５－４３９６公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００７】
　ところで、上述した情報処理装置では、例えば、ウインドウの表示サイズを小さくする
と、それとともにウインドウ内のアイコンの表示サイズも小さくする。こうすることで、
この情報処理装置では、ウインドウ内にアイコンが表示しきれなくなることなどを防止し
て、アイコンの視認性を低下させることなくウインドウの表示サイズを任意の大きさに自
由に変更することができる。
【０００８】
　しかしながら、このようにしてアイコンの表示サイズを小さくする場合、アイコンの表
示サイズが小さくなるにつれて、このアイコンに対する操作性が低下する。特に、入力デ
バイスがタッチパネルである場合、アイコンに対する操作を行うには、画面上のアイコン
表示部分を指で触れなければならず、この問題が顕著となる。
【０００９】
　このように従来のＧＵＩを有する情報処理装置では、ウインドウの表示サイズの変更に
対する自由度と、アイコンに対する操作性とを両立させることができなかった。
【００１０】
　本発明は以上の点を考慮してなされたもので、ウインドウ内のアイコンに対する操作性
を極力低下させずに、ウインドウ操作の自由度を高めた情報処理装置、表示制御方法及び
表示制御プログラムを提案しようとするものである。
【課題を解決するための手段】
【００１１】
　かかる課題を解決するため本発明においては、所定の表示サイズでなる第１のアイコン
及び第２のアイコンが配されたウインドウを表示部の画面に表示させ、ウインドウの表示
サイズの縮小、又はウインドウの表示位置の変更に応じて当該ウインドウの画面内に表示
される表示範囲を変更することにともなって、第１のアイコン及び第２のアイコンの少な
くともどちらか一方の表示位置を上記画面内で移動させるときに、当該第１のアイコンと
当該第２のアイコンとが重なると判断した場合に限り、重ならないように第１のアイコン
及び第２のアイコンの少なくともどちらか一方の表示サイズを小さくするようにした。
 
【００１２】
　このように、アイコンが重なるまでは、ウインドウの表示範囲を小さくしても、アイコ
ンの表示サイズを変えず、それ以上ウインドウの表示範囲を小さくする場合に限り、アイ
コンが重ならないように第１のアイコン及び第２のアイコンの少なくともどちらか一方の
表示サイズを小さくするようにしたことで、極力アイコンの表示サイズを元の大きさから
変えずに、ウインドウの表示範囲を自由に変更することができる。
【発明の効果】
【００１３】
　本発明によれば、アイコンが重なるまでは、ウインドウの表示範囲を小さくしても、ア
イコンの表示サイズを変えず、それ以上ウインドウの表示範囲を小さくする場合に限り、
アイコンが重ならないように第１のアイコン及び第２のアイコンの少なくともどちらか一
方の表示サイズを小さくするようにしたことで、極力アイコンの表示サイズを元の大きさ
から変えずに、ウインドウの表示範囲を自由に変更することができ、かくしてウインドウ
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内のアイコンに対する操作性を極力低下させずに、ウインドウ操作の自由度を高めた情報
処理装置、表示制御方法及び表示制御プログラムを実現できる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００１４】
　以下、図面について、本発明の実施の形態を詳述する。
【００１５】
（１）第１の実施の形態
　まず、第１の実施の形態について説明する。図１において１は、情報処理装置の機能ブ
ロックを示す。この情報処理装置１は、所定の表示サイズでなる第１のアイコン及び第２
のアイコンが配されたウインドウを表示部２の画面に表示させる表示制御部３を有する。
【００１６】
　表示制御部３は、ウインドウの画面内に表示される表示範囲を変更するときに、当該範
囲の変更にともなって、アイコンが重なると判断した場合には、重ならないように第１の
アイコン及び第２のアイコンの少なくともどちらか一方の表示サイズを小さくするように
なされている。
【００１７】
　またこの情報処理装置１は、表示部２の画面に表示されたウインドウに対する命令を入
力する命令入力部４を有し、表示制御部３が、この命令入力部４を介して入力されたウイ
ンドウに対する命令に応じて、ウインドウの表示範囲を変更するようになされている。
【００１８】
　さらにこの情報処理装置１は、表示制御部３が、命令入力部４を介してウインドウの表
示サイズを縮小する命令が入力されると、当該命令に応じてウインドウの表示サイズを縮
小することで、ウインドウの表示範囲を変更するようにもなされている。
【００１９】
　さらにこの情報処理装置１は、表示制御部３が、命令入力部４を介してウインドウの表
示位置を変更する命令が入力されると、当該命令に応じてウインドウの表示位置を変更す
るとともに、当該表示位置の変更によりウインドウの一部が画面外となることに応じて当
該ウインドウの表示範囲を変更し、当該表示範囲の変更によって、第１のアイコン及び第
２のアイコンのうちの少なくともどちらか一方がウインドウの表示範囲外になり表示され
なくなると判断した場合には、表示範囲外になるアイコンを表示範囲内に移動させて表示
させるようにもなされている。
【００２０】
　さらにこの情報処理装置１は、表示制御部３が、命令入力部４を介してウインドウの表
示位置を変更する命令が入力されると、当該命令に応じてウインドウの表示位置を変更し
、当該表示位置の変更によりウインドウの一部が画面外となる場合に、当該ウインドウの
全部が画面内となるよう当該ウインドウの表示位置を調整するようにもなされている。
【００２１】
　さらにこの情報処理装置１は、第１のアイコンに第１の命令を割り当てるとともに第２
のアイコンに第２の命令を割り当てる命令割当部５を有し、この命令割当部５が、表示制
御部３の制御により、第１のアイコン及び第２のアイコンのうちの少なくともどちらか一
方の表示サイズが所定の表示サイズより小さくなった場合に、当該第１のアイコンに割り
当てられている第１の命令と当該第２のアイコンに割り当てられている第２の命令とを、
当該第１の命令及び当該第２の命令のどちらか一方の命令に変更するようにもなされてい
る。
【００２２】
　さらにこの情報処理装置１は、表示制御部３が、画面上の、第１のアイコン及び当該第
２のアイコンに対する操作を認識する認識領域の大きさは変えずに、第１のアイコン及び
第２のアイコンの表示サイズのみを小さくするようにもなされている。
【００２３】
　さらにこの情報処理装置１は、第１のアイコン及び第２のアイコンに対して表示サイズ
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の変更に係わる優先度を設定する優先度設定部６を有し、表示制御部３が、この優先度に
基づいて、第１のアイコン及び第２のアイコンのうちのどちらか一方の表示サイズを小さ
くするようにもなされている。
【００２４】
　さらにこの情報処理装置１は、表示制御部３が、ウインドウの表示範囲を変更し得るよ
うになされた第１のモードと、ウインドウの表示範囲を変更し得ないようになされた第２
のモードとを有し、第１のモード時に限り、ウインドウの画面内に表示される表示範囲を
変更するようにもなされている。
【００２５】
　このように、この情報処理装置１では、アイコンが重なるまでは、ウインドウの表示範
囲を小さくしても、アイコンの表示サイズを変えず、それ以上ウインドウの表示範囲を小
さくする場合に限り、アイコンが重ならないように第１のアイコン及び第２のアイコンの
少なくともどちらか一方の表示サイズを小さくするようにしたことにより、極力アイコン
の表示サイズを元の大きさから変えずに、ウインドウの表示範囲を自由に変更することが
でき、かくしてウインドウ内のアイコンに対する操作性を極力低下させずに、ウインドウ
操作の自由度を高めることができる。
【００２６】
（２）第２の実施の形態
　次に、上述した第１の実施の形態の具体例である、第２の実施の形態について説明する
。
【００２７】
（２－１）情報通信端末の外観構成
　図２（Ａ）及び（Ｂ）において、１０は全体として本発明による情報処理装置を適用し
た携帯型の情報通信端末を示す。かかる情報通信端末１０は、インターネットを利用して
パーソナルコンピュータ及び他の情報通信端末等の外部装置との間で電子メールの送受信
を実現する電子メール機能を有している。
【００２８】
　また情報通信端末１０は、インターネットを利用してユーザと相手との通話を実現する
ＩＰ（Internet　Protocol）電話機能や、外部装置との無線又は有線による直接通信を実
現する外部装置通信機能も有している。
【００２９】
　さらに情報通信端末１０は、インターネット上のサーバや外部装置から音楽データや映
像データ等を取得して記憶するデータ記憶機能や、かかるデータ記憶機能により記憶して
いる音楽データや映像データを再生してユーザに視聴させる再生機能も有している。
【００３０】
　さらにまた情報通信端末１０は、インターネット上のサーバが提供している種々の情報
の閲覧を実現する情報閲覧機能等を有するように、種々の機能を実現し得るようになされ
ている。
【００３１】
　実際に情報通信端末１０は、片方の手で把持可能な程度の大きさで、一面及び他面が一
方向よりも当該一方向と直交する他方向に長いレーストラック形状に形成された略偏平矩
形状の端末筐体１１を有している。
【００３２】
　ちなみに、以下の説明では、端末筐体１１が一方向へは比較的短く形成されているため
、当該一方向を端末短手方向とも呼ぶ。また以下の説明では、端末筐体１１が他方向へは
、短手方向の長さよりも長く形成されているため、当該他方向を端末長手方向とも呼ぶ。
【００３３】
　端末筐体１１は、他面側の筐体（以下、これを下側筐体とも呼ぶ）１２に対し、一面側
の筐体（以下、これを上側筐体とも呼ぶ）１３が端末短手方向に沿ってスライド可能に取
り付けられている。
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【００３４】
　下側筐体１２は、上側筐体１３側の上面１２Ａに文字（アルファベットやひらがな）や
数字、記号等を入力可能な複数のキー１４が配置されている。
【００３５】
　そして下側筐体１２は、上側筐体１３がスライドして上面１２Ａに重ねられると、複数
のキー１４を外部から隠蔽するように当該上側筐体１３と一体化して略偏平矩形状の端末
筐体１１となる。
【００３６】
　また下側筐体１２は、上側筐体１３がスライドして上面１２Ａからずれると、複数のキ
ー１４を外部に露出させてキーボードとして機能する。
【００３７】
　従って端末筐体１１は、下側筐体１２に対し上側筐体１３がスライドして複数のキー１
４を露出させると、これら複数のキー１４を介して電子メールの本文やスケジュール等の
種々の情報を入力させ得るようになされている。
【００３８】
　一方、上側筐体１３は、端末筐体１１の一面でもある上面１３Ａの中央部に表示部１５
が長方形状の表示面１５Ａの長手方向（以下、これを表示面長手方向とも呼ぶ）を、端末
長手方向と平行にして設けられている。
【００３９】
　そして端末筐体１１は、外部装置やインターネット上のサーバから取得した種々の情報
を表示画面として表示部１５の表示面１５Ａに表示して目視させ得るようになされている
。
【００４０】
　また端末筐体１１は、下側筐体１２に対し上側筐体１３をスライドさせて当該下側筐体
１２をキーボードとして用いられた場合、その下側筐体１２の複数のキー１４を介して入
力されたテキスト情報等の種々の情報も表示画面として表示部１５の表示面１５Ａに表示
して目視させ得るようになされている。
【００４１】
　さらに端末筐体１１は、表示部１５の表示面１５Ａに対し、ＧＵＩ（Graphic　User　i
nterface）画面等も表示画面として表示し得るようになされている。
【００４２】
　そして上側筐体１３は、上面１３Ａの中央部に表示部１５の表示面１５Ａよりも大きな
レーストラック形状のタッチパネル１６が、当該タッチパネル１６の長手方向（以下、こ
れをパネル長手方向とも呼ぶ）を端末長手方向と平行にし、かつ当該表示面１５Ａ及びそ
の周囲に亘って重ねるように設けられている。
【００４３】
　よって端末筐体１１は、表示部１５の表示面１５Ａに表示画面を表示した状態で、タッ
チパネル１６を介して表示画面上の所定部分が指やスタイラスペン等で触れられて押下さ
れる（以下、このようにタッチパネル１６の表面に触れて押下されることをタッチとも呼
ぶ）と、その旨を入力として受け付けるようになされている。
【００４４】
　これに加えて図３に示すように、上側筐体１３は、上面１３Ａにおいて表示部１５の表
示面１５Ａよりも端末長手方向に沿った一端側及び他端側の、タッチパネル１６に覆われ
る部分（以下、これらを一端側パネル被覆部分及び他端側パネル被覆部分とも呼ぶ）１３
Ｂ及び１３Ｃに、種々の命令を示すボタン１７乃至２２が描かれている。
【００４５】
　実際に一端側パネル被覆部分１３Ｂには、入力可能な命令として、現在実行中のアプリ
ケーションプログラムを提示するための情報提示命令を示すインフォメーションボタン１
７が描かれている。
【００４６】
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　また一端側パネル被覆部分１３Ｂには、入力可能な命令として、表示部１５の表示面１
５Ａに対し複数のウインドウを表示するためのマルチウインドウ表示命令を示すマルチウ
インドウボタン１８も描かれている。
【００４７】
　さらに一端側パネル被覆部分１３Ｂには、入力可能な命令として、表示部１５の表示面
１５Ａに現在表示されている表示画面に換えて、メインメニュー画面を表示するためのメ
ニュー画面表示命令を示すホームボタン１９も描かれている。
【００４８】
　一方、他端側パネル被覆部分１３Ｃには、入力可能な命令として、表示部１５の表示画
１５Ａに対し現在表示している表示画面上に、当該表示中の表示画面に応じた設定画面を
重畳させて表示（すなわち、ポップアップ表示）するための設定画面重畳表示命令を示す
オプションボタン２０が描かれている。
【００４９】
　また他端側パネル被覆部分１３Ｃには、入力可能な命令として、表示部１５の表示面１
５Ａに対し、表示画面の輝度、文字のフォント等を設定する表示用設定画面を表示するた
めの設定画面表示命令を示すディスプレイボタン２１も描かれている。
【００５０】
　さらに他端側パネル被覆部分１３Ｃには、入力可能な命令として、表示部１５の表示面
１５Ａに対し、現在表示している表示画面を１つ前に表示していた表示画面に戻して表示
するためのバックボタン２２も描かれている。
【００５１】
　そして端末筐体１１は、タッチパネル１６の表面において一端側パネル被覆部分１３Ｂ
や他端側パネル被覆部分１３Ｃの種々のボタン１７乃至２２と対向する領域（以下、これ
をボタン対向領域とも呼ぶ）がタッチされると、そのタッチされたボタン対向領域と対向
するボタン１７乃至２２に応じた命令を入力させ得るようになされている。
【００５２】
　さらに上側筐体１３（図２（Ａ）及び（Ｂ）並びに図３）は、上面１３Ａにおいてタッ
チパネル１６のパネル長手方向に沿った一端よりも外側で、当該タッチパネル１６の一端
の近傍（すなわち、上面１３Ａの端末長手方向に沿った一端寄り）にスピーカ２３が設け
られている。
【００５３】
　さらに上側筐体１３は、上面１３Ａにおいてタッチパネル１６のパネル長手方向に沿っ
た他端よりも外側で、当該タッチパネル１６の他端の近傍（すなわち、上面１３Ａの端末
長手方向に沿った他端寄り）にマイクロホン２４が設けられている。
【００５４】
　よって端末筐体１１は、通話時に他面側から手で把持されてスピーカ２３が耳に近づけ
られ、マイクロホン２４が口元に近づけられると、スピーカ２３から相手の音声を出力し
て聞かせると共に、マイクロホン２４を介してユーザの音声を集音して通話を成立させる
ことができる。
【００５５】
　さらにまた上側筐体１３は、上面１３Ａにおいてマイクロホン２４の近傍に、軸部を傾
斜操作及び押下操作可能な十字キー２５が設けられている。
【００５６】
　十字キー２５は、軸部を上側筐体１３の上面１３Ａに対して垂直な姿勢から傾斜させる
ような傾斜操作に応じて例えば、端末短手方向に沿って互いに反対向きの一方向及び他方
向を指定入力させ得るようになされている。
【００５７】
　また十字キー２５は、軸部を上側筐体１３の上面１３Ａに対して垂直な姿勢から傾斜さ
せるような傾斜操作に応じて例えば、端末長手方向に沿って互いに反対向きの一方向及び
他方向も指定入力させ得るようになされている。
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【００５８】
　さらに十字キー２５は、軸部を上側筐体１３の上面１３Ａから下側筐体１２側へ押し下
げるような押下操作に応じて例えば、決定命令を入力させ得るようになされている。
【００５９】
　これにより筐体端末１１は、例えば表示部１５の表示面１５Ａに表示画面を表示した状
態で、十字キー２５が傾斜操作されると、当該表示画面上の所望部分を指示するカーソル
を、当該十字キー２５の傾斜方向に応じて移動させ得るようになされている。
【００６０】
　また端末筐体１１は、例えば表示部１５の表示面１５Ａに表示画面を表示し、かつカー
ソルにより表示画面上の例えばアイコンが選択されている状態で十字キー２５が押下操作
されると、当該カーソルによるアイコンの選択が決定されたものとして、そのアイコンに
応じた命令を入力させ得るようになされている。
【００６１】
　これに加えて、図４に示すように、上側筐体１３において端末長手方向と平行な側面１
３Ｂの中央部には、ＵＳＢ（Universal　Serial　Bus）コネクタ２６と、コネクタジャッ
ク２７とが並設されている。
【００６２】
　この場合、端末筐体１１のＵＳＢコネクタ２６には、外部装置との有線による通信用に
、ＵＳＢケーブル（図示せず）を接続し得るようになされている。
【００６３】
　また端末筐体１１のコネクタジャック２７には、音声の入出力機能を有するヘッドセッ
ト（図示せず）やヘッドホン（図示せず）を接続し得るようになされている。
【００６４】
　そして端末筐体１１は、コネクタジャック２７にヘッドセットが接続されていると、上
述のスピーカ２３及びマイクロホン２４に換えてヘッドセットを利用してユーザと相手と
を通話させ得るようになされている。
【００６５】
　さらに上側筐体１３の側面１３Ｂには、直流電源を給電可能なＤＣ（Direct　Current
）ジャック２８も設けられている。
【００６６】
　そして端末筐体１１は、例えば、ＤＣジャック２８に対しＡＣ／ＤＣ（Alternating　C
urrent/Direct　Current）アダプタ（図示せず）を介して商用電源が接続されると、その
商用電源からＡＣ／ＤＣアダプタを介して供給される直流電源に応じて動作し、また図示
しないバッテリを充電し得るようになされている。
【００６７】
（２－２）情報通信端末の内部構成
　次に、上述した情報通信端末１０の回路構成について説明する。図５に示すように、情
報通信端末１０は、例えば，マイクロプロセッサ構成の制御部３０を有している。
【００６８】
　この場合、制御部３０は、フラッシュメモリ３１または大容量フラッシュメモリ３２に
記憶された基本プログラムや各種アプリケーションプログラム等の種々のプログラムをＳ
ＤＲＡＭ（Synchronous　Dynamic　Random　Access　Memory）等でなるＲＡＭ（Random　
Access　Memory）３３に読み出して展開することにより、情報通信端末１０全体を統括制
御すると共に、各種処理を実行する。
【００６９】
　これにより制御部３０は、例えば、１のアプリケーションプログラムに従って上述した
電子メール機能、ＩＰ電話機能、外部装置通信機能、データ記憶機能、再生機能、情報閲
覧機能や、インスタントメッセンジャー機能、チャット機能等のうち１の機能を単独で実
現することができる。
【００７０】
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　また制御部３０は、複数のアプリケーションプログラムを同時並行に実行して複数の機
能を同時並行に実現し得るようにもなされている。
【００７１】
　すなわち、制御部３０は、タッチパネル１６からタッチされた位置（以下、これをタッ
チ位置とも呼ぶ）に応じた位置検出用データが与えられると、その位置検出用データに基
づきタッチパネル１６の表面のタッチ位置を表面内の一点の座標として検出する。
【００７２】
　そして制御部３０は、その検出したタッチ位置に対応する表示画面上の座標、もしくは
、一端側パネル被覆部分１３Ｂ及び他端側パネル被覆部分１３Ｃ上の位置に、命令が割り
当てられているかどうかを判別して、命令が割り当てられていると判別した場合には、そ
の命令に応じて、表示部１５の表示面１５Ａに表示する表示画面（例えばＧＵＩ画面）の
制御や外部装置との通信等の種々の処理を実行する。
【００７３】
　ちなみに制御部３０は、１又は複数の機能を実現する際、例えば、上述した複数のキー
１４や十字キー２５を有するキー入力部３４がユーザによって操作され、当該キー入力部
３４から操作に応じた操作データが与えられると、その操作データに応じた種々の処理も
実行する。
【００７４】
　このようにして制御部３０は、例えば、無線通信部３５により例えば、８０２．１１規
格に対応するＷＬＡＮ（Wireless　Local　Area　Network）の機能に準じてパーソナルコ
ンピュータや他の情報通信端末等の外部装置と直接通信することができる。
【００７５】
　また制御部３０は、例えば、無線通信部３５によりアクセスポイント及びインターネッ
トを介してパーソナルコンピュータや他の情報通信端末等の外部装置や、インターネット
上のサーバと通信することもできる。
【００７６】
　そして制御部３０は、このように外部装置やサーバと通信した結果、閲覧可能な情報を
表示画面データとして無線通信部３５により受信したときには、かかる表示画面データを
表示部１５に送出することにより当該表示部１５の表示面１５Ａに対し、その表示画面デ
ータに基づく表示画面を表示して閲覧可能な情報をユーザに閲覧させることができる。
【００７７】
　また制御部３０は、例えば、外部装置やサーバと通信した結果、音楽データや映像デー
タ等を無線通信部３５により受信したときには、かかる音楽データや映像データを大容量
フラッシュメモリ３２に送出して記憶する。
【００７８】
　そして制御部３０は、かかる映像データを再生する場合、大容量フラッシュメモリ３２
から当該映像データを読み出して復号処理等の所定の再生処理を施して表示部１５に送出
する。これにより制御部３０は、表示部１５の表示面１５Ａに対し映像データに基づく映
像を表示してユーザに見せることができる。
【００７９】
　ところで制御部３０には、上述したコネクタジャック２７が接続されており、そのコネ
クタジャック２７には、例えば複数の接続ピンが設けられている。
【００８０】
　そしてコネクタジャック２７は、個々の接続ピンに対する外部コネクタ内の端子の接続
の有無により、ヘッドセット及びヘッドホンの接続の有無を個別に検出し、その検出結果
を制御部３０に通知し得るようになされている。
【００８１】
　よって制御部３０は、音楽データを再生する場合、大容量フラッシュメモリ３２から当
該音楽データを読み出して音声処理部３６に送出する。音声処理部３６は、音楽データに
対し復号処理やデジタル／アナログ変換処理、増幅処理等の再生処理を施して音楽信号を
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生成する。
【００８２】
　そして音声処理部３６は、例えば、このときコネクタジャック２７にヘッドホンが接続
されてはいないと、制御部３０の制御のもとに音楽信号をスピーカ２４に送出することに
より当該スピーカ２４から音楽信号に基づく音楽を出力させてユーザに聴かせることがで
きる。
【００８３】
　一方、音声処理部３６は、例えば、このときコネクタジャック２７にヘッドホンが接続
されていると、制御部３０の制御のもとに、かかる音楽信号をコネクタジャック２７を介
してヘッドホンに送出することにより当該ヘッドホンから音楽信号に基づく音楽を出力さ
せてユーザに聴かせることができる。
【００８４】
　また制御部３０は、ＩＰ電話によるユーザと相手との通話時に、コネクタジャック２７
に対しヘッドセットが接続されていないと、マイクロホン２４を介してユーザの音声を集
音して得られる音声信号を、切換部３７を介して音声処理部３６に取り込む。
【００８５】
　この際、音声処理部３６は、音声信号にアナログ／デジタル変換処理等の所定の処理を
施して音声データを生成し、当該生成した音声データを制御部３０に送出する。
【００８６】
　これにより制御部３０は、かかる音声データを無線通信部３５によりアクセスポイント
及びインターネットを介して相手の所有する情報通信端末に送信する。
【００８７】
　また制御部３０は、このとき相手の情報通信端末から送信された相手の音声の音声デー
タを無線通信部３５によって受信して取り込み、当該取り込んだ音声データを音声処理部
３６に送出する。
【００８８】
　この際、音声処理部３６は、その音声データにデジタル／アナログ変換処理や増幅処理
等の所定の処理を施して音声信号を生成し、当該生成した音声信号を制御部３０の制御の
もとにスピーカ２３に送出して、そのスピーカから音声信号に基づく相手の音声を出力さ
せる。
【００８９】
　一方、制御部３０は、ＩＰ電話によるユーザと相手との通話時に、コネクタジャック２
７に対しヘッドセットが接続されていると、ヘッドセットに設けられたマイクロホンを介
してユーザの音声を集音して得られる音声信号をコネクタジャック２７及び切換部３７を
順次介して音声処理部３６に取り込む。
【００９０】
　そして音声処理部３６は、その音声信号にアナログ／デジタル変換処理等の所定の処理
を施して音声データを生成し、当該生成した音声データを制御部３０に送出する。
【００９１】
　これにより制御部３０は、かかる音声データを無線通信部３５によりアクセスポイント
及びインターネットを介して相手の所有する情報通信端末に送信する。
【００９２】
　また制御部３０は、このとき相手の情報通信端末から送信された相手の音声の音声デー
タを無線通信部３５によって受信して取り込み、当該取り込んだ音声データを音声処理部
３６に送出する。
【００９３】
　この際、音声処理部３６は、その音声データにデジタル／アナログ変換処理や増幅処理
等の所定の処理を施して音声信号を生成し、当該生成した音声信号を制御部３０の制御の
もとに切換部３７及びコネクタジャック２７を順次介してヘッドセットのヘッドホンに送
出して、当該ヘッドセットのヘッドホンから音声信号に基づく相手の音声を出力させる。
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【００９４】
　ちなみに、制御部３０は、ＩＰ電話の着呼時には呼出音（すなわち、リンガー）の呼出
音データを音声処理部３６を介してアナログの呼出音信号としてスピーカ２３に送出し、
又は切換部３７及びコネクタジャック２７を順次介してヘッドセットのヘッドホンに送出
することにより、スピーカ２３又はヘッドセットのヘッドホンから呼出音を出力させてユ
ーザに着呼を通知し得るようになされている。
【００９５】
　また大容量フラッシュメモリ３２には、上述した音楽データや映像データの他にも、各
種アプリケーションプログラムに従って生成されたデータとして、例えば、インスタント
メッセンジャー、ＩＰ電話、チャット、電子メール等のツールを用いて他のユーザと情報
を授受する場合に用いられる、他のユーザの登録情報等が記憶されている。
【００９６】
　さらに大容量フラッシュメモリ３２には、他のユーザが所有する情報通信装置等に対し
て送付される、自分自身（自己の情報通信装置及びユーザ）に関する登録情報も記憶され
ている。
【００９７】
　さらにＵＳＢコネクタ２６には、パーソナルコンピュータや他の情報通信端末等の外部
装置以外にも、例えば、ＵＳＢケーブルを介して、ドライブ３８も接続し得るようになさ
れている。
【００９８】
　そして制御部３０は、そのドライブ３８に装着された、磁気ディスク、光ディスク、光
磁気ディスク、半導体メモリ等のリムーバブルメディア３９から読み出されたコンピュー
タプログラムを、ＵＳＢコネクタ２６を介して取り込んでフラッシュメモリ３１または大
容量フラッシュメモリ３２にインストールすることもできる。
【００９９】
　さらにまた制御部３０は、外部からＤＣジャック２８を介して直流電源が供給された場
合、その直流電源を電源制御部４０に取り込んで情報通信端末１０の各部に供給すること
で、これら各部を動作させることができる。
【０１００】
　また制御部３０は、外部からＤＣジャック２８を介して直流電源が供給された場合、そ
の直流電源を電源制御部４０に取り込んで、情報通信端末１０に装着されたバッテリ４１
に供給して当該バッテリ４１を充電することもできる。
【０１０１】
　そして制御部３０は、外部から直流電源が供給されていないときには、バッテリ４１の
供給する直流電源を電源制御部４０に取り込んで情報通信端末１０の各部に供給すること
で、これら各部を動作させることができる。
【０１０２】
　また制御部３０は、ＵＳＢコネクタ２６を介して例えば、パーソナルコンピュータに接
続されたときには、当該パーソナルコンピュータから供給される直流電源を一旦は電源制
御部４０に取り込んで情報通信端末１０の各部に供給することで、これら各部を動作させ
ることもできる。
【０１０３】
　なお、この情報通信端末１０が、上述した第１の実施の形態の情報処理装置１を具体的
なハードウェア構成により実現した例である。すなわち、この情報通信端末１０は、情報
処理装置１の表示制御部３、命令割当部５及び優先度設定割当部６の機能を、制御部３０
により実現し、また情報処理装置１の命令入力部４の機能を、タッチパネル１６により実
現するようになされている。
【０１０４】
（２－３）情報通信端末のＧＵＩ
　次に、情報通信端末１０のＧＵＩについて説明する。このＧＵＩは、主として制御部３
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０、表示部１５及びタッチパネル１６により実現され、具体的には、表示部１５に表示し
たマルチウインドウ形式の画面に対する操作入力をタッチパネル１６で行うＧＵＩである
。
【０１０５】
　図６に示すように、このＧＵＩの画面（ＧＵＩ画面）５０は、横長長方形でなり、画面
の上辺に沿って設けられた細帯状の領域５１と、それ以外の領域５２とで構成される。こ
のＧＵＩ画面５０は、例えば、マルチウインドウボタン１８が押下されることに応じて、
表示部１５の表示面１５Ａに表示される画面であり、その表示制御は、制御部３０により
行われる。
【０１０６】
　ＧＵＩ画面５０の領域５１は、情報通信端末１０の状態を示す各種情報が表示される領
域であり、以下、この領域を端末状態表示領域とも呼ぶ。これに対して領域５２は、実行
中のアプリケーションプログラムに対応する四角形のウインドウ（すなわちアプリケーシ
ョンの起動にともなって表示されるウインドウであり、これをアプリケーションウインド
ウとも呼ぶ）が表示される領域であり、以下、この領域をウインドウ表示領域とも呼ぶ。
【０１０７】
　具体的に、端末状態表示領域５１には、例えば、情報通信端末１０の電池（バッテリ）
残量を示す電池残量アイコン５３と、ＷＬＡＮの電波強度を示す電波強度アイコン５４と
、現在時刻５５などが表示される。
【０１０８】
　一方、ウインドウ表示領域５２には、複数のアプリケーションが起動されているとする
と、図７に示すように、これらに対応する複数のアプリケーションウインドウＡｗが表示
される。
【０１０９】
　ここで、この図７に示すＧＵＩ画面５０は、ウインドウ表示領域５２に５個のアプリケ
ーションウインドウＡｗ１～Ａｗ５が表示された例である。
【０１１０】
　このうちアプリケーションウインドウＡｗ１は、検索アプリケーションのウインドウで
あり、検索用のキーワードを入力する入力欄Ａｗ１ａと、入力欄Ａｗ１ａに入力されたキ
ーワードに関連する情報をインターネットから検索する命令が割り当てられたアイコンＡ
ｗ２ａとが配されている。
【０１１１】
　またアプリケーションウインドウＡｗ２は、インスタントメッセンジャーアプリケーシ
ョンのウインドウであり、インスタントメッセンジャーのサービスにログインする命令及
びそのサービスからログアウトする命令が割り当てられたアイコンＡｗ２ａと、他のユー
ザがそのサービスにログインしているかどうかを示す画像Ａｗ２ｂ～Ａｗ２ｅとが配され
ている。
【０１１２】
　さらにアプリケーションウインドウＡｗ３は、動画再生アプリケーションのウインドウ
であり、情報通信端末１０で再生した動画を表示する表示領域Ａｗ３ａが配されている。
【０１１３】
　さらにアプリケーションウインドウＡｗ４は、ニュース表示アプリケーションのウイン
ドウであり、インターネットから取得したニュースを表示する表示領域Ａｗ４ａと、この
表示領域Ａｗ４ａに表示するニュースを切り換える命令が割り当てられたアイコンＡｗ４
ｂ及びＡｗ４ｃとが配されている。
【０１１４】
　さらにアプリケーションウインドウＡｗ５は、画像一覧表示アプリケーションのウイン
ドウであり、情報通信端末１０に記憶された画像の一覧を表示する表示領域Ａｗ５ａと、
この表示領域Ａｗ５ａに表示する画像を切り換える命令が割り当てられたアイコンＡｗ５
ａ及びアイコンＡｗ５ｃとが配されている。
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【０１１５】
　これら各アプリケーションウインドウＡｗに配されたアイコンなどのオブジェクトは、
その表示部分をタッチすることにより選択操作できるようになされている。
【０１１６】
　このような複数のアプリケーションウインドウＡｗを介して、情報通信端末１０は、イ
ンターネット検索、インスタントメッセンジャー、動画再生、ニュースの表示、画像の一
覧表示といった複数の機能を、ユーザに対して同時に提供し得るようになされている。
【０１１７】
　このようにアプリケーションウインドウＡｗ内のオブジェクトが操作可能な状態で、ア
プリケーションウインドウＡｗが表示されるモードを、アクティブモードと呼ぶ。
【０１１８】
　このアクティブモードに対して、表示されているアプリケーションウインドウＡｗ内の
オブジェクトに対する操作を受け付けなくする代わりに、アプリケーション及びそのアプ
リケーションウインドウＡｗに対する各種設定を行うことができるモードをセッティング
モードと呼ぶ。
【０１１９】
　さらに、アプリケーションプログラムをインストールしたり、アンインストールしたり
、アップデートしたりするモードもあり、このモードを、インストールモードとも呼ぶ。
【０１２０】
　ここでは、これらのモードのうちのセッティングモードについて詳しく説明する。
【０１２１】
（２－４）セッティングモード
　このセッティングモードは、上述したアクティブモード時に、オプションボタン２０の
押下によりＧＵＩ画面５０上に表示されるポップアップメニュー（図示せず）から、項目
「セッティングモード」が選択されることで、アクティブモードから切り換わるようにな
されている。
【０１２２】
　このモードに切り換わると、図８に示すように、ＧＵＩ画面５０に表示されている各ア
プリケーションウインドウＡｗ（つまりアクティブモード時に表示されていたアプリケー
ションウインドウＡｗ）上に、各アプリケーションウインドウＡｗの表示サイズとほぼ同
サイズの各種設定用ウインドウ（これを設定ウインドウとも呼ぶ）Ｓｗが重ねて表示され
る。
【０１２３】
　これら各設定ウインドウＳｗとその下のアプリケーションウインドウＡｗとは互いに関
連付けられ、例えば、設定ウインドウＳｗに対するウインドウ操作（移動、表示サイズの
変更など）がその下のアプリケーションウインドウＡｗにも適用されるようになされてい
る。またこのセッティングモードでは、自由に、アプリケーションウインドウＡｗを追加
または削除することができるようにもなされている。
【０１２４】
　ここで、図８に示すＧＵＩ画面５０は、５個のアプリケーションウインドウＡｗ１、Ａ
ｗ２、Ａｗ３、Ａｗ４及びＡｗ５上に、設定ウインドウＳｗ１、Ｓｗ２、Ｓｗ３、Ｓｗ４
及びＳｗ５が重ねて表示された例である。
【０１２５】
　各設定ウインドウＳｗは、外枠以外の部分が透明であることにより、その下のアプリケ
ーションウインドウＡｗが透けて見えるが、アプリケーションウインドウＡｗ内のオブジ
ェクトについては操作できないようになされている。また各設定ウインドウＳｗの外枠は
、その下のアプリケーションウインドウＡｗに対して目立つ色（例えばオレンジ色）で表
示される。
【０１２６】
　さらに各設定ウインドウＳｗ内には、その四隅に、対応するアプリケーション及びアプ
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リケーションウインドウＡｗに対する各種設定用の四角形のアイコン（これを設定アイコ
ンとも呼ぶ）Ｓｉが配されている。この設定用アイコンＳｉは、各設定ウインドウＳｗで
共通であり、半透明で、割り当てられている命令を模式的に示すマークが表示されている
。
【０１２７】
　具体的には、各設定ウインドウＳｗの左上隅に、設定ウインドウＳｗとともにその下の
アプリケーションウインドウＡｗの表示位置を移動する命令が割り当てられた移動アイコ
ンＳｉ１が配され、右上隅に、設定ウインドウＳｗとともにその下のアプリケーションウ
インドウＡｗを閉じる命令が割り当てられた閉じるアイコンＳｉ２が配され、左下隅に、
対応するアプリケーションのプロパティ画面を表示する命令が割り当てられたプロパティ
アイコンＳｉ３が配され、右下隅に、設定ウインドウＳｗとともにその下のアプリケーシ
ョンウインドウＡｗの表示サイズを変更する命令が割り当てられたサイズ変更アイコンＳ
ｉ４が配されている。
【０１２８】
　そしてこのセッティングモードでは、図９（Ａ）及び（Ｂ）に示すように、例えば、ユ
ーザが設定ウインドウＳｗの左上隅に配された移動アイコンＳｉ１の表示部分に指（ペン
などでもよい）を触れたまま、この指を所望の方向に摺動させて離すことで、設定ウイン
ドウＳｗとともにその下のアプリケーションウインドウＡｗをウインドウ表示領域５２内
の所望の方向に移動させることができるようになされている。
【０１２９】
　また、図１０（Ａ）及び（Ｂ）に示すように、例えば、ユーザが設定ウインドウＳｗの
右上隅に配された閉じるアイコンＳｉ２の表示部分に指を触れて離すことで、設定ウイン
ドウＳｗとともにその下のアプリケーションウインドウＡｗを閉じる（つまりウインドウ
表示領域５２から消去する）ことができるようになされている。
【０１３０】
　さらに、図１１（Ａ）及び（Ｂ）に示すように、例えば、ユーザが設定ウインドウＳｗ
の左下隅に配されたプロパティアイコンＳｉ３の表示部分に指を触れることで、対応する
アプリケーションのプロパティウインドウＰｗを表示することができるようになされてい
る。
【０１３１】
　さらに、図１２（Ａ）及び（Ｂ）に示すように、例えば、ユーザが設定ウインドウＳｗ
の右下隅に配されたサイズ変更アイコンＳｉ４の表示部分に指を触れたまま、この指を所
望の方向に摺動させて離すことで、設定ウインドウＳｗとともにその下のアプリケーショ
ンウインドウＡｗの表示サイズを変更することができるようになされている。
【０１３２】
　実際上、この表示サイズの変更では、まずサイズ変更アイコンＳｉ４の表示部分に指が
触れられることに応じて、設定ウインドウＳｗ上の、サイズ変更アイコンＳｉ４の位置か
ら見て対角に位置する頂点（この場合左上の頂点）の位置が固定される。
【０１３３】
　この状態で、例えば、図１３（Ａ）及び（Ｂ）に示すように、サイズ変更アイコンＳｉ
４の表示部分に触れている指を、任意の方向に摺動させて離すと、摺動した距離の横方向
（Ｘ軸方向）成分が、設定ウインドウＳｗの横方向（Ｘ軸方向）への拡大量または縮小量
となり、また摺動した距離の縦方向（Ｙ軸方向）成分が、設定ウインドウＳｗの縦方向（
Ｙ軸方向）への拡大量または縮小量となることで、設定ウインドウＳｗの表示サイズが変
更される。そしてこの設定ウインドウＳｗの表示サイズの変更にともなって、その下のア
プリケーションウインドウＡｗの表示サイズも変更される。
【０１３４】
　このようにして、設定ウインドウＳｗとともにその下のアプリケーションウインドウＡ
ｗの表示サイズが変更されるようになされている。
【０１３５】
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　また、このセッティングモードでは、設定ウインドウＳｗの設定アイコンＳｉ以外の部
分に指を触れたまま、この指を所望の方向に摺動させて離すことによっても、移動アイコ
ンＳｉ１の表示部分に指を触れたまま摺同させたときと同様に、設定ウインドウＳｗとと
もにその下のアプリケーションウインドウＡｗをウインドウ表示領域５２内の所望の方向
に移動させることができるようにもなされている。
【０１３６】
　さらに、設定ウインドウＳｗをウインドウ表示領域５２内の所望の方向に移動させた結
果、例えば、図１４（Ａ）に示すように、設定ウインドウＳｗの一部がウインドウ表示領
域５２外となることで、その一部とともに各設定アイコンＳｉの少なくとも一部が表示さ
れなくなる場合には、図１４（Ｂ）に示すように、設定ウインドウＳｗの表示されている
部分内に設定アイコンＳｉを再配置することで、全ての各設定アイコンＳｉの表示させる
ようにもなされている。
【０１３７】
　実際上、例えば、設定ウインドウＳｗの左半分がウインドウ表示領域５２外となること
で、その左半分とともに、その左半分に配されていた移動アイコンＳｉ１とプロパティア
イコンＳｉ３とが表示されなくなる場合には、設定ウインドウＳｗの表示されている部分
（つまり右半分）の左上隅に移動アイコンＳｉ１を再配置するとともに、左下隅にプロパ
ティアイコンＳｉ３を再配置することで、これら移動アイコンＳｉ１とプロパティアイコ
ンＳｉ３とを表示させる。
【０１３８】
　こうすることで、このセッティングモードでは、設定ウインドウＳｗを移動させた結果
、その一部が表示されなくなった場合でも、設定アイコンＳｉまで表示されなくなる状況
を回避することができ、常に、各設定アイコンＳｉが操作できる。
【０１３９】
　さらに、このセッティングモードでは、設定ウインドウＳｗを移動させることなどによ
り、例えば、大きな表示サイズの設定ウインドウＳｗの下（実際にはこの設定ウインドウ
Ｓｗの下のアプリケーションウインドウＡｗのさらに下）に、小さな表示サイズの設定ウ
インドウＳｗが隠れて見えなくなっている場合に、この大きな表示サイズの設定ウインド
ウＳｗの枠の色を変える（例えばオレンジ色から赤色に変える）ことで、この大きな表示
サイズの設定ウインドウＳｗの下に、小さな表示サイズの設定ウインドウＳｗが隠れてい
ることを、ユーザに通知することができるようにもなされている。
【０１４０】
　さらにこの場合、図１５（Ａ）及び（Ｂ）に示すように、この大きな表示サイズの設定
ウインドウＳｗ（例としてＳｗ５）の設定アイコンＳｉ以外の部分に指を触れて離すこと
で、この大きな表示サイズの設定ウインドウＳｗ（例としてＳｗ５）をその下のアプリケ
ーションウインドウＡｗ（例としてＳｗ５）とともに最下面に移動させて、その下に隠れ
ていた小さな表示サイズの設定ウインドウＳｗ（例としてＳｗｘ）をその下のアプリケー
ションウインドウＡｗ（例としてＡｗｘ）とともに、大きな表示サイズの設定ウインドウ
Ｓｗ（例としてＳｗ５）の上に表示させることができるようにもなされている。
【０１４１】
　さらに、このセッティングモードでは、サイズ変更アイコンＳｉ４の操作に応じて、設
定ウインドウＳｗの表示サイズを変更する場合に、必要に応じて、制御部３０が、設定ウ
インドウＳｗ内の設定アイコンＳｉの表示サイズを変更するようにもなされている。以下
、この設定アイコンの表示サイズの変更について詳しく説明する。
【０１４２】
（２－５）設定アイコンの表示サイズの変更
　各設定アイコンＳｉには、標準表示サイズが設定され、通常、各設定アイコンＳｉは、
この標準表示サイズで表示されるようになされている。この標準表示サイズは、各設定ア
イコンＳｉで共通であり、例えば、設定アイコンＳｉの表示部分を人の指で十分容易に触
れることができる程度の大きさ（例えば縦横１ｃｍの大きさ）に選定されている。
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【０１４３】
　実際上、各設定アイコンＳｉが、この標準表示サイズで表示される場合とは、例えば、
図１６に示すように、設定ウインドウＳｗの横の長さが設定アイコンＳｉの標準表示サイ
ズの横の長さ（図中Ｘ）×２（例えば２ｃｍ）以上で、且つ設定ウインドウＳｗの縦の長
さが設定アイコンＳｉの標準表示サイズの縦の長さ（図中Ｙ）×２（例えば２ｃｍ）以上
の場合である。
【０１４４】
　つまり、設定ウインドウＳｗの表示サイズが、設定ウインドウＳｗ内の四隅に設定アイ
コンＳｉを標準表示サイズで重ならないように表示できる大きさ（例えば縦横２ｃｍ以上
の大きさ）の場合である。
【０１４５】
　この条件を満たす範囲であれば、設定ウインドウＳｗの表示サイズを拡大または縮小し
ても、常に、各設定アイコンＳｉは設定ウインドウＳｗの四隅に標準表示サイズで表示さ
れる。
【０１４６】
　これに対して、設定ウインドウＳｗの表示サイズを、設定ウインドウＳｗ内の四隅に設
定アイコンＳｉを標準表示サイズのまま表示すると重なってしまう大きさ（例えば縦２ｃ
ｍ未満もしくは横２ｃｍ未満）にまで縮小した場合、制御部３０は、各設定アイコンＳｉ
の表示サイズを変更する。具体的には、各設定アイコンＳｉが重ならないように各設定ア
イコンＳｉの表示サイズを縮小する。
【０１４７】
　例えば、設定アイコンＳｉの標準表示サイズが縦横１ｃｍに選定されているとする。こ
こで、例えば、図１７に示すように、縦横２ｃｍ以上の表示サイズであった設定ウインド
ウＳｗの縦の長さを１．６ｃｍに縮小すると、制御部３０は、各設定アイコンＳｉの縦の
長さを１．６／２＝０．８ｃｍに縮小する。この結果、縦の長さが縮小された設定ウイン
ドウＳｗ内でも、各設定アイコンＳｉが重ならないように表示される。
【０１４８】
　また、この場合、各設定アイコンＳｉの縦の長さを、縮小された設定ウインドウＳｗの
縦の長さの１／２とすることで、左上隅の設定アイコンＳｉ１の下辺と左下隅の設定アイ
コンＳｉ３の上辺とが接するとともに、右上隅の設定アイコンＳｉ２の下辺と右下隅の設
定アイコンＳｉ４の上辺とが接するように、各設定アイコンＳｉ１～Ｓｉ４が表示される
。
【０１４９】
　さらに、例えば、図１８に示すように、この設定ウインドウＳｗの横の長さを１．４ｃ
ｍに縮小すると、制御部３０は、各設定アイコンＳｉの横の長さを１．４／２＝０．７ｃ
ｍに縮小する。この結果、縦の長さにくわえて横の長さが縮小された設定ウインドウＳｗ
内でも、各設定アイコンＳｉが重ならないように表示される。
【０１５０】
　この場合、各設定アイコンＳｉの横の長さを、縮小された設定ウインドウＳｗの横の長
さの１／２とすることで、左上隅の設定アイコンＳｉ１の右辺と右上隅の設定アイコンＳ
ｉ２の左辺とが接するとともに、左下隅の設定アイコンＳｉ３の右辺と右下隅の設定アイ
コンＳｉ４の左辺とが接するように、各設定アイコンＳｉ１～Ｓｉ４が表示される。
【０１５１】
　このように、各設定アイコンＳｉの表示サイズを縮小する場合には、重ならず、且つで
きる限り大きな表示サイズで表示するようになされている。
【０１５２】
　このようにして、制御部３０は、設定ウインドウＳｗ内の各設定アイコンＳｉの表示サ
イズを変更するようになされている。
【０１５３】
　なお、設定ウインドウＳｗの表示サイズには、最小表示サイズが設定され、この最小表
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示サイズより小さくすることはできない。この最小表示サイズは、例えば、標準表示サイ
ズの設定アイコンＳｉ１個分（例えば縦横１ｃｍ）の大きさに選定されている。
【０１５４】
　実際上、設定ウインドウＳｗがこの最小表示サイズで表示されている場合、この設定ウ
インドウＳｗ内の各設定アイコンＳｉは、図１９示すように、それぞれ面積が標準表示サ
イズの１／４の表示サイズ（例えば縦横０．５ｃｍ）で表示される。この場合、ちょうど
設定ウインドウＳｗが４つの設定アイコンＳｉ１～Ｓｉ４で等分された状態となる。また
このときの設定アイコンＳｉの表示サイズ（つまり面積が標準表示サイズの１／４の表示
サイズ）が設定アイコンＳｉの最小表示サイズともなる。これら設定ウインドウＳｗの最
小表示サイズ及び設定アイコンＳｉの最小表示サイズは、少なくとも設定アイコンＳｉの
表示部分を人の指で触れることができる程度の大きさに選定されている。
【０１５５】
　このように、制御部３０は、設定ウインドウＳｗ内の各設定アイコンＳｉが重ならない
範囲であれば、設定ウインドウＳｗの表示サイズを縮小しても、各設定アイコンＳｉの表
示サイズを標準表示サイズから変えず、それ以上設定ウインドウＳｗの表示サイズを縮小
した場合にだけ、各設定アイコンＳｉが重ならないように各設定アイコンＳｉの表示サイ
ズを縮小するようにした。
【０１５６】
　こうすることで、制御部３０は、極力各設定アイコンＳｉをタッチパネルで操作し易い
標準表示サイズで表示するようにしつつ、設定ウインドウＳｗの表示サイズを自由に変更
することができる。
【０１５７】
　さらに、このような設定アイコンＳｉの表示サイズの変更は、サイズ変更アイコンＳｉ
４の操作に応じて設定ウインドウＳｉの表示サイズを変更する場合だけでなく、設定ウイ
ンドウＳｗを移動させたときにその一部がウインドウ表示領域５２外となることで設定ウ
インドウＳｗのウインドウ表示領域５２内に表示されている表示部分が変更される場合に
も、同様に実行される。
【０１５８】
　この場合、制御部３０は、サイズ変更アイコンＳｉ４の操作に応じた設定ウインドウＳ
ｗの表示サイズの変更と、移動による設定ウインドウＳｗのウインドウ表示領域５２内に
表示されている部分の変更とを、ともに、設定ウインドウＳｗのウインドウ表示領域５２
内に表示されている表示範囲の変更として、同様に扱うようになされている。
【０１５９】
　具体的には、設定ウインドウＳｗを移動した結果、その一部がウインドウ表示領域５２
外となることで、設定ウインドウＳｗの表示部分が変更された場合に、この表示部分のサ
イズが、この表示部分内の四隅に設定アイコンＳｉを標準表示サイズで重ならないように
表示できる大きさの場合であれば、設定アイコンＳｉを標準表示サイズで表示するように
する。
【０１６０】
　これに対して、設定ウインドウＳｗの表示部分のサイズが、この表示部分内の四隅に設
定アイコンＳｉを標準表示サイズのまま表示すると重なってしまう大きさ（例えば縦２ｃ
ｍ未満もしくは横２ｃｍ未満）になるまで設定ウインドウＳｗを移動した場合、制御部３
０は、図２０に示すように、各設定アイコンＳｉが重ならないように各設定アイコンＳｉ
の表示サイズを縮小する。
【０１６１】
　このように、設定ウインドウＳｗを移動させて設定ウインドウＳｗのウインドウ表示領
域５２内に表示されている部分が変更される場合にも、設定アイコンＳｉの表示サイズが
変更されるようになされている。
【０１６２】
（２－６）アイコン表示サイズ変更処理手順
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　次に、図２１に示すフローチャートを用いて、上述した設定アイコンＳｉの表示サイズ
を変更する処理の手順（これをアイコン表示サイズ変更処理手順とも呼ぶ）ＲＴ１につい
て詳述する。このアイコン表示サイズ変更処理手順ＲＴ１は、主として、制御部３０が、
フラッシュメモリ３１または大容量フラッシュメモリ３２に記憶されているプログラムに
したがって実行する処理の手順である。この処理の手順としては、設定アイコンＳｉの表
示サイズを横方向（Ｘ軸方向）に変更させるときの手順と、縦方向（Ｙ軸方向）に変更さ
せるときの手順とがあるが、基本的な手順は同一であるので、ここでは、横方向（Ｘ軸方
向）に変更させるときの手順について説明する。
【０１６３】
　制御部３０は、セッティングモードに移行すると、このアイコン表示サイズ変更処理手
順ＲＴ１を開始して、ステップＳＰ１に移る。
【０１６４】
　ステップＳＰ１において制御部３０は、設定アイコンＳｉの標準表示サイズの横の長さ
を変数ｂｓにセットするとともに、現在の設定アイコンＳｉの表示サイズの横の長さを変
数ｂｘにセットして、次のステップＳＰ２に移る。ちなみに、設定ウインドウＳｗのウイ
ンドウ表示領域５２内に表示されている範囲の横の長さが、標準表示サイズの横の長さ×
２以上であれば、変数ｂｓ＝変数ｂｘ（つまり現在の設定アイコンＳｉの表示サイズの横
の長さ＝標準表示サイズの横の長さ）である。
【０１６５】
　ステップＳＰ２において制御部３０は、設定ウインドウＳｗのウインドウ表示領域５２
内での表示範囲を変更（つまり、設定ウインドウＳｗの表示サイズを変更、もしくは設定
ウインドウＳｗの移動により設定ウインドウＳｗのウインドウ表示領域５２内に表示され
ている表示部分を変更）する操作が行われるまで待ち受ける。
【０１６６】
　そして、この操作が行われたことを認識すると、制御部３０は、ステップＳＰ３に移る
。ステップＳＰ３において制御部３０は、変更後の設定ウインドウＳｗのウインドウ表示
領域５２内での表示範囲の横の長さを変数ｗｘにセットして、次のステップＳＰ４に移る
。
【０１６７】
　ステップＳＰ４において制御部４０は、変数ｗｘが変数ｂｓ×２より小さいかどうかを
判別する。このステップＳＰ４で否定結果を得ると、このことは、変数ｗｘが変数ｂｓ×
２以上であること、すなわち、変更後の設定ウインドウＳｗのウインドウ表示領域５２内
での表示範囲の横の長さが、設定アイコンＳｉの標準表示サイズの横の長さ×２以上であ
ることを示し、この場合、制御部３０は、設定アイコンＳｉの横の長さを、標準表示サイ
ズの横の長さで表示しても、各設定アイコンＳｉが横方向に重なることはないと判断して
、ステップＳＰ５に移る。
【０１６８】
　ステップＳＰ５において制御部３０は、変数ｂｘに変数ｂｓを代入して、つまり設定ア
イコンＳｉの横の長さを標準表示サイズの横の長さに設定して、再びステップＳＰ１に戻
る。
【０１６９】
　これに対して、上述のステップＳＰ４で肯定結果を得ると、このことは、変数ｗｘが変
数ｂｓ×２より小さいこと、すなわち、変更後の設定ウインドウＳｗのウインドウ表示領
域５２内での表示範囲の横の長さが、設定アイコンＳｉの標準表示サイズの横の長さ×２
未満であることを示し、この場合、制御部３０は、各設定アイコンＳｉを横方向に重なら
ないよう表示するには、各設定アイコンＳｉの横の長さを標準表示サイズの横の長さより
も小さくしなければならないと判断して、ステップＳＰ６に移る。
【０１７０】
　ステップＳＰ６において制御部３０は、変数ｂｘに変数ｗｘ／２を代入して、つまり設
定アイコンＳｉの横の長さを、変更後の設定ウインドウＳｗのウインドウ表示領域５２内
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での表示範囲の横の長さ／２に設定して、再びステップＳＰ１に戻る。
【０１７１】
　以降、制御部３０は、セッティングモードを抜けるまで、上述のステップＳＰ１～ＳＰ
６の処理を繰り返す。
【０１７２】
　このようなアイコン表示サイズ変更処理手順ＲＴ１にしたがって、制御部３０は、設定
アイコンＳｉの表示サイズを変更（この手順ＲＴ１では横方向に変更）するようになされ
ている。
【０１７３】
　ちなみに、設定アイコンＳｉの表示サイズを縦方向に変更する場合には、上述のアイコ
ン表示設定処理手順ＲＴ１のステップＳＰ１で、設定アイコンＳｉの標準表示サイズの縦
の長さを変数ｂｓにセットするとともに、現在の設定アイコンＳｉの表示サイズの縦の長
さを変数ｂｘの代わりである変数ｂｙにセットし、ステップＳＰ３で、変更後の設定ウイ
ンドウＳｗのウインドウ表示領域５２内での表示範囲の縦の長さを変数ｗｘの代わりであ
る変数ｗｙにセットすればよい。
【０１７４】
　このような設定アイコンＳｉの表示サイズを縦方向に変更するときの手順は、横方向に
変更するときの手順と同時に、もしくは順に実行される。
【０１７５】
（２－７）動作及び効果
　以上の構成において、情報通信端末１０は、ＧＵＩ画面５０のウインドウ表示領域５２
に、四隅に設定アイコンＳｉが配された設定ウインドウＳｗを表示する。
【０１７６】
　ここで、この設定ウインドウＳｗのウインドウ表示領域５２内での表示範囲が、この表
示範囲の四隅に設定アイコンＳｉを標準表示サイズで重ならないように表示できる大きさ
であるならば、情報通信端末１０は、常に、各設定アイコンＳｉをこの表示範囲内に標準
表示サイズで表示する。
【０１７７】
　これに対して、設定ウインドウＳｗのウインドウ表示領域５２内での表示範囲を、この
表示範囲内の四隅に設定アイコンＳｉを標準表示サイズのまま表示すると重なってしまう
大きさにまで縮小した場合、情報通信端末１０は、各設定アイコンＳｉが重ならないよう
に各設定アイコンＳｉの表示サイズを縮小する。
【０１７８】
　この場合、情報通信端末１０は、各設定アイコンＳｉが重ならず、且つ縮小する方向で
接するようにその表示サイズを縮小するようにして、できる限り標準表示サイズに近い大
きさで且つ重ならないように各設定アイコンＳｉを表示する。
【０１７９】
　こうすることで、情報通信端末１０は、極力各設定アイコンＳｉをタッチパネルで操作
し易い標準表示サイズで表示しつつ、設定ウインドウＳｗの表示サイズを自由に変更する
ことができるＧＵＩをユーザに提供することができる。
【０１８０】
　また、情報通信端末１０は、セッティングモードのときだけ、アプリケーションウイン
ドウＡｗ上に、各アプリケーションウインドウＡｗに対して共通な設定を行うための設定
アイコンＳｉが配された設定ウインドウＳｗを表示するようにしたことにより、アプリケ
ーションウインドウＡｗ内に設定アイコンＳｉを配さずに済み、この結果、アプリケーシ
ョンウインドウＡｗの表示領域の全てを個々のアプリケーションプログラムで有効利用す
ることができる。
【０１８１】
　以上の構成によれば、情報通信端末１０では、標準表示サイズの各設定アイコンＳｉが
重ならない範囲であれば、設定ウインドウＳｗの表示範囲を小さくしても、各設定アイコ
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ンＳｉの表示サイズを変えず、それ以上設定ウインドウＳｗの表示範囲を小さくする場合
に限り、各設定アイコンＳｉが重ならないように各設定アイコンＳｉの表示サイズを小さ
くするようにしたことにより、極力各設定アイコンＳｉの表示サイズを標準表示サイズか
ら変えずに、設定ウインドウＳｗの表示範囲を自由に変更することができ、かくして設定
ウインドウＳｗ内の設定アイコンＳｉに対する操作性を極力低下させることなく、設定ウ
インドウＳｗに対するウインドウ操作の自由度を高めることができる。
【０１８２】
（３）第３の実施の形態
　次に、上述した第１の実施の形態の具体例である第３の実施の形態について説明する。
この第３の実施の形態は、各設定アイコンＳｉに重要度を設け、例えば、２つの設定アイ
コンＳｉが重なると判断した場合に、これらのうちの重要度の高い方（つまり表示サイズ
を変更する優先度が低い方）の表示サイズはそのままに、重要度の低い方（つまり表示サ
イズを変更する優先度が高い方）の表示サイズを変更するようになされている。
【０１８３】
　すなわち、この第３の実施の形態では、設定アイコンＳｉの表示サイズの変更方法が第
２の実施の形態と異なる実施の形態であり、それ以外の部分である情報通信端末１０の構
成などについては、第２の実施の形態と同様とする。ゆえに、ここでは、アイコン表示サ
イズ変更処理手順を中心に説明する。
【０１８４】
　図２２に示すフローチャートを用いて、第３の実施の形態によるアイコン表示サイズ変
更処理手順ＲＴ２について詳述する。このアイコン表示サイズ変更処理手順ＲＴ２は、主
として、制御部３０が、フラッシュメモリ３１または大容量フラッシュメモリ３２に記憶
されているプログラムにしたがって実行する処理の手順である。この処理の手順としては
、設定アイコンＳｉの表示サイズを横方向（Ｘ軸方向）に変更させるときの手順と、縦方
向（Ｙ軸方向）に変更させるときの手順とがあるが、基本的な手順は同一であるので、こ
こでは、横方向（Ｘ軸方向）に変更させるときの手順について説明する。
【０１８５】
　また、各設定アイコンＳｉ１～Ｓｉ４にはあらかじめ重要度が設定されているとする。
具体的には、設定ウインドウＳｗの表示範囲が縮小されたときに操作される可能性の高い
順、例えば、プロパティアイコンＳｉ３が最も低く、次に閉じるアイコンＳｉ２、移動ア
イコンＳｉ１、そしてサイズ変更アイコンＳｉ４が最も高くなるように重要度が設定され
ているとする。
【０１８６】
　そのうえで、セッティングモードに移行すると、制御部３０は、このアイコン表示サイ
ズ変更処理手順ＲＴ２を開始して、ステップＳＰ１０に移る。
【０１８７】
　ステップＳＰ１０において制御部３０は、設定アイコンＳｉの標準表示サイズの横の長
さを変数ｂｓにセットするとともに、現在の設定アイコンＳｉの表示サイズの横の長さを
変数ｂｘにセットして、次のステップＳＰ１１に移る。ちなみに、設定ウインドウＳｗの
ウインドウ表示領域５２内に表示されている範囲の横の長さが、標準表示サイズの横の長
さ×２以上であれば、変数ｂｓ＝変数ｂｘ（つまり現在の設定アイコンＳｉの表示サイズ
の横の長さ＝標準表示サイズの横の長さ）である。
【０１８８】
　ステップＳＰ１１において制御部３０は、設定ウインドウＳｗのウインドウ表示領域５
２内での表示範囲を変更（つまり、設定ウインドウＳｗの表示サイズを変更、もしくは設
定ウインドウＳｗの移動により設定ウインドウＳｗのウインドウ表示領域５２内に表示さ
れている部分を変更）する操作が行われるまで待ち受ける。
【０１８９】
　そして、この操作が行われたことを認識すると、制御部３０は、ステップＳＰ１２に移
る。ステップＳＰ１２において制御部３０は、変更後の設定ウインドウＳｗのウインドウ
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表示領域５２内での表示範囲の横の長さを変数ｗｘにセットして、次のステップＳＰ１３
に移る。
【０１９０】
　ステップＳＰ１３において制御部４０は、変数ｗｘが変数ｂｓ×２より小さいかどうか
を判別する。このステップＳＰ１３で否定結果を得ると、このことは、変数ｗｘが変数ｂ
ｓ×２以上であること、すなわち、変更後の設定ウインドウＳｗのウインドウ表示領域５
２内での表示範囲の横の長さが、設定アイコンＳｉの標準表示サイズの横の長さ×２以上
であることを示し、この場合、制御部３０は、設定アイコンＳｉの横の長さを、標準表示
サイズの横の長さで表示しても、各設定アイコンＳｉが横方向に重なることはないと判断
して、ステップＳＰ１４に移る。
【０１９１】
　ステップＳＰ１４において制御部３０は、変数ｂｘに変数ｂｓを代入して、つまり設定
アイコンＳｉの横の長さを標準表示サイズの横の長さに設定して、再びステップＳＰ１０
に戻る。
【０１９２】
　これに対して、上述のステップＳＰ１３で肯定結果を得ると、このことは、変数ｗｘが
変数ｂｓ×２より小さいこと、すなわち、変更後の設定ウインドウＳｗのウインドウ表示
領域５２内での表示範囲の横の長さが、設定アイコンＳｉの標準表示サイズの横の長さ×
２未満であることを示し、この場合、制御部３０は、各設定アイコンＳｉを横方向に重な
らないよう表示するには、横方向に隣り合う２つの設定アイコンＳｉ（例えば、移動アイ
コンＳｉ１と閉じるアイコンＳｉ２）のうち、重要度が低い方の設定アイコンＳｉの横の
長さを標準表示サイズの横の長さよりも小さくしなければならないと判断して、ステップ
ＳＰ１５に移る。
【０１９３】
　ステップＳＰ１５において制御部３０は、重要度が高い方の設定アイコンＳｉの横の長
さは標準表示サイズの横の長さ（ｂｓ）のまま変えずに、重要度が低い方の設定アイコン
Ｓｉの横の長さ（ｂｘ）を、変更後の設定ウインドウＳｗのウインドウ表示領域５２内で
の表示範囲の横の長さ（ｗｘ）－重要度の高い方の設定アイコンＳｉの横の長さ（ｂｓ）
に設定して、再びステップＳＰ１０に戻る。
【０１９４】
　以降、制御部３０は、セッティングモードを抜けるまで、上述のステップＳＰ１～ＳＰ
６の処理を繰り返す。
【０１９５】
　このようなアイコン表示サイズ変更処理手順ＲＴ２にしたがって、制御部３０は、設定
アイコンＳｉの表示サイズを変更（この手順ＲＴ２では横方向に変更）するようになされ
ている。
【０１９６】
　ちなみに、設定アイコンＳｉの表示サイズを縦方向に変更する場合には、上述のアイコ
ン表示設定処理手順ＲＴ２のステップＳＰ１０で、設定アイコンＳｉの標準表示サイズの
縦の長さを変数ｂｓにセットするとともに、現在の設定アイコンＳｉの表示サイズの縦の
長さを変数ｂｘの代わりである変数ｂｙにセットし、ステップＳＰ３で、変更後の設定ウ
インドウＳｗのウインドウ表示領域５２内での表示範囲の縦の長さを変数ｗｘの代わりで
ある変数ｗｙにセットし、縦方向に隣り合う２つの設定アイコンＳｉの重要度に基づいて
、どちらか一方の設定アイコンＳｉの表示サイズの縦の長さを変更するようにすればよい
。
【０１９７】
　このような設定アイコンＳｉの表示サイズを縦方向に変更するときの手順は、横方向に
変更するときの手順と同時に、もしくは順に実行される。
【０１９８】
　このように、この第２の実施の形態の情報通信端末１０は、設定ウインドウＳｗの表示
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範囲が、この表示範囲内の四隅に設定アイコンＳｉを標準表示サイズのまま表示すると重
なってしまう大きさにまで縮小した場合に、図２３に示すように、隣り合う２つの設定ア
イコンＳｉのうちの重要度が低い方の設定アイコンＳｉの表示サイズを縮小することで、
隣り合う２つの設定アイコンＳｉを、縮小した設定ウインドウＳｗの表示範囲内に重なら
ないように表示することができる。
【０１９９】
　また、情報通信端末１０は、各設定アイコンＳｉに対して、設定ウインドウＳｗの表示
範囲が縮小されたときに操作される可能性が高いものほど、重要度を高く設定するように
したことで、設定ウインドウＳｗの表示範囲が縮小されたときに操作される可能性が高い
設定アイコンＳｉほど、大きな表示サイズで表示することができる。
【０２００】
　こうすることで、情報通信端末１０は、設定ウインドウＳｗの表示範囲が縮小されたと
きに操作される可能性が高い設定アイコンＳｉを、極力タッチパネルで操作し易い標準表
示サイズで表示するようにしつつ、設定ウインドウＳｗの表示サイズを自由に変更するこ
とができる。
【０２０１】
　ちなみに、設定ウインドウＳｗの表示サイズには、第１の実施の形態と同様の大きさで
なる最小表示サイズが設定されている。実際上、設定ウインドウＳｗがこの最小表示サイ
ズで表示されている場合、この設定ウインドウＳｗ内には、図２４に示すように、最も重
要度が高いサイズ変更アイコンＳｉ４のみが標準表示サイズで表示される。この場合、設
定ウインドウＳｗとサイズ変更アイコンＳｉ４とがほぼ同じ大きさとなる。
【０２０２】
　また、各設定アイコンＳｉの最小表示サイズは、適宜設定されるものとし、例えば、各
設定アイコンＳｉが、表示サイズの変更によりこの最小表示サイズより小さくなってしま
う場合には、非表示にするなどしてもよい。
【０２０３】
（４）他の実施の形態
　なお、上述した第２の実施の形態では、設定ウインドウＳｗをウインドウ表示領域５２
内の所望の方向に移動させた結果、設定ウインドウＳｗの一部がウインドウ表示領域５２
外となる場合には、設定ウインドウＳｗの表示されている部分内に設定アイコンＳｉを再
配置するようにした場合について述べたが、本発明はこれに限らず、例えば、図２５（Ａ
）及び（Ｂ）に示すように、設定ウインドウＳｗの一部がウインドウ表示領域５２外とな
る場合には、設定ウインドウＳｗの全部がウインドウ表示領域５２内となるよう、自動で
設定ウインドウＳｗの位置を調整するようにしてもよい。
【０２０４】
　このようにすれば、設定ウインドウＳｗ内に配された各設定アイコンＳｉを、常に操作
できる。
【０２０５】
　またこれに限らず、設定ウインドウＳｗの一部がウインドウ表示領域５２外となること
で、一部の設定アイコンＳｉが表示されなくなった場合には、重要度の高い設定アイコン
Ｓｉが表示されるよう設定アイコンＳｉを再配置するようにしてもよい。例えば、図２６
（Ａ）に示すように、４つの設定アイコンＳｉ１～Ｓｉ４のうち、重要度が最も低い設定
アイコンＳｉのみが表示されるような状況では、図２６（Ｂ）に示すように、この設定ア
イコンＳｉを、４つの設定アイコンＳｉ１～Ｓｉ４のうちの最も重要度の高い設定アイコ
ンＳｉと置き換える。このようにすれば、少なくとも最も重要度の高い設定アイコンＳｉ
については、常に操作できる。
【０２０６】
　また、上述した第２の実施の形態では、設定ウインドウＳｗの表示範囲の縮小にともな
って、各設定アイコンＳｉの表示サイズを標準表示サイズより小さな表示サイズに変更す
るようにした場合について述べたが、この場合、表示画面上の設定アイコンＳｉがタッチ
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されたと認識される領域（これを認識領域とも呼ぶ）と、設定アイコンＳｉの表示領域と
は同サイズであるから、設定アイコンＳｉの表示サイズの変更によりその表示領域が縮小
されれば、その認識領域も縮小する。
【０２０７】
　このようにして設定アイコンＳｉの認識領域が縮小すると、設定アイコンＳｉに対する
操作性が低下する。そこで、本発明はこれに限らず、認識領域の大きさは変えずに、設定
アイコンＳｉの表示サイズを縮小するようにしてもよい。
【０２０８】
　この場合、例えば、図２７に示すように、設定アイコンＳｉの表示サイズが縮小されて
も、その設定アイコンＳｉの認識領域は、常に標準表示サイズと同じ大きさに維持される
ので、設定アイコンＳｉに対する操作性の低下を防止することができる。ここで、各設定
アイコンＳｉの認識領域は、重ならないよう配される必要があり、例えば、設定アイコン
Ｓｉの表示領域を含んで、この表示領域から設定ウインドウＳｗの枠外にはみ出るように
配される。
【０２０９】
　さらに、これに限らず、例えば、図２８に示すように、設定アイコンＳｉの認識領域が
タッチされた場合にだけ、その設定アイコンＳｉの表示サイズを拡大するようにしてもよ
い。このようにすれば、どの設定アイコンＳｉがタッチされているのかを、ユーザに対し
て容易に認識させることができる。
【０２１０】
　さらに、上述した第２の実施の形態では、設定ウインドウＳｗの表示範囲を縮小した場
合に、必要に応じて、設定アイコンＳｉが重ならないように表示サイズを縮小するように
した場合について述べたが、本発明はこれに限らず、例えば、設定アイコンＳｉの表示サ
イズが、所定の表示サイズ以下になった場合に、隣り合う２つの設定アイコンＳｉのうち
の重要度が低い方に割り当てられている命令を、重要度が高い方に割り当てられている命
令に置き換えるようにしてもよい。この場合、設定アイコンＳｉのマークも、命令の置き
換えに応じて変更されるようにしてもよい。ちなみに、この重要度は、例えば、第３の実
施の形態での重要度と同義である。
【０２１１】
　具体的には、例えば、図２９に示すように、設定アイコンＳｉの横の長さが所定値以下
（例えば標準表示サイズの横の長さ以下）になった場合に、横方向に隣り合う２つの設定
アイコンＳｉのうちの重要度が低い方に割り当てられている命令を、重要度が高い方に割
り当てられている命令に置き換える。この結果、横方向に隣り合う２つの設定アイコンＳ
ｉが、ともに同じ命令が割り当てられたものとなる。
【０２１２】
　こうすることで、重要度が低い方の設定アイコンＳｉに割り当てられていた命令は入力
できなくなるものの、重要度が高い方の設定アイコンＳｉに割り当てられていた命令は、
その入力範囲が、設定アイコンＳｉ２つ分に大きくなることにより、入力し易くなる。
【０２１３】
　そして、最終的に、４つの設定アイコンＳｉ１～Ｓｉ４の全てが最小表示サイズで表示
されるときには、図３０に示すように、設定ウインドウＳｗ内の４つの設定アイコンＳｉ
１～Ｓｉ４の全てに、最も重要度の高い命令（この場合、サイズ変更命令）が割り当てら
れることになる。この場合、設定ウインドウＳｗ内に、最も重要度の高い命令が割り当て
られた１つの設定アイコンＳｉが表示されていることと同じこととなる。このような命令
の置き換えは、第３の実施の形態に適用してもよい。
【０２１４】
　さらに、上述した第２及び第３の実施の形態では、タッチパネル１６での操作を前提に
して、設定アイコンＳｉの標準表示サイズが、設定アイコンＳｉの表示部分を人の指で十
分容易に触れることができる程度の大きさに選定されている場合について述べたが、本発
明はこれに限らず、例えば、入力デバイスや、画面サイズ、使用用途などに応じて、適宜
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標準表示サイズを選定するようにしてもよい。
【０２１５】
　同様に、設定ウインドウＳｗ及び設定アイコンＳｉの最小表示サイズについても、適宜
選定するようにしてもよい。
【０２１６】
　さらに、上述した第３の実施の形態では、各設定アイコンＳｉ１～Ｓｉ４に対して、操
作される可能性の高いものほど重要度を高く設定し、この重要度に基づいて表示サイズを
変更するようにした場合について述べたが、本発明はこれに限らず、例えば、ユーザが、
各設定アイコンＳｉ１～Ｓｉ４に対して重要度を自由に設定できるようにしてもよいし、
この他種々の条件のもとに重要度を設定するようにしてもよい。
【０２１７】
　さらに、上述した第２及び第３の実施の形態では、設定ウインドウＳｗの四隅に、計４
個の設定アイコンＳｉを配するようにした場合について述べたが、本発明はこれに限らず
、設定ウインドウＳｗの所定位置に、少なくとも２個以上の設定アイコンＳｉが配されて
いればよい。また、設定アイコンＳｉに割り当てられている命令についても、上述した第
２及び第３の実施の形態とは別の命令を割り当てるようにしてもよい。
【０２１８】
　さらに、上述した第２及び第３の実施の形態では、各設定アイコンＳｉの表示サイズを
各設定アイコンＳｉが重ならないように縮小するようにした場合について述べたが、本発
明はこれに限らず、設定アイコンＳｉ同士の間隔が所定値（例えば５ｍｍ）以下にならな
いように、各設定アイコンＳｉの表示サイズを縮小するようにしてもよいし、設定ウイン
ドウＳｗの表示範囲が所定値（例えば縦横２．５ｃｍ）以下になった場合に、設定アイコ
ンＳｉの表示サイズを縮小するようにしてもよい。
【０２１９】
　さらに、上述した第２及び第３の実施の形態では、マルチウインドウ方式のＧＵＩ画面
５０に本発明を適用した場合について述べたが、本発明はこれに限らず、少なくとも１以
上のウインドウにアイコンが２個以上表示されるようなＧＵＩであれば、この他種々のＧ
ＵＩに本発明を適用するようにしてもよい。また、アプリケーションウインドウＡｗに重
ねて表示される設定ウインドウＳｗに本発明を適用したが、少なくとも２個以上のアイコ
ンが配されたウインドウであれば、この他種々のウインドウに適用してもよい。また、セ
ッティングモード時に、アプリケーションウインドウＡｗ上に重ねて設定ウインドウＳｗ
を表示するようにしたが、あらかじめアプリケーションウインドウＡｗ上に設定アイコン
Ｓｉが配されていてもよいし、セッティングモード時に、アプリケーションウインドウＡ
ｗ上に設定アイコンＳｉが表示されるようになされていてもよい。
【０２２０】
　さらに、上述した第２及び第３の実施の形態では、アイコン表示サイズ変更処理を実行
するためのプログラムを、フラッシュメモリ３１または大容量フラッシュメモリ３２にあ
らかじめ記憶しておくようにした場合について述べたが、本発明はこれに限らず、このプ
ログラムを、リムーバブルメディア３９に記録しておき、このプログラムを情報通信端末
１０が、ドライブテ３８を介してリムーバブルメディア３９から読み出し、フラッシュメ
モリ３１または大容量フラッシュメモリ３２にインストールするようにしてもよいし、こ
のプログラムを、無線通信部３５を介してダウンロードして、フラッシュメモリ３１また
は大容量フラッシュメモリ３２にインストールするようにしてもよい。
【０２２１】
　さらに、上述した第２及び第３の実施の形態では、主として、表示制御部、命令割当部
及び優先度設定部としての制御部３０と、命令入力部としてのタッチパネル１６とにより
、情報処理装置としての情報通信端末１０を構成するようにした場合について述べたが、
本発明はこれに限らず、同様の機能を有していれば、この他種々の構成でもよい。例えば
、上述した第２の実施の形態では、情報通信端末１０に、表示制御部、命令割当部及び優
先度設定部としての機能を担う制御部３０を設けるようにしたが、この制御部３０に代え
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て、表示制御部、命令割当部及び優先度設定部のそれぞれの機能を別々に担うハードウェ
アを設けるようにしてもよい。また、命令入力部についても、タッチパネル１６に代えて
、マウスなどを用いるようにしてもよい。
【０２２２】
　また、本発明は、携帯型の情報通信端末１０に限らず、パーソナルコンピュータやゲー
ム機など、この他種々の情報処理装置に広く適用することができる。
【０２２３】
　さらに、本発明は、上述した第１乃至第３の実施の形態及びここまで説明した他の実施
の形態に限定されるものではなく、これら第１乃至第３の実施の形態及びここまで説明し
た他の実施の形態の一部または全部を任意に組み合わせた形態、もしくは一部を抽出した
形態にもその適用範囲が及ぶものとする。
【産業上の利用可能性】
【０２２４】
　本発明は、ウインドウ方式のＧＵＩを有する情報処理装置で広く利用することができる
。
【図面の簡単な説明】
【０２２５】
【図１】第１の実施の形態による情報処理装置の機能構成を示す機能ブロック図である。
【図２】第２の実施の形態による携帯型の情報通信端末の外観構成を示す略線図である。
【図３】一端側パネル被覆部分及び他端側パネル被覆部分の構成を示す略線図である。
【図４】上側筐体の側面の構成を示す略線図である。
【図５】情報通信端末の回路構成を示すハードウェアブロック図である。
【図６】ＧＵＩ画面の構成（１）を示す略線図である。
【図７】ＧＵＩ画面の構成（２）を示す略線図である。
【図８】ＧＵＩ画面の構成（３）を示す略線図である。
【図９】設定ウインドウの移動を示す略線図である。
【図１０】設定ウインドウの消去を示す略線図である。
【図１１】プロパティウインドウの表示を示す略線図である。
【図１２】設定ウインドウの表示サイズの変更（１）を示す略線図である。
【図１３】設定ウインドウの表示サイズの変更（２）を示す略線図である。
【図１４】設定アイコンの再配置を示す略線図である。
【図１５】設定ウインドウの最下面への移動を示す略線図である。
【図１６】設定アイコンが標準表示サイズで表示される場合を示す略線図である。
【図１７】設定アイコンの表示サイズの変更（１）を示す略線図である。
【図１８】設定アイコンの表示サイズの変更（２）を示す略線図である。
【図１９】設定アイコンの表示サイズの変更（３）を示す略線図である。
【図２０】設定アイコンの表示サイズの変更（４）を示す略線図である。
【図２１】第２の実施の形態によるアイコン表示サイズ変更処理手順を示すフローチャー
トである。
【図２２】第３の実施の形態によるアイコン表示サイズ変更処理手順を示すフローチャー
トである。
【図２３】第３の実施の形態による設定アイコンの表示サイズの変更を示す略線図である
。
【図２４】設定ウインドウが最小表示サイズの場合を示す略線図である。
【図２５】設定ウインドウの自動位置調整を示す略線図である。
【図２６】設定アイコンの置き換えを示す略線図である。
【図２７】認識領域を変えずに表示サイズを変更する場合を示す略線図である。
【図２８】タッチされた設定アイコンの拡大表示を示す略線図である。
【図２９】設定アイコンの命令の置き換え（１）を示す略線図である。
【図３０】設定アイコンの命令の置き換え（２）を示す略線図である。
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【符号の説明】
【０２２６】
　１……情報処理装置、２、１５……表示部、３……表示制御部、４……命令入力部、５
……命令割当部、６……優先度設定部、１０……情報通信端末、１６……タッチパネル、
３０……制御部、５０……ＧＵＩ画面、Ａｗ……アプリケーションウインドウ、Ｓｉ……
設定アイコン、Ｓｗ……設定ウインドウ。
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