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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　電子機器であって、
　キー入力によって前記電子機器の操作をする操作ボタンと、
　タッチ操作によって前記電子機器の操作をするタッチパネルと、
　前記操作ボタンまたは前記タッチパネルによる操作の少なくともいずれか一方の操作を
契機として、表示デバイスに前記電子機器の操作に関する少なくともひとつの選択肢を含
むメニューを表示する表示制御部とを備え、
　前記表示制御部は、
　前記操作ボタンによる操作を契機として表示するメニューと前記タッチパネルによる操
作を契機として表示するメニューとを、少なくともひとつの共通する選択肢を含めて表示
し、かつ、互いに異なるレイアウトで当該共通する選択肢を配置して表示し、前記操作ボ
タンによる操作を契機として表示するメニューの場合は、各選択肢に対応するアイコンを
配置する際、フォーカス状態であるアイコンをフォーカス状態ではないアイコンよりも目
立つように配置する一方、前記タッチパネルによる操作を契機として表示するメニューの
場合は、各選択肢に対応するアイコンまたは文字列を一覧表示可能にリスト表示すること
を特徴とする電子機器。
【請求項２】
　前記表示制御部は、
　前記操作ボタンによる操作を契機として前記メニューを表示するボタン操作管理部と、
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　前記タッチパネルによる操作を契機として前記メニューを表示するタッチ操作管理部と
を備えることを特徴とする請求項１に記載の電子機器。
【請求項３】
　前記ボタン操作管理部は、前記操作ボタンによるキー入力を契機として、前記表示デバ
イス上に表示する選択肢の配置を変更することを特徴とする請求項２に記載の電子機器。
【請求項４】
　前記タッチ操作管理部は、選択可能な一以上の選択肢を前記表示デバイス上に分散して
表示することを特徴とする請求項２または３に記載の電子機器。
【請求項５】
　前記タッチ操作管理部は、前記タッチパネル上において前記操作ボタンを対応づけた所
定の位置のタッチ操作があった場合、対応する操作ボタンを示すアイコンを前記表示デバ
イス上に表示することを特徴とする請求項２から４のいずれかに記載の電子機器。
【請求項６】
　前記選択肢に関連づけられた前記電子機器の操作を実行する操作処理部をさらに含み、
　前記タッチ操作管理部は、前記操作ボタンによる操作を契機として前記ボタン操作管理
部が表示した選択肢のタッチ操作があった場合、当該選択肢に関連づけられた前記電子機
器の操作を前記操作処理部に実行させることを特徴とする請求項２から５のいずれかに記
載の電子機器。
【請求項７】
　電子機器のプロセッサに実行させるメニュー表示方法であって、
　キー入力によって前記電子機器の操作をする操作ボタンの操作を契機として、表示デバ
イス上に前記電子機器の操作に関する少なくともひとつの選択肢を含むメニューを表示す
るステップと、
　タッチ操作によって前記電子機器の操作をするタッチパネルによる操作を契機として、
前記表示デバイス上に前記電子機器の操作に関する少なくともひとつの選択肢を含むメニ
ューを表示するステップとを含み、
　前記操作ボタンの操作を契機として表示されるメニューと前記タッチ操作を契機として
表示されるメニューとは少なくともひとつの共通する選択肢を含み、かつ、互いに異なる
レイアウトで当該共通する選択肢が配置され、前記操作ボタンによる操作を契機として表
示するメニューの場合は、各選択肢に対応するアイコンを配置する際、フォーカス状態で
あるアイコンをフォーカス状態ではないアイコンよりも目立つように配置する一方、前記
タッチパネルによる操作を契機として表示するメニューの場合は、各選択肢に対応するア
イコンまたは文字列を一覧表示可能にリスト表示することを特徴とするメニュー表示方法
。
【請求項８】
　電子機器にメニュー表示機能を実現させるプログラムであって、当該機能は、
　キー入力によって前記電子機器の操作をする操作ボタンの操作を契機として、表示デバ
イス上に前記電子機器の操作に関する少なくともひとつの選択肢を含むメニューを表示す
る機能と、
　タッチ操作によって前記電子機器の操作をするタッチパネルによる操作を契機として、
前記表示デバイス上に前記電子機器の操作に関する少なくともひとつの選択肢を含むメニ
ューを表示する機能とを含み、
　前記操作ボタンの操作を契機として表示されるメニューと前記タッチ操作を契機として
表示されるメニューとは少なくともひとつの共通する選択肢を含み、かつ、互いに異なる
レイアウトで当該共通する選択肢が配置され、前記操作ボタンによる操作を契機として表
示するメニューの場合は、各選択肢に対応するアイコンを配置する際、フォーカス状態で
あるアイコンをフォーカス状態ではないアイコンよりも目立つように配置する一方、前記
タッチパネルによる操作を契機として表示するメニューの場合は、各選択肢に対応するア
イコンまたは文字列を一覧表示可能にリスト表示することを特徴とするプログラム。
【請求項９】
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　請求項８に記載のプログラムを格納したコンピュータ読み出し可能な記録媒体。
【請求項１０】
　電子機器であって、
　キー入力によって前記電子機器の操作をする操作ボタンと、
　タッチ操作によって前記電子機器の操作をするタッチパネルと、
　前記タッチパネルにおけるタッチ操作の継続時間がタップ操作かプレス操作かを決定す
るために定められたタップ受付時間よりも短い時間の操作に応答するタップ受付アイコン
と、タッチ操作の継続時間が前記タップ受付時間以上の時間の操作に応答するプレス受付
アイコンとを、少なくともアイコンの一部を重ねて表示デバイスに表示する表示制御部と
、
　前記タップ受付アイコンと前記プレス受付アイコンとが重なる領域においてタッチ操作
がなされた場合に、当該タッチ操作の継続時間が前記タップ受付時間よりも短いならば、
前記タップ受付アイコンが操作されたと判定し、当該タッチ操作の継続時間が前記タップ
受付時間以上ならば前記プレス受付アイコンが操作されたと判定するタッチ操作管理部と
を備えることを特徴とする電子機器。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、電子機器およびメニュー表示方法に関する。
【背景技術】
【０００２】
　携帯型のゲーム機やＰＤＡ（Personal Digital Assistant）等の電子機器が普及してい
る。多くの電子機器が通信機能を搭載し、またスマートフォンのように、携帯電話やＰＤ
Ａ等の機能を一つにまとめた多機能型の電子機器も登場している。このような電子機器の
中には、従来の操作ボタンの入力による操作に加え、ユーザにタッチパネルのタッチ操作
を行わせるユーザインタフェースを提供するものも存在する。
【０００３】
　タッチパネルのタッチ操作をする場合、ユーザは、例えばサムネイル表示されたコンテ
ンツ画像を指でタップすることで、そのコンテンツ画像がパネル全面に表示されるユーザ
インタフェースや、パネル表面を指でなぞることで、表示画像をスクロールするユーザイ
ンタフェースなどが一般的である。また近年では、同時にタッチされた複数ポイントの検
出機能をもつマルチタッチスクリーンを備えた電子機器も登場し、ユーザのピンチ操作に
よる電子機器の操作を実現するためのユーザインタフェースも実用化されている。
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　操作ボタンとタッチパネルとの両方のユーザインタフェースを含む電子機器において、
いずれのユーザインタフェースを用いても電子機器の操作が実行できると便利である。一
方で、操作ボタンとタッチパネルとは異なるユーザインタフェースである。このため、ユ
ーザが電子機器を操作ボタンの入力で操作する場合と、タッチパネルの入力で操作する場
合とでは、ユーザが感じる操作感覚が異なり、場合によってはユーザに違和感を与えかね
ない。
【０００５】
　そこで本発明は、操作ボタンによる操作とタッチパネルによる操作との併存時における
ユーザインタフェースの改善技術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】
【０００６】
　上記課題を解決するために、本発明のある態様の電子機器は、キー入力によって前記電
子機器の操作をする操作ボタンと、タッチ操作によって前記電子機器の操作をするタッチ
パネルと、前記操作ボタンまたは前記タッチパネルによる操作の少なくともいずれか一方
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の操作を契機として、表示デバイス上に前記電子機器の操作に関する少なくともひとつの
選択肢を含むメニューを表示する表示制御部とを備える。ここで前記表示制御部は、前記
操作ボタンによる操作を契機として表示するメニューと前記タッチパネルによる操作を契
機として表示するメニューとを、少なくともひとつの共通する選択肢を含めて表示し、か
つ、互いに異なるレイアウトで当該共通する選択肢を配置して表示する。
【０００７】
　本発明の別の態様は、電子機器のプロセッサに実行させるメニュー表示方法である。こ
の方法は、キー入力によって前記電子機器の操作をする操作ボタンの操作を契機として、
表示デバイス上に前記電子機器の操作に関する少なくともひとつの選択肢を含むメニュー
を表示するステップと、タッチ操作によって前記電子機器の操作をするタッチパネルによ
る操作を契機として、前記表示デバイス上に前記電子機器の操作に関する少なくともひと
つの選択肢を含むメニューを表示するステップとを含む。前記操作ボタンの操作を契機と
して表示されるメニューと前記タッチ操作を契機として表示されるメニューとは少なくと
もひとつの共通する選択肢を含み、かつ、互いに異なるレイアウトで当該共通する選択肢
が配置される。
【０００８】
　本発明のさらに別の態様も、電子機器である。この電子機器は、キー入力によって前記
電子機器の操作をする操作ボタンと、タッチ操作によって前記電子機器の操作をするタッ
チパネルと、前記タッチパネルにおけるタッチ操作の継続時間がタップ操作かプレス操作
かを決定するために定められたタップ受付時間よりも短い時間の操作に応答するタップ受
付アイコンと、タッチ操作の継続時間が前記タップ受付時間以上の時間の操作に応答する
プレス受付アイコンとを、少なくともアイコンの一部を重ねて表示デバイスに表示する表
示制御部とを備える。
【０００９】
　なお、以上の構成要素の任意の組み合わせ、本発明の表現を方法、装置、システム、記
録媒体、コンピュータプログラムなどの間で変換したものもまた、本発明の態様として有
効である。
【発明の効果】
【００１０】
　本発明によると、操作ボタンとタッチパネルとの両方で操作可能な電子機器における好
適なユーザインタフェースを提供できる。
【図面の簡単な説明】
【００１１】
【図１】図１（ａ）は電子機器の前面を示す図であり、（図１ｂ）は電子機器の背面を示
す図である。
【図２】図２（ａ）は電子機器の上面を示す図であり、図２（ｂ）は電子機器の下面を示
す図であり、図２（ｃ）は電子機器の左側面を示す図である。
【図３】電子機器の回路構成を示す図である。
【図４】電子機器の機能ブロックを示す図である。
【図５】図５（ａ）－（ｃ）は、実施の形態に係る表示制御部が表示した番組表の一例を
示す図である。
【図６】実施の形態に係る電子機器で実行される画像表示制御処理の流れを示すフローチ
ャートである。
【図７】実施の形態に係る表示制御部が表示した録画番組のリストの一例を示す図である
。
【図８】実施の形態に係るボタン操作管理部が表示した操作メニューの一例を示す図であ
る。
【図９】実施の形態に係るタッチ操作管理部が表示した操作メニューの一例を示す図であ
る。
【図１０】実施の形態に係る電子機器で実行されるメニュー表示処理の流れを示すフロー
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チャートである。
【図１１】実施の形態に係るボタン操作管理部で実行されるメニュー表示処理の流れを示
すフローチャートである。
【図１２】実施の形態に係るタッチ操作管理部で実行されるメニュー表示処理の流れを示
すフローチャートである。
【図１３】実施の形態に係る電子機器が表示するグラフィカルユーザインタフェースの一
例を示す図である。
【図１４】実施の形態に係る電子機器が表示するグラフィカルユーザインタフェースの別
の例を示す図である。
【発明を実施するための形態】
【００１２】
　本発明の実施の形態に係る電子機器は、ユーザが電子機器を操作するためのユーザイン
タフェースとして、操作ボタンとタッチパネルとを有する情報端末装置であり、たとえば
電子機器は携帯型のゲーム機やスマートフォンである。電子機器の電源投入時には電子機
器を統括的に制御するオペレーティングソフトウェアが実行され、ゲームや画像処理、テ
レビチューナを備えたＮＡＳ（Network Attached Storage）のクライアントアプリケーシ
ョン等、種々のアプリケーションプログラムを実行することができる。
【００１３】
　以下、本発明の実施の形態に係る電子機器の外観構成および回路構成を説明する。以下
に示す電子機器は、携帯型のゲーム機であるが、他の種類の携帯型端末装置であってもよ
く、また据置型の端末装置やそのコントローラであってもよい。
【００１４】
［前面部の構成］
　図１（ａ）は、電子機器１０の前面を示す。電子機器１０は、横長の筐体により形成さ
れ、ユーザが把持する左右の領域は、円弧状の外郭を有している。電子機器１０の前面に
は、矩形のタッチパネル５０が設けられる。タッチパネル５０は、表示装置２０と、表示
装置２０の表面を覆う透明な前面タッチパッド２１から構成される。表示装置２０は有機
ＥＬ（Electro-Liminescence）パネルであり、１６：９の画面アスペクト比を有して画像
を表示する。なお表示装置２０は液晶パネルなどの表示手段であってもよい。前面タッチ
パッド２１は、同時にタッチされた複数ポイントの検出機能をもつマルチタッチパッドで
あって、タッチパネル５０はマルチタッチスクリーンとして構成される。
【００１５】
　タッチパネル５０の右側には、菱形の頂点にそれぞれ位置する△ボタン２２ａ、○ボタ
ン２２ｂ、×ボタン２２ｃ、□ボタン２２ｄ（以下、総称する場合には「操作ボタン２２
」とよぶ）が設けられ、タッチパネル５０の左側には、上キー２３ａ、左キー２３ｂ、下
キー２３ｃ、右キー２３ｄ（以下、総称する場合には「方向キー２３」とよぶ）が設けら
れる。ユーザは方向キー２３を操作して、上下左右および斜方の８方向を入力できる。方
向キー２３の下側には左スティック２４ａが設けられ、また操作ボタン２２の下側には右
スティック２４ｂが設けられる。ユーザは左スティック２４ａまたは右スティック２４ｂ
（以下、総称する場合には「アナログスティック２４」とよぶ）を傾動して、方向および
傾動量を入力する。筐体の左右頂部には、Ｌボタン２６ａ、Ｒボタン２６ｂが設けられる
。操作ボタン２２、方向キー２３、アナログスティック２４、Ｌボタン２６ａ、Ｒボタン
２６ｂは、ユーザが操作する操作手段を構成する。
【００１６】
　操作ボタン２２の近傍に、前面カメラ３０が設けられる。左スティック２４ａの左側お
よび右スティック２４ｂの右側には、それぞれ音声を出力する左スピーカ２５ａおよび右
スピーカ２５ｂ（以下、総称する場合には「スピーカ２５」とよぶ）が設けられる。また
左スティック２４ａの下側にＨＯＭＥボタン２７が設けられ、右スティック２４ｂの下側
にＳＴＡＲＴボタン２８およびＳＥＬＥＣＴボタン２９が設けられる。
【００１７】
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［背面部の構成］
　図１（ｂ）は、電子機器１０の背面を示す。電子機器１０の背面には、背面カメラ３１
および背面タッチパッド３２が設けられる。背面タッチパッド３２は、前面タッチパッド
２１と同様に、マルチタッチパッドとして構成される。電子機器１０は、前面および背面
において、２つのカメラおよびタッチパッドを搭載している。
【００１８】
［上面部の構成］
　図２（ａ）は、電子機器１０の上面を示す。既述したように、電子機器１０の上面の左
右端側に、Ｌボタン２６ａ、Ｒボタン２６ｂがそれぞれ設けられる。Ｌボタン２６ａの右
側には電源ボタン３３が設けられ、ユーザは、電源ボタン３３を押下することで、電源を
オンまたはオフする。なお電子機器１０は、操作手段が操作されない時間（無操作時間）
が所定時間続くと、サスペンド状態に遷移する電力制御機能を有している。電子機器１０
がサスペンド状態に入ると、ユーザは電源ボタン３３を押下することで、電子機器１０を
サスペンド状態からアウェイク状態に復帰させることができる。
【００１９】
　ゲームカードスロット３４は、ゲームカードを差し込むための差込口であり、この図で
は、ゲームカードスロット３４がスロットカバーにより覆われている状態が示される。な
おゲームカードスロット３４の近傍に、ゲームカードがアクセスされているときに点滅す
るＬＥＤランプが設けられてもよい。アクセサリ端子３５は、周辺機器（アクセサリ）を
接続するための端子であり、この図ではアクセサリ端子３５が端子カバーにより覆われて
いる状態が示される。アクセサリ端子３５とＲボタン２６ｂの間には、ボリュームを調整
するための－ボタン３６ａと＋ボタン３６ｂが設けられている。
【００２０】
［下面部の構成］
　図２（ｂ）は、電子機器１０の下面を示す。メモリカードスロット３７は、メモリカー
ドを差し込むための差込口であり、この図では、メモリカードスロット３７が、スロット
カバーにより覆われている状態が示される。電子機器１０の下面において、音声入出力端
子３８、マイク３９およびマルチユース端子４０が設けられる。マルチユース端子４０は
ＵＳＢ（Universal Serial Bus）に対応し、ＵＳＢケーブルを介して他の機器と接続でき
る。
【００２１】
［左側面部の構成］
　図２（ｃ）は、電子機器１０の左側面を示す。電子機器１０の左側面には、ＳＩＭカー
ドの差込口であるＳＩＭカードスロット４１が設けられる。
【００２２】
［電子機器の回路構成］
　図３は、電子機器１０の回路構成を示す。各構成はバス９２によって互いに接続されて
いる。無線通信モジュール７１はＩＥＥＥ８０２．１１ｂ／ｇ等の通信規格に準拠した無
線ＬＡＮモジュールによって構成され、ＡＰ２を介して、外部ネットワークに接続する。
なお無線通信モジュール７１は、ブルートゥース（登録商標）プロトコルの通信機能を有
してもよい。携帯電話モジュール７２は、ＩＴＵ（International Telecommunication Un
ion；国際電気通信連合）によって定められたＩＭＴ－２０００（International Mobile 
Telecommunication 2000）規格に準拠した第３世代（3rd Generation）デジタル携帯電話
方式に対応し、携帯電話網４に接続する。ＳＩＭカードスロット４１には、携帯電話の電
話番号を特定するための固有のＩＤ番号が記録されたＳＩＭカード７４が挿入される。Ｓ
ＩＭカード７４がＳＩＭカードスロット４１に挿入されることで、携帯電話モジュール７
２は、携帯電話網４との間で通信可能となる。
【００２３】
　ＣＰＵ（Central Processing Unit）６０は、メインメモリ６４にロードされたプログ
ラムなどを実行する。ＧＰＵ（Graphics Processing Unit）６２は、画像処理に必要な計
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算を実行する。メインメモリ６４は、ＲＡＭ（Random Access Memory）などにより構成さ
れ、ＣＰＵ６０が使用するプログラムやデータなどを記憶する。ストレージ６６は、ＮＡ
ＮＤ型フラッシュメモリ（NAND-type flash memory）などにより構成され、内蔵型の補助
記憶装置として利用される。表示装置２０は、ＣＰＵ６０などにより生成された画像を出
力する。
【００２４】
　モーションセンサ６７は、電子機器１０の動きを検出し、地磁気センサ６８は、３軸方
向の地磁気を検出する。ＧＰＳ制御部６９は、ＧＰＳ衛星からの信号を受信し、現在位置
を算出する。前面カメラ３０および背面カメラ３１は、画像を撮像し、画像データを入力
する。前面カメラ３０および背面カメラ３１は、ＣＭＯＳイメージセンサ（Complementar
y Metal Oxide Semiconductor Image Sensor）によって構成される。
【００２５】
　インタフェース９０において、操作部７０は、電子機器１０における各種操作手段を含
み、具体的には、操作ボタン２２、方向キー２３、アナログスティック２４、Ｌボタン２
６ａ、Ｒボタン２６ｂ、ＨＯＭＥボタン２７、ＳＴＡＲＴボタン２８、ＳＥＬＥＣＴボタ
ン２９、電源ボタン３３、－ボタン３６ａ、＋ボタン３６ｂを含む。前面タッチパッド２
１および背面タッチパッド３２は、マルチタッチパッドであり、前面タッチパッド２１は
、表示装置２０の表面に重ね合わせて配置される。スピーカ２５は、電子機器１０の各機
能により生成される音声を出力し、マイク３９は、電子機器１０の周辺の音声を入力する
。音声入出力端子３８は、外部のマイクからステレオ音声を入力し、外部のヘッドホンな
どへステレオ音声を出力する。
【００２６】
　ゲームカードスロット３４には、ゲームファイルを記録したゲームカード７６が差し込
まれる。ゲームカード７６は、データの書込可能な記録領域を有しており、ゲームカード
スロット３４に装着されると、メディアドライブにより、データの書込／読出が行われる
。メモリカードスロット３７には、メモリカード７８が差し込まれる。メモリカード７８
は、メモリカードスロット３７に装着されると、外付け型の補助記憶装置として利用され
る。マルチユース端子４０は、ＵＳＢ端子として利用でき、ＵＳＢケーブル８０を接続さ
れて、他のＵＳＢ機器とデータの送受信を行う。アクセサリ端子３５には、周辺機器が接
続される。
【００２７】
［ボタン操作とタッチ操作との融合］
　図４は、本発明の実施の形態に係る電子機器１０の機能ブロックを示す。電子機器１０
は、インタフェース９０、表示制御部１００、処理部１１０、および出力部１２０を備え
る。これらの構成は、ハードウエアコンポーネントでいえば、任意のコンピュータのＣＰ
Ｕ、メモリ、メモリにロードされたプログラムなどによって実現されるが、ここではそれ
らの連携によって実現される機能ブロックを描いている。したがって、これらの機能ブロ
ックがハードウエアのみ、ソフトウエアのみ、またはそれらの組合せによっていろいろな
形で実現できることは、当業者には理解されるところである。
【００２８】
　上述したとおり、インタフェース９０は操作ボタン２２やタッチパネル５０を含む。な
お、図４においてはキー入力による電子機器１０の操作をするためのインタフェースとし
て操作ボタン２２のみを図示するが、キー入力操作は操作ボタン２２に限られず、方向キ
ー２３、アナログスティック２４、Ｌボタン２６ａ、Ｒボタン２６ｂ、ＨＯＭＥボタン２
７、ＳＴＡＲＴボタン２８、ＳＥＬＥＣＴボタン２９、電源ボタン３３、－ボタン３６ａ
、＋ボタン３６ｂであってもよい。以下は本明細書においては、キー入力操作のインタフ
ェースの一例として、多くの場合操作ボタン２２を例に説明するが、他のボタンによるキ
ー入力であってもよい。
【００２９】
　上述したように、タッチパネル５０は表示装置２０と表示装置２０の表面を覆う透明な
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前面タッチパッド２１から構成される。このためタッチパネル５０は、電子機器１０の実
行画面の表示領域であるとともに、タッチ操作によって電子機器１０の操作をするための
インタフェースとなる。ここで「電子機器１０の操作」とは、例えば、電子機器１０を統
合的に制御するためのオペレーティングソフトウェアの制御メニューの操作や、電子機器
１０が実行するアプリケーションソフトウェアの操作を含む。アプリケーションソフトウ
ェアの操作としては、例えばゲームアプリケーションにおいて操作対象となるキャラクタ
の操作も含まれる。
【００３０】
　このように、電子機器１０は、電子機器１０の操作を実現するためのユーザインタフェ
ースとして、操作ボタン２２のキー入力とタッチパネル５０のタッチ操作との少なくとも
ふたつの異なるインタフェースを持つ。なお上述したように、実施の形態に係る電子機器
１０は背面タッチパッド３２が設けられている。以下では、タッチ操作としてタッチパネ
ル５０の操作を主に説明するが、実施の形態に係るタッチ操作には背面タッチパッド３２
の操作も含まれる。
【００３１】
　表示制御部１００は、操作ボタン２２またはタッチパネル５０による操作の少なくとも
いずれか一方の操作を契機として、タッチパネル５０上に電子機器１０の操作を実行する
。電子機器１０の操作の具体例として、表示制御部１００は、電子機器１０の操作に関す
る操作メニューを表示する。このため表示制御部１００は、ボタン操作管理部１０２とタ
ッチ操作管理部１０４とを含む。「操作メニュー」としては、例えば上述したオペレーテ
ィングソフトウェアの設定メニューや、テレビや録画ビデオを視聴するためのアプリケー
ションにおける番組表や再生リスト、ゲームアプリケーションにおける選択メニュー等、
電子機器１０が実行してタッチパネル５０上において、ユーザが選択自在となるように表
示するものであればどのようなものでもよい。
【００３２】
　ボタン操作管理部１０２は、操作ボタン２２による操作を契機として、電子機器１０の
操作メニュー等を表示する。これに対し、タッチ操作管理部１０４は、タッチパネル５０
上にあらかじめ定められた所定の位置と操作ボタン２２とを対応づける。タッチ操作管理
部１０４は、タッチパネル５０上の所定の位置のタッチ操作があった場合、その所定の位
置に対応づけられた操作ボタン２２の操作に対応するメニューを表示する。
【００３３】
　処理部１１０は、操作ボタン２２またはタッチパネル５０による操作の少なくともいず
れか一方の操作をもとに、電子機器１０の操作を実行する。このため処理部１１０は、画
像処理部１１２と、操作処理部１１４とを含む。
【００３４】
　操作処理部１１４は、タッチパネル５０上において選択自在に提示された操作メニュー
の選択があった場合、その選択に関連づけられた電子機器１０の操作を実行する。例えば
操作メニューがテレビや録画ビデオを視聴するためのアプリケーションにおける番組表で
ある場合、タッチパネル５０上にテレビ番組が一覧表示される。
【００３５】
　図５（ａ）－（ｃ）は、実施の形態に係る表示制御部１００が表示した番組表の一例を
示す図である。より具体的には、図５（ａ）－（ｃ）は、横軸をテレビ局、縦軸を放送時
間帯として、各テレビ局の各時間帯における番組を配置した番組表である。ここで図５（
ａ）は５つのテレビ局の番組表を表示するレイアウトを図示している。一方、図５（ｂ）
は、図５（ａ）が表示する番組表の５つのテレビ局のうち、３局のみが表示されるレイア
ウトである。図５（ｃ）は、図５（ａ）が表示する番組表から図５（ｂ）が表示する番組
表に至る途中のレイアウトを示す。ここで図５（ｂ）が表示するテレビ局の数は、図５（
ａ）が表示するテレビ局の数より少ない。このため、図５（ｂ）が表示する番組表は、図
５（ａ）が表示すると比較すると、表内の文字や画像等の表示内容が拡大されてタッチパ
ネル５０上に表示される。
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【００３６】
　図５（ａ）－（ｃ）は、それぞれ５つのテレビ局や３つのテレビ局の番組表等を表示す
る例であるが、表示するテレビ局の数はこれに限られず、また操作ボタン２２やタッチパ
ネル５０の操作で自由に変更することができる。また、図５（ａ）－（ｃ）は、８時から
９時までの２時間分の番組表を示すが、表示する時間帯はこれ以上長くても短くてもよい
。ユーザは操作ボタン２２を操作したり、タッチパネルを上下左右にスワイプしたりする
ことで、表示する時間帯やテレビ局を変更することができる。
【００３７】
　ユーザは、タッチパネル５０上に一覧表示された番組の中から所望のテレビ番組を選択
する。例えば操作ボタン２２の操作で番組を選択する場合、ユーザは方向キー２３やアナ
ログスティック２４等を操作して図示しないフォーカス領域を移動させる。これは操作ボ
タン２２の操作の検出を契機として、ボタン操作管理部１０２がフォーカス領域を移動す
ることで実現できる。また「フォーカス領域」とは、操作メニューのどの位置が選択され
ているかを示すインタフェースであり、例えば番組表において選択されている番組をハイ
ライトすることで実現できる。ユーザはフォーカス領域を所望の番組に移動し、決定を指
示する操作ボタン２２を押下することで、番組を選択できる。より具体的には、例えば○
ボタン２２ｂが決定を指示するボタンとしてあらかじめ登録されており、ボタン操作管理
部１０２が○ボタン２２ｂの押下を取得すると、操作処理部１１４が番組表示の操作を実
行する。出力部１２０は、操作処理部１１４の実行結果をタッチパネル５０に出力して表
示する。
【００３８】
　これに対し、ユーザがタッチパネル５０のタッチ操作で番組を選択する場合、ユーザは
タッチパネル５０上に表示された所望の番組をタップする。タッチ操作管理部１０４は、
タッチパネル５０上においてユーザがタップした位置を取得する。タッチ操作管理部１０
４がタップ位置を取得すると、操作処理部１１４はその位置に表示されている番組の表示
の操作を実行する。より具体的には、タッチ操作管理部１０４は、取得した位置に表示さ
れている番組に対して決定を指示するボタンの押下があった場合、ボタン操作管理部１０
２が操作処理部１１４に送信する信号と同様の信号を、操作処理部１１４に送信する。
【００３９】
　処理部１１０は、表示制御部１００を介してユーザから決定を指示する操作以外の操作
も受け付ける。図５（ａ）－（ｃ）に示す番組表を例とすると、決定を指示する操作以外
の操作とは、例えば表示するテレビ局の数を変更する操作である。ユーザは、操作ボタン
２２またはタッチパネル５０による操作の少なくともいずれか一方の操作をすることで、
番組表に表示するテレビ局の数を変更することができる。これを実現するために、処理部
１１０中の画像処理部１１２は、離散画面変更部１１６と、連続画面変更部１１８とを含
む。以下、電子機器１０の実行画面として図５（ａ）－（ｃ）に例示する番組表を例に説
明する。
【００４０】
　操作ボタン２２は、ボタンのオンまたはオフを入力とするインタフェースであり、二値
の入力を基本とする。そこで離散画面変更部１１６は、操作ボタン２２が受け付けたキー
入力毎に、電子機器１０の実行画面である番組表に表示するテレビ局の数を段階的に変更
する。より具体的には、実施の形態に係る電子機器１０は、上述したＬボタン２６ａがテ
レビ局数を減少させる操作に対応づけられており、Ｒボタン２６ｂがテレビ局数を増加さ
せる操作に対応づけられている。
【００４１】
　図５（ａ）に示すように５つのテレビ局の番組表が表示されている状態において、ユー
ザがＬボタン２６ａを押下したとする。離散画面変更部１１６は、ボタン操作管理部１０
２からＬボタン２６ａの押下の通知を取得すると、離散画面変更部１１６は、５つのテレ
ビ局の番組表から図５（ｂ）に示す３つのテレビ局の番組表に変更するためにあらかじめ
定められた拡大率で番組表を拡大する。このとき、離散画面変更部１１６は、Ｌボタン２
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６ａの押下と同時に５つのテレビ局の番組表から３つのテレビ局の番組表に切り替えて表
示してもよいし、５つのテレビ局の番組表から３つのテレビ局の番組表に至るまで番組表
が滑らかに移行するように、拡大率を順次変更しながらアニメーション効果を持たせて番
組表を切り替えてもよい。いずれにしても、最終的に変更される番組表において、一度の
ボタン操作毎にテレビ局の数は段階的に変更される。
【００４２】
　同様に、図５（ｂ）に示すように３つのテレビ局の番組表が表示されている状態におい
て、ユーザがＲボタン２６ｂを押下すると、離散画面変更部１１６は、３つのテレビ局の
番組表から５つのテレビ局の番組表に変更するためにあらかじめ定められた縮小率で番組
表を縮小する。５つのテレビ局の番組表が表示されている状態でユーザがさらにＲボタン
２６ｂを押下すると、離散画面変更部１１６は、５つのテレビ局の番組表から７つのテレ
ビ局の番組表（図示せず）に変更するためにあらかじめ定められた縮小率で番組表をさら
に縮小する。このように、実施の形態に係る離散画面変更部１１６は、ユーザによるＬボ
タン２６ａまたはＲボタン２６ｂの押下の度に、番組表に表示するテレビ局の数を３つ、
５、７つ、および９つと段階的に変化させる。つまり、離散画面変更部１１６が変更可能
な番組表のレイアウトにおけるテレビ局の数は、３つ、５、７つ、または９つのいずれか
である。
【００４３】
　これに対しユーザはタッチパネル５０をピンチイン操作、ピンチアウト操作をすること
でも、番組表のレイアウトを変更できる。ここで「ピンチイン操作」とは、タッチパネル
５０上に２本の指を接触させつつ、ものを掴むかのように接触箇所を近づける動作をいう
。また「ピンチアウト操作」とは、タッチパネル５０上に２本の指を接触させつつ、接触
箇所を遠ざける動作をいう。
【００４４】
　ユーザがタッチパネル５０においてピンチアウト操作をしたとする。このとき、連続画
面変更部１１８は、タッチパネル５０が受け付けたタッチ操作の入力量に応じて、番組表
を拡大する。より具体的には、連続画面変更部１１８は、タッチパネル５０における指と
指との間隔の変化率を番組表の拡大率として、タッチ操作の入力量に追従して番組表を拡
大する。例えば、ユーザが指と指の間隔が２ｃｍから３ｃｍまで広げると、連続画面変更
部１１８は、３ｃｍ／２ｃｍ＝１．５倍の拡大率で番組表を拡大する。同様に、ユーザが
タッチパネル５０においてピンチイン操作をすると、連続画面変更部１１８は、指と指と
の間隔の変化率を番組表の縮小率とし番組表を縮小する。
【００４５】
　図５に示す例では、ユーザは図５（ａ）に示す番組表のレイアウトにおいて、タッチパ
ネル５０の下部中央やや左寄りに表示されている番組Ｇに右手の親指を置き、画面上部中
央やや右寄りに表示されている番組Ｄに人差し指を置いてピンチアウト操作をした。この
結果、番組表のレイアウトは図５（ｂ）に示すレイアウトとなった。すなわち、親指の置
かれた番組Ｇが画面下部左端に表示され、人差し指の置かれた番組Ｄが画面上部右端に表
示されている。このように、連続画面変更部１１８は、ピンチイン操作またはピンチアウ
ト操作の開始時点における接触位置をもとに、表示画面の拡縮やレイアウトの変更を実行
する。また、ユーザがタッチパネル５０上の２カ所に指を接触させ、かつ指と指との間の
間隔を変化させずにドラッグした場合、連続画面変更部１１８は、ドラッグの方向に追従
して番組表をずらし、表示する時間帯や放送局を変更して表示することもできる。この場
合、番組表の拡縮率やレイアウトは変化しない。
【００４６】
　ここで、連続画面変更部１１８は、ユーザがタッチ操作を継続している間はタッチ操作
の入力量に追従して番組表を拡縮する。一方、ユーザのタッチ操作が終了したとき、すな
わちユーザの指がタッチパネル５０から離れたときは、連続画面変更部１１８は、そのと
きの指と指との間隔よらず、離散画面変更部１１６が段階的に変更可能な画面と一致する
まで画面を変更する。つまり、連続画面変更部１１８は、ユーザのタッチ操作が終了した
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とき、そのときの指と指との間隔から定まる拡縮率をもとに、番組表に表示するテレビ局
の数を３つ、５、７つ、または９つの中から選択して番組表を構成する。
【００４７】
　例えば、３つのテレビ局が表示される番組表を５つのテレビ局が表示される番組表に変
更するには、連続画面変更部１１８は番組表を３／５＝０．６倍に縮小する必要がある。
このように、番組表に表示するテレビ局の数を３つ、５、７つ、または９のうちのいずれ
かから、別のテレビ局数に変更するために用いる拡縮率はあらかじめ計算により定めるこ
とができる。そこで、連続画面変更部１１８は、ピッチイン操作またはピッチアウト操作
が終了したときは、離散画面変更部１１６が変更可能な画面とするための拡大率のうち、
そのときの拡縮率と最も近い拡縮率で番組表を拡縮または縮小する。
【００４８】
　ここで、ユーザがピンチイン操作をしている場合、ユーザは番組表を縮小することで表
示するテレビ局の数を増加することを望むと考えられる。そこで連続画面変更部１１８は
、ユーザがピッチイン操作を終了したときは、そのときの拡縮率以下であって、かつ離散
画面変更部１１６が変更可能な画面とするための最大の拡縮率で番組表を拡縮または縮小
する。同様に、ユーザがピンチアウト操作をしている場合、ユーザは番組表を拡大するこ
とで表示するテレビ局の数を減少する意図があると考えられる。そこで連続画面変更部１
１８は、ユーザがピッチアウト操作を終了したときは、そのときの拡縮率以上であって、
かつ前記離散画面変更部が変更可能な画面とするための最小の拡縮率で番組表を拡大また
は縮小する。これにより、最終的に表示される番組表は離散画面変更部１１６が変更可能
な番組表と位置し、かつ、ユーザの意図を反映することが可能となる。
【００４９】
　このように、連続画面変更部１１８は、タッチパネル５０が受け付けたタッチ操作の入
力量に追従して連続的に電子機器１０の実行画面を変更する。このため、連続画面変更部
１１８は、離散画面変更部１１６が番組表に表示するテレビ局の数を段階的に複数回変更
することで到達する画面まで、一度のタッチ操作で変更自在である。これにより、操作ボ
タン２２とは異なり連続的な操作が可能なタッチパネル５０の特性を電子機器１０の実行
画面の変更に反映することが可能となる。
【００５０】
　あるいはまた、連続画面変更部１１８は、ユーザがピンチイン操作やピンチアウト操作
をした場合に、その入力量にかかわらずレイアウトを段階的に変更してもよい。例えば図
５（ａ）に示すようにテレビ局が５局表示されるレイアウトにおいて、ユーザが少しでも
ピンチアウト操作をした場合、図５（ｂ）に示すようなテレビ局が３局表示されるレイア
ウトに変更してもよい。
【００５１】
　いずれにしても、ユーザがピンチイン操作またはピンチアウト操作をすることは、ユー
ザが番組表として表示させるチャンネル数を変更すること、すなわち番組表の内容を変更
することを望んでいると考えられる。そこで連続画面変更部１１８は、ユーザがピンチイ
ン操作やピンチアウト操作をすることを契機として、番組表に表示する表示内容を変更す
る。少なくともこの点において、ピンチイン操作またはピンチアウト操作を契機として連
続画面変更部１１８が実行する番組表変更処理は、単純な拡縮処理とは異なる。
【００５２】
　図６は、実施の形態に係る電子機器１０で実行される画像表示制御処理の流れを示すフ
ローチャートである。本フローチャートにおける処理は、例えば電子機器１０の電源が投
入されたときに開始する。
【００５３】
　表示制御部１００は、ユーザによるインタフェース９０の操作ボタン２２またはタッチ
パネル５０の操作を検出する（Ｓ１０）。検出がない間（Ｓ１２のＮ）、表示制御部１０
０は、操作ボタン２２またはタッチパネル５０の操作の検出を継続する（Ｓ１０）。
【００５４】
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　操作ボタン２２またはタッチパネル５０の操作の検出を検出した場合（Ｓ１２のＹ）、
表示制御部１００は操作の種類を取得する。操作の種類が操作ボタンの場合（Ｓ１４の操
作ボタン）、離散画面変更部１１６は、電子機器１０の実行画面を段階的に変更する（Ｓ
１６）。実行画面を変更すると、ステップＳ１０に戻って上記の処理を継続する。
【００５５】
　操作の種類がタッチ操作の場合（Ｓ１４のタッチパネル）、連続画面変更部１１８は、
タッチ操作に追従して、電子機器１０の実行画面を連続的に変更する（Ｓ１８）。ユーザ
によるタッチ操作が継続している間（Ｓ２０のＮ）、連続画面変更部１１８は、タッチ操
作に追従して電子機器１０の実行画面を連続的に変更することを継続する。ユーザによる
タッチ操作が終了した（Ｓ２０のＹ）、連続画面変更部１１８は、離散画面変更部１１６
が段階的に変更可能な画面と一致するまで画面を変更する（Ｓ２２）。実行画面を変更す
ると、ステップＳ１０に戻って上記の処理を継続する。
【００５６】
［ボタン操作を契機とするＧＵＩとタッチ操作を契機とするＧＵＩ］
　以上、操作ボタン２２のキー入力による段階的な操作で実行画面を変更する場合と、タ
ッチパネル５０での連続的な操作で実行画面を変更する場合とで、同様の操作結果を実現
する原理について説明した。上述したように、操作ボタン２２は、ボタンのオンまたはオ
フを入力とするインタフェースであり、二値の入力を基本とする。一方タッチパネル５０
のタッチ操作は連続的な入力、およびタッチパネル５０上の任意の位置におけるタッチ操
作が可能である。したがって、操作ボタン２２で操作することを前提としたＧＵＩ（Grap
hical User Interface）と、タッチパネル５０のタッチ操作を前提としたＧＵＩとでは、
それぞれの操作に好適なＧＵＩを提供することが好ましい。そこで、以下操作ボタン２２
による操作とタッチパネル５０での操作とで表示するＧＵＩについて説明する。
【００５７】
　図７は、実施の形態に係る表示制御部１００が表示した録画番組のリストの一例を示す
図である。図７に示す例では、録画番組Ａ、Ｂ、Ｃ、およびＤの４つの録画番組が図示さ
れている。ユーザは、操作ボタン２２を操作することで、タッチパネル５０に表示されて
いる録画番組を変更することができる。これは操作ボタン２２の操作を検出することを契
機として、ボタン操作管理部１０２が録画番組を変更することで実現できる。ユーザはま
た、タッチパネル５０をフリックないしスワイプすることで、タッチパネル５０に表示さ
れている録画番組を変更することもできる。これはタッチパネル５０の操作を検出するこ
とを契機として、タッチ操作管理部１０４が録画番組を変更することで実現できる。この
ように、実施の形態に係る電子機器１０は、操作ボタン２２による操作でも、タッチパネ
ル５０のタッチ操作であっても、同様に機能が実現できるように構成されている。
【００５８】
　図８は、実施の形態に係るボタン操作管理部１０２が表示した操作メニューの一例を示
す図である。ユーザは操作ボタン２２を操作してフォーカス領域を移動し、タッチパネル
５０に表示された録画番組のリストの中から所望の録画番組をフォーカス状態にする。図
８においては、フォーカス状態となっている録画番組は録画番組Ｃであり、斜線で示され
る太枠２１２で示されている。しかしながら、フォーカス状態の提示方法は図８に示す例
に限られず、他の要素と識別可能な態様で示されていればどのような方法でもよい。
【００５９】
　ユーザが所望の録画番組をフォーカス状態とした後に、決定を指示する操作ボタン２２
（例えば○ボタン２２ｂ）を押下すして録画番組を選択する。ボタン操作管理部１０２は
、操作ボタン２２による操作を契機として、操作ボタン２２による操作を前提とする操作
メニューを表示する。図８においては、タッチパネル５０の右端に半円状に配置された円
形アイコン２１４ａ～２１４ｇの集合が、ボタン操作管理部１０２が表示した操作メニュ
ーである。操作メニューに含まれる各アイコンは、電子機器１０のそれぞれ異なる操作に
対応している。図８においては、フォーカス状態であるか否かをアイコンの大きさで表現
している。より具体的には、フォーカス状態であるアイコン２１４ｄは、フォーカス状態
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ではないアイコンよりも大きなアイコンで示されている。
【００６０】
　ユーザは操作ボタン２２を操作することでフォーカス状態となっているアイコンを変更
することができ、決定を指示する操作ボタン２２を押下することでそのアイコンを選択す
ることができる。これはボタン操作管理部１０２が、操作ボタン２２によるキー入力を契
機として、タッチパネル５０上に表示する選択肢であるアイコンの配置を変更することで
実現できる。選択されたアイコンに関連づけられた操作は、操作処理部１１４が実行する
。
【００６１】
　このように、操作ボタン２２による操作を契機としてボタン操作管理部１０２が表示す
る操作メニューは、操作ボタン２２による操作を前提として構成されている。すなわち、
フォーカス状態であるアイコンの変更や選択したアイコンの決定等の一連の操作を、操作
ボタン２２で操作しやすいように設計されている。
【００６２】
　ここで、ユーザはタッチパネル５０をフリックないしスワイプすることで、操作メニュ
ーである円形アイコン２１４ａ～２１４ｇの配置を変更することもできる。例えば図８に
おいてユーザがフォーカス状態であるアイコン２１４ｄの左近辺をタッチパネル５０の上
部に向けてスワップすると、円形アイコン２１４ａ～２１４ｇの配置は時計回りに回転す
る。これにより、ユーザは操作ボタン２２を操作しなくても、操作メニューの配置を変更
して表示されていないアイコンを表示させることができる。また、ユーザはタッチパネル
５０上に表示されたアイコンを直接タップすることで、そのアイコンがフォーカス状態で
ない場合であってもアイコンの選択および決定を一度の動作で終了することができる。こ
れはタッチ操作管理部１０４がタッチパネル５０におけるタップ位置を取得し、その位置
のアイコンに対応づけられた操作を操作処理部１１４に実行させることで実現できる。
【００６３】
　図９は、実施の形態に係るタッチ操作管理部１０４が表示した操作メニューの一例を示
す図である。ユーザはタッチパネル５０に表示された録画番組のリストの中から所望の録
画番組を直接タップすることで、その録画番組を選択する。図９においては、選択された
録画番組は録画番組Ｃであり、斜線で示される太枠２１６で示されている。
【００６４】
　タッチ操作管理部１０４は、録画番組のリストの中からタッチ操作によって録画番組が
選択されることを契機として、タッチパネル５０のタッチ操作を前提とする操作メニュー
を表示する。すなわち、タッチ操作管理部１０４は、タッチパネル５０上に表示された録
画番組リスト中の各録画番組の表示位置と、決定を指示する操作ボタン２２（例えば○ボ
タン２２ｂ）とを対応付け、各録画番組の表示位置のタッチ操作があった場合にその操作
ボタン２２の操作に対応するメニューの表示や操作を実行する。
【００６５】
　ここでタッチ操作管理部１０４は、録画番組のリストの中からタッチ操作によって録画
番組が選択されることを契機として、タッチパネル５０上に決定を指示する操作ボタン２
２を示すアイコンを表示してもよい。これにより、操作ボタン２２による操作に慣れたユ
ーザに対して、どの操作が実行されるかを示すことが可能となる。
【００６６】
　図９においては、タッチパネル５０の右端にリスト状に配置された矩形アイコンおよび
文字列２１８ａ～２１８ｅの集合が、操作メニューである。操作メニューに含まれる各ア
イコンおよび文字列２１８ａ～２１８ｅは、電子機器１０のそれぞれ異なる操作に対応し
ている。ユーザはタッチ操作管理部１０４がタッチパネル５０に表示した操作メニューに
含まれる各アイコンおよび文字列２１８ａ～２１８ｅを直接タップすることで、そのアイ
コンに対応づけられた操作を実行することができる。
【００６７】
　このように、タッチパネル５０のタッチ操作を契機としてタッチ操作管理部１０４が表
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示する操作メニューは、タッチ操作による操作を前提として構成されている。ユーザはタ
ッチパネルの任意の位置をタッチ操作することができるので、タッチ操作管理部１０４は
、選択可能な一以上の選択肢であるアイコンおよび文字列をタッチパネル５０上に分散し
て表示する。ユーザは複数の選択肢を一見して把握することができ、また一度のタッチ操
作で複数の選択肢の中からひとつの選択肢を選択することができる。
【００６８】
　ここでタッチ操作管理部１０４がタッチ操作による操作を前提として構成された操作メ
ニューをタッチパネル５０に表示している際に、ユーザが操作ボタン２２のいずれかのボ
タンを操作したとする。このときボタン操作管理部１０２は、操作ボタン２２の操作の検
出を契機として、タッチ操作による操作を前提として構成された操作メニュー上にフォー
カル領域を表示するようにしてもよい。図９においては、ボタン操作管理部１０２が表示
したフォーカル領域は、斜線で示される太枠２２０で示されている。ひとたびフォーカス
領域が表示されると、ユーザは操作ボタン２２を操作することでフォーカス状態となって
いるアイコンを変更することができ、決定を指示する操作ボタン２２を押下することでそ
のアイコンを選択することができる。これはボタン操作管理部１０２が、操作ボタン２２
によるキー入力を契機として、タッチパネル５０上に表示する選択肢であるアイコンの配
置を変更することで実現できる。
【００６９】
　図８および図９を用いて例示するように、操作ボタン２２による操作を契機としてボタ
ン操作管理部１０２が表示する操作メニューと、タッチパネル５０のタッチ操作を契機と
してタッチ操作管理部１０４が表示する操作メニューとは、少なくともひとつの共通する
選択肢を含む。しかしながら、ボタン操作管理部１０２が表示する操作メニューとタッチ
操作管理部１０４が表示する操作メニューとは、互いに異なるレイアウトを用いて共通す
る選択肢が配置される。これにより、操作の種類に応じた好適なレイアウトで電子機器１
０の操作メニューを表示することができる。
【００７０】
　一方で、本実施の形態に係る電子機器１０は、操作ボタン２２による操作とタッチパネ
ル５０のタッチ操作とにかかわらず、同様の操作が実現できるように構成されている。し
たがって、操作ボタン２２による操作を契機として呼び出された操作メニューであっても
、タッチパネル５０上に表示されたアイコンをタップすることで、そのアイコンに連づけ
られた操作を実行することができる。同様に、タッチパネル５０のタッチ操作を契機とし
て呼び出された操作メニューであっても、操作ボタン２２を操作することでフォーカス領
域を移動して選択することができる。
【００７１】
　図１０は、実施の形態に係る電子機器１０で実行されるメニュー表示処理の流れを示す
フローチャートである。本フローチャートにおける処理は、例えば電子機器１０の電源が
投入されたときに開始する。
【００７２】
　表示制御部１００は、ユーザによるインタフェース９０の操作ボタン２２またはタッチ
パネル５０の操作を検出する（Ｓ３０）。検出がない間（Ｓ３２のＮ）、表示制御部１０
０は、操作ボタン２２またはタッチパネル５０の操作の検出を継続する。
【００７３】
　操作ボタン２２またはタッチパネル５０の操作の検出を検出した場合（Ｓ３２のＹ）、
表示制御部１００は操作の種類を取得する。操作の種類が操作ボタンの場合（Ｓ３４の操
作ボタン）、ボタン操作管理部１０２は、タッチパネル５０上にボタン操作を契機とする
操作メニューを表示する（Ｓ３６）。操作の種類がタッチ操作の場合（Ｓ３４のタッチパ
ネル）、タッチ操作管理部１０４は、タッチパネル５０上にタッチ操作を契機とする操作
メニューを表示する（Ｓ３８）。操作処理部１１４は、選択された操作メニューに対応す
る操作を実行する（Ｓ４０）。操作処理部１１４が操作を実行すると、ステップＳ３０に
戻って上記の処理を継続する。
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【００７４】
　図１１は、実施の形態に係るボタン操作管理部１０２で実行されるメニュー表示処理の
流れを示すフローチャートであり、図１０におけるステップＳ３６を詳細に説明する図で
ある。
【００７５】
　ボタン操作管理部１０２は、ユーザが押下した操作ボタン２２の種類を取得する（Ｓ５
０）。ボタン操作管理部１０２は、取得した操作ボタン２２の種類に応じた操作メニュー
をタッチパネル５０上に表示する（Ｓ５２）。あらかじめ異なる操作ボタン２２にことな
る操作メニューを対応づけておくことで、種々の操作メニューを１回の押下動作で表示す
ることが可能となる。
【００７６】
　表示制御部１００は、ユーザによるインタフェース９０の操作ボタン２２またはタッチ
パネル５０の操作を検出する（Ｓ５４）。検出がない間（Ｓ５６のＮ）、表示制御部１０
０は、ステップＳ５４に戻って操作ボタン２２またはタッチパネル５０の操作の検出を継
続する。
【００７７】
　操作ボタン２２またはタッチパネル５０の操作の検出を検出した場合（Ｓ５６のＹ）、
表示制御部１００は操作の種類を取得する。操作の種類が操作ボタンの場合（Ｓ５８の操
作ボタン）、ボタン操作管理部１０２は、タッチパネル５０上に表示された選択肢である
アイコンの配置を変更する（Ｓ６０）。操作の種類がタッチ操作の場合（Ｓ５８のタッチ
パネル）、タッチ操作管理部１０４は、タッチパネル５０上におけるタッチ位置を取得す
る（Ｓ６２）。タッチ位置に表示されているアイコンに対応づけられた操作が、ユーザが
選択する操作となる。
【００７８】
　図１２は、実施の形態に係るタッチ操作管理部１０４で実行されるメニュー表示処理の
流れを示すフローチャートであり、図１０におけるステップＳ３８を詳細に説明する図で
ある。
【００７９】
　タッチ操作管理部１０４は、タッチパネル５０上でユーザがタッチされた位置を取得す
る（Ｓ７０）。タッチ操作管理部１０４は、タッチされた位置に対応する操作ボタン２２
を示すアイコンを捧持する（Ｓ７２）。タッチ操作管理部１０４はまた、そのタッチ操作
を契機とする操作メニューを表示する（Ｓ７４）。
【００８０】
　表示制御部１００は、ユーザによるインタフェース９０の操作ボタン２２またはタッチ
パネル５０の操作を検出する（Ｓ７６）。検出がない間（Ｓ７８のＮ）、表示制御部１０
０は、ステップＳ７６に戻って操作ボタン２２またはタッチパネル５０の操作の検出を継
続する。
【００８１】
　操作ボタン２２またはタッチパネル５０の操作の検出を検出した場合（Ｓ７８のＹ）、
表示制御部１００は操作の種類を取得する。操作の種類が操作ボタンの場合（Ｓ８０の操
作ボタン）、ボタン操作管理部１０２は、タッチパネル５０上にフォーカス領域を表示す
るか、あるいは既にフォーカス領域が表示されている場合にはそのフォーカル位置を変更
する（Ｓ８２）。操作の種類がタッチ操作の場合（Ｓ８０のタッチパネル）、タッチ操作
管理部１０４はタッチパネル５０上におけるタッチ位置を取得する（Ｓ８０）。タッチ位
置に表示されているアイコンに対応づけられた操作が、ユーザが選択する操作となる。
【００８２】
［タッチ操作のためのＧＵＩ］
　以上、操作ボタン２２による操作とタッチパネル５０での操作とで表示するＧＵＩにつ
いて説明した。次に、タッチパネル５０におけるタッチ操作に特有のＧＵＩについて説明
する。
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【００８３】
　図１３は、実施の形態に係る電子機器１０が表示するＧＵＩの一例を示す図である。図
１３に示す例は、図７に示す録画番組のリストにおいてユーザが録画番組Ｏを削除する操
作をしたときに、ボタン操作管理部１０２またはタッチ操作管理部１０４がタッチパネル
５０に表示する確認画面を示す図である。削除の有無の確認するための画面２００は、削
除操作をキャンセルするための「いいえ」アイコン２０４ａと、削除操作を実行するため
の「はい」アイコン２０４ｂとを含む。ユーザはこれらのアイコンをタップすることで、
削除操作を最終的に実行したり、キャンセルしたりすることができる。なお、録画番組の
削除はユーザからの指示を受けて操作処理部１１４が実行する。
【００８４】
　図１３に示す例では、タッチパネル５０において削除の有無の確認するための画面２０
０以外の部分は、斜線領域２０２で示されている。ユーザは「いいえ」アイコン２０４ａ
をタップする操作の他に、斜線領域２０２をタップしても削除操作をキャンセルすること
ができる。ここで、削除の有無の確認するための画面２００はユーザに確認を促すための
ＧＵＩであるため、いわばアクティブとなっている領域である。これに対し、斜線領域２
０２は非アクティブ領域である。実施の形態に係る電子機器１０においては、タッチパネ
ル５０に表示されるアクティブ領域以外の非アクティブ領域は、アクティブ領域に対応づ
けられた操作をキャンセルするためのキャンセル領域として利用される。
【００８５】
　図１３に示す例では非アクティブ領域を斜線領域２０２で示しているが、非アクティブ
領域の表示対応は斜線に限られない。この他にも、例えば非アクティブ領域は背景に対し
てローパスフィルタ処理をしてぼかす、輝度を下げる、色相を回転させる、グレー化する
、背景に動きがある場合にはその動きを停止するなど、アクティブ領域との判別が可能な
態様であればどのような表示態様でもよい。アクティブ領域以外の非アクティブ領域をキ
ャンセル領域として利用することで、ユーザは操作の取り消しが容易となる。
【００８６】
　図１４は、実施の形態に係る電子機器１０が表示するＧＵＩの別の例を示す図である。
図１４に示す例では、他の文字キーと一緒に押し下げることで入力される文字あるいは信
号を切り替えるいわゆる「シフトキー」と同様の機能を持つシフトキーアイコン２０６と
、△ボタン２２ａと同様の機能を持つ△ボタンアイコン２０８と、ユーザからの入力を求
める際に表示するアイコン２１０が表示されている。図１４に示す例では、アイコン２１
０は電子機器１０が外部のネットワークから切断されていることを示すとともに、外部の
ネットワークとの再接続を試みるためのネットワーク再接続アイコンである。
【００８７】
　上述したように、本実施の形態に係る電子機器１０は、操作ボタン２２による操作とタ
ッチパネル５０のタッチ操作とにかかわらず、同様の操作が実現できるように構成されて
いる。そのため、例えばＬボタン２６ａを押下しながら□ボタン２２ｄを押下するといっ
たボタン操作を、タッチパネル５０のタッチ操作で同様の機能を実現することが求められ
る。そのため、電子機器１０はタッチパネル５０上にシフトキーアイコン２０６を表示す
る。
【００８８】
　シフトキーアイコン２０６は、異なるキーを同時に押すことをタッチ操作で実現するた
めに、シフトキーをエミュレートするアイコンである。シフトキーアイコン２０６は長押
しされること、いわゆる「プレス」ないし「ホールド」されることが通常であり、また他
のアイコンと同時の押されるため表示エリアも他のアイコンと比較して大きめである。
【００８９】
　ここでシフトキーアイコン２０６は、他のアイコンまたは他の操作ボタン２２と同時に
押されることで他のアイコンまたは他の操作ボタン２２に割り当てられる操作を変更する
機能があるため、誤操作がされにくい位置に配置されることが好ましい。図１４に示す例
においては、タッチパネル５０の上部右端にシフトキーアイコン２０６が配置されている
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。一方、誤操作がされにくい位置には既に他の機能が割り当てられたアイコンが配置され
る場合もある。例えば図１４においては、上述したネットワーク再接続アイコン２１０は
、シフトキーアイコン２０６と一部が重なるほど近接する位置に配置されている。
【００９０】
　またシフトキーアイコン２０６は、ユーザがタッチパネル５０上においてプレスないし
ホールドすることでシフトキーのと同等の機能を持たせる領域、すなわちシフト操作実行
領域を示すアイコンであるから、少なくともシフト操作実行領域の一部を含む領域に表示
されることが好ましい。
【００９１】
　ネットワーク再接続アイコン２１０は、電子機器１０が外部のネットワークから切断さ
れている場合に表示され、ユーザがタップすることでネットワークの再接続を試みる機能
を持つ。このため、シフトキーアイコン２０６がユーザのタッチ操作があればいつでも表
示されるのに対し、ネットワーク再接続アイコン２１０はユーザからの入力が求められる
ときだけ表示される点で異なる。
【００９２】
　ネットワーク再接続アイコン２１０はユーザからのタップ入力を受け付けるため、タッ
チパネル５０上においてネットワーク再接続アイコン２１０とシフトキーアイコン２０６
とが重なる領域をユーザがタッチ操作した場合に、その操作が比較的短時間のタッチであ
る「タップ操作」か、タップ操作よりも長時間タッチされる「プレス操作」かを判別する
必要がある。そこで表示制御部１００内の図示しない記憶部には、ユーザのタッチ操作が
タップ操作かプレス操作かを決定するために定められた「タップ受付時間」が設定されて
いる。この意味で、「タップ受付時間」はシフトキーアイコン２０６を有効化するか否か
の判断に用いられる「シフトキー有効基準時間」として機能する。
【００９３】
　タッチ操作管理部１０４は、ユーザがタッチパネル５０にタッチしている時間がタップ
受付時間以下であればタップ操作と判別し、タップ受付時間よりも長い場合プレス操作と
判断する。「タップ受付時間」の具体的な長さはタッチパネル５０の応答速度等を考慮し
て実験により定めればよいが、例えば０．２秒である。これにより、表示領域であり、か
つ操作領域でもあるタッチパネル５０を有効に利用することができる。
【００９４】
　ここでタッチ操作管理部１０４は、タッチパネル５０上でシフトキーアイコン２０６が
配置される領域をユーザがタッチしたときに、タッチの時間がタップ受付時間以下の場合
であってもシフトキーアイコン２０６を表示するようにしてもよい。この場合、タッチの
時間がタップ受付時間よりも長くなる前は、仮にシフトキーアイコン２０６が表示されて
いてもシフトキーとしての機能は有効化されず、タップ受付時間を超えてからシフトキー
としての機能が有効となる。タッチパネル５０上の所定の位置を触れることですぐにシフ
トキーアイコン２０６が表示されるため、シフトキーアイコン２０６の表示位置を探すこ
とが容易となる。また、シフトキーアイコン２０６が表示されていてもシフトキーとして
の機能は有効化されないので、誤操作を抑制することもできる。
【００９５】
　上述したように、シフトキーアイコン２０６は他のアイコンと同時に押されることが前
提とされている。この場合、ユーザはタッチパネル５０上のシフトキーアイコン２０６の
表示位置に触れつつ、かつ他の位置に表示されたアイコンに触れることになる。このため
、シフトキーアイコン２０６に触れた状態で、触れている位置がずれる場合もある。そこ
で表示制御部１００内の図示しない記憶部には、ユーザのタッチ操作がシフトキーのプレ
ス操作かドラッグ操作かを決定するために定められた「プレス受付距離」が設定されてい
る。
【００９６】
　タッチ操作管理部１０４は、ユーザがタッチパネル５０にタッチしつつ移動した距離が
プレス受付距離以下であればプレス操作と判別し、プレス受付距離よりも長い場合ドラッ
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グ操作と判断する。「プレス受付距離」の具体的な長さはタッチパネル５０に表示するア
イコンの配置等を考慮して実験により定めればよいが、例えばタッチパネル５０の幅方向
の画素数の５％分の画素数に相当する距離である。これにより、ドラッグ操作とシフトキ
ーをエミュレートとの併用時の誤操作を低減することができる。
【００９７】
　なお、シフトキーアイコン２０６以外にもプレス操作とドラッグ操作とが区別されるべ
きアイコンが存在する場合には、プレス受付距離はシフトキーアイコン２０６以外のアイ
コンに適用してもよい。この場合、タッチパネル５０におけるユーザのタッチ操作がタッ
プ受付時間よりも短い時間の操作に応答するアイコンをタップ受付アイコンと呼び、タッ
チ操作の継続時間がタップ受付時間以上の時間の操作に応答するアイコンをプレス受付ア
イコンと呼ぶこととする。上述したネットワーク再接続アイコン２１０はタップ受付アイ
コンの例であり、シフトキーアイコン２０６はプレス受付アイコンの例である。これらの
アイコンは、タッチ操作管理部１０４がタッチパネル５０上に表示する。
【００９８】
　図１４に示すように、タッチパネル５０の下部右端の領域に、△ボタン２２ａと同様の
機能を持つ△ボタンアイコン２０８が配置されている。ユーザが△ボタンアイコン２０８
が配置される領域をタッチすると、タッチ操作管理部１０４は、タッチパネル５０上にお
いて△ボタン２２ａを示す△ボタンアイコン２０８を表示する。ユーザのタッチ時間がタ
ップ待ち受け時間以内にタッチ操作を終了すると、タッチ操作管理部１０４は、△ボタン
２２ａが押下されたときに実行される操作と同様の操作を操作処理部１１４に実行させる
。
【００９９】
　このように、タッチパネル５０上において操作ボタン２２と対応づけた所定の位置のタ
ッチ操作があった場合、対応する操作ボタン２２を示すアイコンを表示することにより、
ユーザはどの操作を実行したかを確認することができる。もちろん、タッチパネル５０上
に対応づける操作ボタン２２は△ボタン２２ａに限られず、異なる位置に複数の操作ボタ
ン２２を対応づけてもよい。
【０１００】
　以上説明したように、実施の形態に係る電子機器１０によれば、操作ボタン２２による
操作とタッチパネル５０による操作との併存時におけるユーザインタフェースの改善技術
を提供することができる。
【０１０１】
　以上、本発明を実施の形態をもとに説明した。この実施の形態は例示であり、それらの
各構成要素や各処理プロセスの組み合わせにいろいろな変形例が可能なこと、またそうし
た変形例も本発明の範囲にあることは当業者に理解されるところである。
【０１０２】
　上記の説明では、電子機器１０の実行画面の例として図５（ａ）－（ｃ）に示すような
番組表を例に説明した。画像処理部１１２が処理する実行画面は番組表のような表形式の
画面に限られない。この他にも、例えば静止画や動画の拡大や縮小に適用してもよいし、
ゲームのコンテンツにおける操作対象のキャラクタの操作に適用してもよい。後者の場合
、離散画面変更部１１６は、操作ボタン２２が受け付けたキー入力毎に、操作対象のキャ
ラクタの表示位置を段階的に変更する。連続画面変更部１１８は、タッチパネル５０が受
け付けたタッチ操作の入力量に追従して操作対象のキャラクタの表示位置を連続的に変更
するが、タッチ操作が終了したときに表示する操作対象のキャラクタの位置は、離散画面
変更部１１６が変更可能な位置と一致する。
【０１０３】
　上記の説明では、電子機器１０の実行画面の例として図５（ａ）－（ｃ）に示すような
番組表を例に説明した。図５（ａ）－（ｃ）は、横軸をテレビ局、縦軸を放送時間帯とし
て、各テレビ局の各時間帯における番組を配置した番組表を例示した図である。このとき
、ユーザがタッチパネル５０に表示された番組表におけるテレビ局をタップすることで、



(19) JP 5875510 B2 2016.3.2

10

20

30

40

50

タッチ操作管理部１０４がそのテレビ局の週間番組表に変更するようにしてもよい。具体
的には、例えばユーザが図５（ａ）における「テレビＸ」をタップすると、横軸を１週間
分の曜日、縦軸を時間帯とするテレビＸ局の週間番組表が表示される。これは、タッチ操
作管理部１０４がタッチパネル５０のタッチ操作を検出し、処理部１１０が番組表の変更
処理を実行することで実現できる。また、テレビＸ局の週間番組表が表示されているとき
に、ユーザがある曜日をタップすると、図５に示すようにタップされた曜日における各局
の番組表に戻る。
【０１０４】
　このように、タッチパネル５０に選択肢を表形式で表示する場合において、表中のいず
れかの選択肢をタッチパネル５０で選択することにより、選択肢に関連づけられた操作を
実行してもよい。これにより、ユーザは複数の選択肢の中からひとつの選択肢を選択する
ことを一度の操作で実現することができる。操作ボタン２２での操作と比較して操作回数
を減少することができ、ユーザビリティを向上させることができる。
【０１０５】
　上記の説明では、電子機器１０の実行画面を表示する表示デバイスが、タッチパネル５
０である場合を主に説明した。しかしながら、電子機器１０の実行画面を表示する表示デ
バイスはタッチパネル５０には限られず、例えば外付けのモニタ等であってもよい。この
場合、タッチパネル５０はいわゆるタッチパッドと同様の機能を持つ。タッチ操作管理部
１０４は、タッチパネル５０の操作領域と表示デバイスの表示領域とを対応付け、ユーザ
がタッチパネル５０上で操作をすることを契機として、表示デバイスの表示を変更するこ
とで実現できる。
【０１０６】
　なお、本実施の形態に係る発明は、以下に記載する項目によって特定されてもよい。
【０１０７】
（項目１－１）
　電子機器であって、
　キー入力によって前記電子機器の操作をする操作ボタンと、
　前記電子機器の表示領域であるとともに、タッチ操作によって前記電子機器の操作をす
るタッチパネルと、
　前記操作ボタンまたは前記タッチパネルによる操作の少なくともいずれか一方の操作を
もとに、前記電子機器の実行画面を変更して表示する画像処理部とを備え、
　前記画像処理部は、
　前記操作ボタンが受け付けたキー入力毎に、前記電子機器の実行画面を段階的に変更す
る離散画面変更部と、
　前記タッチパネルが受け付けたタッチ操作の入力量に応じて、前記電子機器の実行画面
を連続的に変更する連続画面変更部とを備え、
　前記連続画面変更部は、タッチ操作が終了したときに、前記離散画面変更部が段階的に
変更可能な画面と一致するまで画面を変更することを特徴とする電子機器。
（項目１－２）
　前記連続画面変更部は、前記離散画面変更部が前記電子機器の実行画面を段階的に複数
回変更することで表示する画面まで、一度のタッチ操作で変更自在に構成されていること
を特徴とする項目１－１に記載の電子機器。
（項目１－３）
　前記離散画面変更部は、前記操作ボタンがキー入力を受け付ける毎に、あらかじめ定め
られた複数の拡縮率の中からひとつの拡縮率を段階的に選択し、選択した拡縮率で前記電
子機器の実行画面を拡大または縮小し、
　前記連続画面変更部は、ピッチイン操作およびピッチアウト操作を受け付け、前記タッ
チパネルにおける指と指との間隔の変化率を前記電子機器の実行画面の拡縮率として前記
電子機器の実行画面を拡大または縮小することを特徴とする項目１－１または項目１－２
に記載の電子機器。
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（項目１－４）
　前記連続画面変更部は、
　ピッチイン操作が終了したときは、そのときの拡縮率以下であって、かつ前記離散画面
変更部が変更可能な画面とするための最大の拡縮率で前記電子機器の実行画面を拡大また
は縮小し、
　ピッチアウト操作が終了したときは、そのときの拡縮率以上であって、かつ前記離散画
面変更部が変更可能な画面とするための最小の拡縮率で前記電子機器の実行画面を拡大ま
たは縮小することを特徴とする項目１－１から項目１－３のいずれかに記載の電子機器。
（項目１－５）
　前記連続画面変更部は、ピッチイン操作またはピッチアウト操作が終了したときは、前
記離散画面変更部が変更可能な画面とするための拡縮率のうち、そのときの拡縮率と最も
近い拡縮率で前記電子機器の実行画面を拡縮または縮小することを特徴とする項目１－１
から項目１－３のいずれかに記載の電子機器。
（項目１－６）
　電子機器のプロセッサに実行させる画像表示制御方法であって、
　前記電子機器の操作ボタンのキー入力によるアプリケーションの操作を受け付けるステ
ップと、
　前記電子機器の実行画面を表示するタッチパネルのタッチ操作による前記アプリケーシ
ョンの操作を受け付けるステップと、
　前記操作ボタンまたは前記タッチパネルによる操作の少なくともいずれか一方の操作を
もとに、前記電子機器の実行画面を変更するステップとを含み、
　前記実行画面を変更するステップは、
　操作ボタンのキー入力による操作を受け付けた場合、操作ボタンのキー入力j毎に、前
記電子機器の実行画面を段階的に変更し、
　タッチパネルのタッチ操作を受け付けた場合、受け付けたタッチ操作の入力量に応じて
、前記電子機器の実行画面を連続的に変更するとともに、タッチ操作が終了したときには
、操作ボタンのキー入力による操作を受け付けた場合に実行画面を段階的に変更すること
で表示可能な画面と一致するまで画面を変更することを特徴とする画像表示制御方法。
（項目１－７）
　電子機器に画像表示制御機能を実現させるプログラムであって、当該機能は、
　前記電子機器の操作ボタンのキー入力によるアプリケーションの操作を受け付ける機能
と、
　前記電子機器の実行画面を表示するタッチパネルのタッチ操作による前記電子機器の操
作を受け付ける機能と、
　前記操作ボタンまたは前記タッチパネルによる操作の少なくともいずれか一方の操作を
もとに、前記電子機器の実行画面を変更する機能とを含み、
　前記実行画面を変更する機能は、
　操作ボタンのキー入力による操作を受け付けた場合、操作ボタンのキー入力毎に、前記
電子機器の実行画面を段階的に変更し、
　タッチパネルのタッチ操作を受け付けた場合、受け付けたタッチ操作の入力量に応じて
、前記電子機器の実行画面を連続的に変更するとともに、タッチ操作が終了したときには
、操作ボタンのキー入力による操作を受け付けた場合に実行画面を段階的に変更すること
で表示可能な画面と一致するまで画面を変更することを特徴とするプログラム。
（項目１－８）
　項目１－７に記載のプログラムを格納したコンピュータ読み出し可能な記録媒体
【０１０８】
（項目２－１）
　電子機器であって、
　キー入力によって前記電子機器の操作をする操作ボタンと、
　タッチ操作によって前記電子機器の操作をするタッチパネルと、
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　前記操作ボタンまたは前記タッチパネルによる操作の少なくともいずれか一方の操作を
契機として、表示デバイス上に前記電子機器の操作に関する少なくともひとつの選択肢を
含むメニューを表示する表示制御部とを備え、
　前記表示制御部は、
　前記操作ボタンによる操作を契機として表示するメニューと前記タッチパネルによる操
作を契機として表示するメニューを、少なくともひとつの共通する選択肢を含めて表示し
、かつ、互いに異なるレイアウトで当該共通する選択肢を配置して表示することを特徴と
する電子機器。
（項目２－２）
　前記表示制御部は、
　前記操作ボタンによる操作を契機として前記メニューを表示するボタン操作管理部と、
　前記タッチパネルによる操作を契機として前記メニューを表示するタッチ操作管理部と
を備えることを特徴とする項目２－１に記載の電子機器。
（項目２－３）
　前記ボタン操作管理部は、前記操作ボタンによるキー入力を契機として、前記表示デバ
イス上に表示する選択肢の配置を変更することを特徴とする項目２－２に記載の電子機器
。
（項目２－４）
　前記タッチ操作管理部は、選択可能な一以上の選択肢を前記表示デバイス上に分散して
表示することを特徴とする項目２－２または項目２－３に記載の電子機器。
（項目２－５）
　前記タッチ操作管理部は、前記タッチパネル上において前記操作ボタンを対応づけた所
定の位置のタッチ操作があった場合、対応する操作ボタンを示すアイコンを前記表示デバ
イス上に表示することを特徴とする項目２－２から項目２－４のいずれかに記載の電子機
器。
（項目２－６）
　前記選択肢に関連づけられた前記電子機器の操作を実行する操作処理部をさらに含み、
　前記タッチ操作管理部は、前記操作ボタンによる操作を契機として前記ボタン操作管理
部が表示した選択肢のタッチ操作があった場合、当該選択肢に関連づけられた前記電子機
器の操作を前記操作処理部に実行させることを特徴とする項目２－２から項目２－５のい
ずれかに記載の電子機器。
（項目２－７）
　電子機器のプロセッサに実行させるメニュー表示方法であって、
　キー入力によって前記電子機器の操作をする操作ボタンの操作を契機として、表示デバ
イス上に前記電子機器の操作に関する少なくともひとつの選択肢を含むメニューを表示す
るステップと、
　タッチ操作によって前記電子機器の操作をするタッチパネルによる操作を契機として、
前記表示デバイス上に前記電子機器の操作に関する少なくともひとつの選択肢を含むメニ
ューを表示するステップとを含み、
　前記操作ボタンの操作を契機として表示されるメニューと前記タッチ操作を契機として
表示されるメニューとは少なくともひとつの共通する選択肢を含み、かつ、互いに異なる
レイアウトで当該共通する選択肢が配置されることを特徴とするメニュー表示方法。
（項目２－８）
　電子機器にメニュー表示機能を実現させるプログラムであって、当該機能は、
　キー入力によって前記電子機器の操作をする操作ボタンの操作を契機として、表示デバ
イス上に前記電子機器の操作に関する少なくともひとつの選択肢を含むメニューを表示す
る機能と、
　タッチ操作によって前記電子機器の操作をするタッチパネルによる操作を契機として、
前記表示デバイス上に前記電子機器の操作に関する少なくともひとつの選択肢を含むメニ
ューを表示する機能とを含み、
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　前記操作ボタンの操作を契機として表示されるメニューと前記タッチ操作を契機として
表示されるメニューとは少なくともひとつの共通する選択肢を含み、かつ、互いに異なる
レイアウトで当該共通する選択肢が配置されることを特徴とするプログラム。
（項目２－９）
　項目２－８に記載のプログラムを格納したコンピュータ読み出し可能な記録媒体。
（項目２－１０）
　電子機器であって、
　キー入力によって前記電子機器の操作をする操作ボタンと、
　タッチ操作によって前記電子機器の操作をするタッチパネルと、
　前記タッチパネルにおけるタッチ操作の継続時間がタップ操作かプレス操作かを決定す
るために定められたタップ受付時間よりも短い時間の操作に応答するタップ受付アイコン
と、タッチ操作の継続時間が前記タップ受付時間以上の時間の操作に応答するプレス受付
アイコンとを、少なくともアイコンの一部を重ねて表示デバイスに表示する表示制御部と
を備えることを特徴とする電子機器。
【符号の説明】
【０１０９】
　４　携帯電話網、　１０　電子機器、　２０　表示装置、　２１　前面タッチパッド、
　２２　以下操作ボタン、　２２　場合操作ボタン、　２２　操作ボタン、　２３　方向
キー、　２４　アナログスティック、　２５　スピーカ、　２７　ＨＯＭＥボタン、　２
８　ＳＴＡＲＴボタン、　２９　ＳＥＬＥＣＴボタン、　３０　前面カメラ、　３１　背
面カメラ、　３２　背面タッチパッド、　３３　電源ボタン、　３４　ゲームカードスロ
ット、　３５　アクセサリ端子、　３７　メモリカードスロット、　３８　音声入出力端
子、　３９　マイク、　４０　マルチユース端子、　４１　ＳＩＭカードスロット、　５
０　タッチパネル、　５０　一方タッチパネル、　６０　ＣＰＵ、　６４　メインメモリ
、　６６　ストレージ、　６７　モーションセンサ、　６８　地磁気センサ、　６９　Ｇ
ＰＳ制御部、　７０　操作部、　７１　無線通信モジュール、　７２　携帯電話モジュー
ル、　７４　ＳＩＭカード、　７６　ゲームカード、　７８　メモリカード、　８０　Ｕ
ＳＢケーブル、　９０　インタフェース、　９２　バス、　１００　表示制御部、　１０
２　ボタン操作管理部、　１０４　タッチ操作管理部、　１１０　処理部、　１１２　画
像処理部、　１１４　操作処理部、　１１６　離散画面変更部、　１１８　連続画面変更
部、　１２０　出力部、　２０６　シフトキーアイコン、　２０８　△ボタンアイコン、
　２１０　ネットワーク再接続アイコン。
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