
JP 4437633 B2 2010.3.24

10

20

(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　複数の機能の中から所望の機能を選択して実行させるために、前記複数の機能をメニュ
ーとして表示するようにした携帯端末において、
　前記メニューには、階層構造を有する第１のメニューと第２のメニューが含まれ、
　前記第２のメニューは、携帯端末における全機能をサポートするメニューを有し、
　前記第１のメニューは、前記第２のメニューを構成する機能から抽出された機能により
構成されると共に、前記第２のメニューとは異なる階層構造を有し、
　前記第１のメニューと前記第２のメニューとを切り替えて表示する切替表示手段を備え
、
　前記第１のメニューと前記第２のメニューには相互に切り替えて表示する切替表示機能
がメニュー項目としてそれぞれ含まれ、且つ前記第１のメニューに含まれる切替表示機能
は前記第２のメニューに含まれる切替表示機能に比べ深い階層に位置しており、
　前記第１のメニューの切替表示機能が選択実行された場合に、あるいは前記第２のメニ
ューの切替表示機能が選択実行された場合に、前記切替表示手段が動作することを特徴と
する携帯端末。
【請求項２】
　請求項１に記載の携帯端末において、
　前記第１のメニューを構成する機能は、前記第２のメニューのうち、使用頻度の高い機
能として設定されている機能であることを特徴とする携帯端末。
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【請求項３】
　請求項１または請求項２に記載の携帯端末において、
　前記第１のメニューの表示下における所定の操作内容を音声出力する音声出力手段を備
えていることを特徴とする携帯端末。
【請求項４】
　請求項１乃至請求項３のいずれかに記載の携帯端末において、
　前記切替表示手段は、前記第１のメニューを、前記第２のメニューより大きい文字によ
り表示することを特徴とする携帯端末。
【請求項５】
　請求項１乃至請求項４のいずれかに記載の携帯端末において、
　前記切替表示手段は、携帯端末の電源投入時に、前記第２のメニューより前記第１のメ
ニューを優先して表示することを特徴とする携帯端末。
【発明の詳細な説明】
【０００１】
【発明の属する技術分野】
本発明は、複数の機能の中から所望の機能を選択して実行させるために、複数の機能をメ
ニューとして表示するようにした携帯端末に関し、特に二つのメニューを独立して表示す
るようにした携帯端末に関するものである。
【０００２】
【従来の技術】
携帯電話機のような携帯端末においては、メール送受信やタイマセットなど複数の機能を
メニューとして表示し、そのメニューから所望の機能を選択して実行させるようにしたも
のが知られている。このようなメニュー操作によれば、所定の機能を簡単な操作で実行で
き、片手で操作することの多い携帯電話機においては、特に便利である。このため、最近
の携帯端末においては、種々様々な多くの機能がメニュー化され、メニューから各種機能
を選択実行することを可能としている。従ってそれらのメニューはユーザが視認し、容易
に選択実行できるように画面上に表示される。
【０００３】
【発明が解決しようとする課題】
しかしながら、メニューにおいて表示される機能の数が増大すると、一方でそのメニュー
における機能のそれぞれを個別に視認、確認することが困難となる。このため、例えば、
ある機能をメニューから実行させようとしても、その機能をメニューから簡単に選択する
ことができなくなり、特に、視力に優れない人や老人にとっては、かえって使い勝手の悪
いものとなる。
一方で、多くの人が共通に且つ頻繁に使用する機能は、従来の携帯端末においてメニュー
として表示される機能のうち僅かに過ぎない。
【０００４】
そこで、本発明は、多くの機能を従来通りメニューとして表示できると共に、頻繁に使用
される機能については視認し易く、もって使い勝手に優れた携帯端末を提供することを目
的としている。
【０００５】
【課題を解決するための手段】
上述した課題を解決するため、本発明は、複数の機能の中から所望の機能を選択して実行
させるために、前記複数の機能をメニューとして表示するようにした携帯端末において、
前記メニューには、階層構造を有する第１のメニューと第２のメニューが含まれ、前記第
２のメニューは、携帯端末における全機能をサポートするメニューを有し、前記第１のメ
ニューは、前記第２のメニューを構成する機能から抽出された機能により構成されると共
に、前記第２のメニューとは異なる階層構造を有し、前記第１のメニューと前記第２のメ
ニューとを切り替えて表示する切替表示手段を備えたことを特徴とする。本発明の携帯端
末としては、携帯電話機を一例とすることができる。例えば、携帯電話機における様々な
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機能を網羅した詳細なメニューを第２のメニューとし、第１のメニューは第２のメニュー
に含まれる機能のうち、いくつかの機能を第２のメニューとは独立にメニュー化したもの
とし、さらに第１のメニューを構成するメニュー項目は、第２のメニューにおける第１の
メニューに対応するメニュー項目が位置する階層より浅い階層に位置するようにすれば、
第１のメニューにおいて所望のメニュー項目に容易にアクセスできるようになり、また、
使用目的に合わせてメニューを切り替えて選択実行することができ、携帯電話機の扱いに
慣れない高齢者を含む様々なユーザにとって使い勝手に優れる。
【０００６】
また、前記第１のメニューを構成する機能は、前記第２のメニューのうち、使用頻度の高
い機能として設定されている機能とすることができる。本発明の実施の形態では、多くの
機能をメニュー化した詳細メニューと共に、その中から頻繁に使用される機能のみを抽出
してメニュー化した簡単メニューを、詳細メニューとは独立に設けており、ユーザはこの
２つのメニューを切り替えて使用することができる。このようにシンプルな簡単メニュー
を備えておけば、高齢者や携帯電話機の使用に慣れていないユーザ等は、メニューから容
易に所望の機能を視認して、選択実行することができるため、使い勝手に優れる。
【０００７】
また、本発明における携帯端末において、前記第１のメニューと前記第２のメニューには
、相互に切り替わるための切替表示機能がメニュー項目として含まれ、該切替表示機能が
選択実行された場合に、前記切替表示手段が動作することを特徴とする。このように互い
のメニューに切替表示機能を設けておけば、任意にメニューを切り替えることができ、使
い勝手に優れる。
【０００８】
さらにまた、前記第１のメニューと前記第２のメニューは階層構造を有し、前記第１のメ
ニューに含まれる切替表示機能は、前記第２のメニューに含まれる切替表示機能に比べ、
深い階層に位置するようにすることができる。なお、実施の形態では、簡単メニュー（第
１のメニュー）及び詳細メニュー（第２のメニュー）は、大項目、中項目、小項目の３階
層から構成されるが、切替表示機能の項目は、簡単メニューにおいては、中項目に設けら
れ、詳細メニューにおいては、大項目に設けられている。従って、詳細メニューから簡単
メニューへ切り替わる際には１ステップで切替を実行できるが、簡単メニューから詳細メ
ニューへ切り替わる際には、２ステップ必要となる。従って、慣れないユーザや高齢者が
、誤って簡単メニューから詳細メニューへ移動するのを防止することができ、また、詳細
メニューに切り替えた後でも、容易に簡単メニューへ切り替えることができる。
【０００９】
また、前記第１のメニューと前記第２のメニューとは、それぞれ異なる記憶領域に記憶さ
れていることを特徴とする。このような構成により、各メニューはそれぞれ独立に保持さ
れるため、メニューは常に排他的に表示され、一方のメニューを選択設定中に、他方のメ
ニューへ切り替わるようなことがなくなり、メニュー操作中に、ユーザが混乱するのを防
止することができる。なお、本実施の形態では双方のメニューの実行中に扱われる所定の
データについては、共通のメモリ領域が使用され、データ管理の一元化、メモリ増大防止
が図られる。
【００１０】
また、本発明における携帯端末は、前記第１のメニューの表示下における所定の操作内容
を音声表示する音声表示手段を備えていることを特徴とする。さらに前記第１のメニュー
のいずれかの機能が選択された場合に、その選択された機能を読み上げることを特徴とす
る。本実施の形態においては、簡単メニューを表示中、カーソルによりいずれかの項目を
指示すると、その項目が音声ＬＳＩによりメモリに記憶された音声ライブラリを参照して
読み上げられる。さらにまた、本発明における携帯端末において、前記切替表示手段は、
前記第１のメニューを、前記第２のメニューより大きい文字により表示することもできる
。文字を大きくすることにより、高齢者や視力の優れない者にとっては項目が読みやすく
なり、さらに、文字を大きくすることにより画面に一度に表示されるメニュー項目も少な
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くなるため、選択操作も容易になり、使い勝手が向上する。
【００１１】
さらに、そのような簡単メニューを携帯端末の電源投入時に詳細メニューに優先して表示
するようにすれば、優先的に簡単メニューを使用したいユーザにとっては切替の手間が省
け、さらに使い勝手が向上する。また、詳細メニューに切り替えた後でも、一旦電源を切
り直し、携帯端末を再起動させれば、簡単メニューが表示されるため、ユーザが詳細メニ
ューでの操作方法に混乱した場合であっても容易に簡単メニューに戻ることができる。
【００１２】
【発明の実施の形態】
以下、本発明の実施の形態を図面を用いて説明する。
なお、本実施の形態では、携帯電話機を例にとり、さらに該携帯電話機は、該携帯電話機
において実行される機能を詳細にメニュー化した詳細メニューと、詳細メニューの中から
頻繁に使用される機能のみを抽出しメニュー項目数を減らしてメニュー化した簡単メニュ
ーを備えるものとし、そのメニュー操作や画面制御等の一例を詳述する。
【００１３】
図１は本実施の形態における携帯電話機を示すブロック図である。この携帯電話機は、電
波を受信するアンテナ１と、アンテナ１に接続された無線送受信部２と、ベースバンド処
理部３と、ユーザがキー操作により電話番号や情報を入力するための入力操作部５と、様
々なデータを記憶したメモリ６と、ディスプレイ等に対する表示を制御する表示部７と、
音声出力するための音源ＬＳＩ８とが制御部４に接続されており、さらに、インターフェ
ース（ＩＦ）９を介してスピーカ１０及びマイク１１が制御部４に接続されている。また
、メモリ６は、簡単メニューを構成するためのデータを記憶した簡単メニュー構成部６ａ
と、詳細メニューを構成するためのデータを記憶した詳細メニュー構成部６ｂと、ユーザ
から入力されたデータや設定値を記憶した入力データ記憶部６ｃと、携帯電話機の着信や
発信履歴等を記憶した履歴部６ｄと、さらに簡単メニュー等を読み上げるための音声デー
タを記憶した音声ライブラリ６ｅとから構成されている。
【００１４】
また、図２（ａ）は簡単メニューの構成例、図２（ｂ）は詳細メニューの構成例を図示し
たものであり、制御部４がメモリ６の簡単メニュー構成部６ａと詳細メニュー構成部６ｂ
から必要なデータを読み出して表示部７により制御しつつディスプレイ（図示せず）にメ
ニューを表示する。なお、簡単メニューと詳細メニューは、それぞれ大項目、中項目、小
項目の３階層から構成されている。簡単メニューは詳細メニューに含まれるメニュー項目
の中から頻繁に使用されるとされる機能をメニュー化したものであり、図においては互い
に対応する項目同士を線で結んで示している。なお、簡単メニューと詳細メニューは各々
独立して設けられているため、メニューの切り替え２０を選択実行する以外にメニューが
切り替わることはない。また、図示されるように詳細メニューで小項目に位置する項目が
、簡単メニューで大項目或いは中項目に位置する場合もあり、簡単メニューでは頻繁に使
用する機能がより容易に呼び出すことができる構成となっている。
【００１５】
図３（ａ）は簡単メニューの表示例であり、図３（ｂ）は詳細メニューの表示例である。
図に示されるように簡単メニューは詳細メニューより大きな文字（本実施の形態では簡単
メニューは２０ドット、詳細メニューは１２ドット）にて表示されるため、表示されるメ
ニュー項目も３つ程度となり、視認しやすく且つメニュー項目を選択しやすくなっている
。簡単メニューに比して詳細メニューは、小さい文字で多くのメニュー項目が表示される
ようになっている。また、本実施の形態において、簡単メニューの表示中、カーソルによ
りいずれかの項目を指示すると、その項目が音声ＬＳＩ８によりメモリ６に記憶された音
声ライブラリ６ｅを参照して読み上げられる。図３（ａ）においては、カーソルが「電話
してきた相手を見る」の位置にあるため、音声ライブラリ６ｅから「電話してきた相手を
見る」にあたる音声データを参照して音声出力される。なお、本実施の形態においては、
音声出力をしないように簡単メニューから設定することが可能である。
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【００１６】
また、携帯電話機の起動時には常に簡単メニューが表示される。詳細メニューに切り替え
て機能を実行したい場合には、表示中の簡単メニューから「詳細メニューへの切り替え」
項目を選択し、メニューの切り替えを行う。また、詳細メニューを表示中に簡単メニュー
に戻したい場合には、表示中の詳細メニューから「簡単メニューに戻る」の項目を選択し
、メニューの切り替えを行う。図３において、メニューの切り替え２０に示されるように
、メニュー切替のための機能は簡単メニューと詳細メニューとで位置する階層が異なる。
簡単メニューでは、「詳細メニューへの切り替え」は中項目に位置しており、切り替えし
にくい階層に位置しているが、詳細メニューでは「簡単メニューに戻る」は大項目に位置
しており、簡単メニューに比して少ない手順で容易にメニューの切り替えを行うことがで
きるようになっている。これにより携帯電話機に不慣れなユーザや高齢者等が誤って簡単
メニューから詳細メニューに切り替えてしまうような誤操作を減少させることが可能とな
り、また逆に誤って詳細メニューに切り替えてしまった場合でも、容易に簡単メニューに
戻ることができる。
【００１７】
図４はこのようなメニュー切り替えのための制御フローを示した図である。まずユーザが
携帯電話機の電源をオンする（Ｓ１００）。起動されると制御部４により初期画面が表示
される（Ｓ１０１）。初期画面表示の後、制御部４はデフォルトとして設定されている簡
単メニューを表示する（Ｓ１０２）。ここで詳細メニューへの切り替えの指示が行われた
場合（Ｓ１０３、ＹＥＳ）、制御部４は詳細メニューを表示させる（Ｓ１０４）。
【００１８】
詳細メニューへの切替のためのメニュー操作の一例を図５に示す。簡単メニューの大項目
にて「初めに行う設定」にカーソルを合わせ決定ボタンを押下する（ａ）。すると、「初
めに行う設定」の中項目のメニューが表示されるので、そこで「詳細なメニューへの切り
替え」にカーソルを合わせ決定ボタンを押下する（ｂ）。すると切り替え設定画面に切り
替わり、「詳細なメニューに切り替えますか？」と表示されるので、「はい」にカーソル
を合わせ決定ボタンを押下する（ｃ）。もちろん、メニューを音声出力するよう設定して
あれば、上記それぞれの画面表示中にカーソルを合わせた時点でその文字が音声出力され
ることは言うまでもない。図５（ｃ）にて切り替えを指示すると、図５（ｄ）に示される
ような詳細メニューに切り替わる。
【００１９】
また、詳細メニュー表示中に簡単メニューへの切り替えの指示が行われた場合（Ｓ１０５
、ＹＥＳ）、制御部４は簡単メニューを表示させる（Ｓ１０２）。
【００２０】
簡単メニューへの切替のためのメニュー操作の一例を図６に示す。詳細メニューの大項目
にて「簡単メニューに変更」にカーソルを合わせ、決定ボタンを押下する（ａ）。すると
即座に、図６（ｂ）に示されるような簡単メニューに切り替わる。このように、簡単メニ
ューから詳細メニューへの切り替えは複数の手順を踏む必要があり複雑であるが、詳細メ
ニューから簡単メニューへの切り替えは比較的簡単に行うことができる。
【００２１】
また、携帯電話機を再起動させた場合（Ｓ１０６、Ｓ１００）、初期画面の表示後には必
ず簡単メニューが表示される（Ｓ１０２）。このように簡単メニューをデフォルトとする
ことによって、ユーザがメニュー操作中に混乱した場合、電源を切り直すことによって簡
単メニューに確実に戻ることができる。
【００２２】
なお、本実施の形態において、簡単メニュー及び詳細メニューをユーザの好みに応じてカ
スタマイズすることも可能である。図示しないが、それぞれのメニューにカスタマイズ機
能を実行するためのメニュー項目を備え、メニュー項目を削除する、並べ替える、階層構
造を変更するなどのカスタマイズを携帯電話機の画面にてユーザが容易に行うことができ
る。この場合、図１のメモリ６内に、カスタマイズされた簡単メニューの構成部を記憶す
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るための記憶領域及びカスタマイズされた詳細メニューの構成部を記憶するための記憶領
域を、簡単メニュー構成部６ａ及び詳細メニュー構成部６ｂとは別にそれぞれ設けておく
。
【００２３】
なお、本実施の形態においては、このようにメニューをカスタマイズした場合であっても
、携帯電話機の起動時には常にカスタマイズ前の簡単メニューが表示される。さらにまた
、このような４つのメニューを保持する場合、上述と同様にメニュー項目に含まれるメニ
ュー切り替え機能を実行し（図示せず）、各々直接切替可能としてもよいし、カスタマイ
ズ後の簡単メニューとカスタマイズ前の詳細メニュー（または、カスタマイズ後の詳細メ
ニューとカスタマイズ前の簡単メニュー）との間の直接切替は不可能であってもよい。
【００２４】
また、上述した実施の形態においては、図２に示されるように簡単メニューには詳細メニ
ューから抽出したものでないメニュー項目（例えば、大項目「初めに行う設定」内の中項
目「音声読み上げの設定」等）が存在するが、別の実施の形態として、図７に示されるよ
うに簡単メニューのメニュー項目は全て詳細メニューから抽出したものとしてもよい。
【００２５】
以上のように、本発明の一実施の形態を携帯電話機に例をとって説明したが、本発明は、
携帯電話機に限定されることはなく、ＰＤＡ等、受信機能または送信機能を有する種々の
携帯情報端末に適用できることは言うまでもない。
【００２６】
（付記１）複数の機能の中から所望の機能を選択して実行させるために、前記複数の機能
をメニューとして表示するようにした携帯端末において、前記メニューには、階層構造を
有する第１のメニューと第２のメニューが含まれ、前記第２のメニューは、携帯端末にお
ける全機能をサポートするメニューを有し、前記第１のメニューは、前記第２のメニュー
を構成する機能から抽出された機能により構成されると共に、前記第２のメニューとは異
なる階層構造を有し、前記第１のメニューと前記第２のメニューとを切り替えて表示する
切替表示手段を備えたことを特徴とする携帯端末。
（付記２）付記１に記載の携帯端末において、前記第１のメニューを構成する機能は、前
記第２のメニューのうち、使用頻度の高い機能として設定されている機能であることを特
徴とする携帯端末。
（付記３）付記１または付記２に記載の携帯端末において、前記第１のメニューと前記第
２のメニューには、相互に切り替わるための切替表示機能がメニュー項目として含まれ、
該切替表示機能が選択実行された場合に、前記切替表示手段が動作することを特徴とする
携帯端末。
（付記４）付記１乃至付記３のいずれかに記載の携帯端末において、前記第１のメニュー
に含まれる切替表示機能は、前記第２のメニューに含まれる切替表示機能に比べ、深い階
層に位置することを特徴とする携帯端末。
（付記５）付記１乃至付記４のいずれかに記載の携帯端末において、前記第１のメニュー
と前記第２のメニューとは、それぞれ異なる記憶領域に記憶されていることを特徴とする
携帯端末。
（付記６）付記１乃至付記５のいずれかに記載の携帯端末において、前記第１のメニュー
の表示下における所定の操作内容を音声表示する音声表示手段を備えていることを特徴と
する携帯端末。
（付記７）付記６に記載の携帯端末において、前記音声表示手段は、前記第１のメニュー
のいずれかの機能が選択された場合に、その選択された機能を読み上げることを特徴とす
る携帯端末。
（付記８）付記１乃至付記７のいずれかに記載の携帯端末において、前記切替表示手段は
、前記第１のメニューを、前記第２のメニューより大きい文字により表示することを特徴
とする携帯端末。
（付記９）複数の機能の中から所望の機能を選択して実行させるために、前記複数の機能
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有する第１のメニューと第２のメニューが含まれ、前記第２のメニューは、携帯端末にお
ける全機能をサポートするメニューを有し、前記第１のメニューは、前記第２のメニュー
を構成する機能から抽出された機能により構成されると共に、前記第２のメニューとは異
なる階層構造を有し、前記第１のメニューと前記第２のメニューとを切り替えて表示する
切替表示手段を備え、前記切替表示手段は、携帯端末の電源投入時に、前記第１のメニュ
ーを優先して表示することを特徴とする携帯端末。
【００２７】
【発明の効果】
以上に詳述したように、本発明によれば、詳細メニューに加えて、頻繁に使用される機能
をメニュー化した簡単メニューを設けたため、高齢者や操作に不慣れなユーザ等を含めた
幅広いユーザに対応した携帯端末を提供することができる。また、簡単メニューと詳細メ
ニューを切り替えられるようにでき、さらに簡単メニューから詳細メニューへの切り替え
は複雑な手順を必要とし、切り替えを複雑にしたため、高齢者や不慣れなユーザが誤って
詳細メニューへ切り替えるような誤操作を減少させることができるという効果を奏する。
また逆に詳細メニューから簡単メニューへの切り替えに際しては、比較的わかりやすく且
つ簡単に行えるため、誤操作により詳細メニューに切り替わった場合でも容易に簡単メニ
ューに戻ることができ、高齢者や操作に不慣れなユーザにとって使い勝手に優れる。
【００２８】
また、携帯端末の起動時には簡単メニューが優先的に表示されるようにしたため、ユーザ
がメニューの操作において混乱した場合、一旦電源を切り直せば確実に簡単メニューを表
示させることができ、ユーザが様々な操作を安心して行うことができるようになる。
【００２９】
さらにまた、簡単メニューは文字を大きくして表示するようにしたため、携帯端末に不慣
れなユーザや高齢者にとっては使い勝手が向上するという効果を奏する。さらに、簡単メ
ニューにおいては、カーソルにて指示された項目を音声で読み上げるようにしたため、視
力に優れないユーザや視力の低下した高齢者にとって使い勝手に優れる携帯端末を提供す
ることができるという効果を奏する。
【図面の簡単な説明】
【図１】本発明の実施の形態に係る携帯電話機を示すブロック図である。
【図２】図２（ａ）は簡単メニューの構成例であり、図２（ｂ）は詳細メニューの構成例
である。
【図３】図３（ａ）は簡単メニューの表示例であり、図３（ｂ）は詳細メニューの表示例
である。
【図４】メニュー切り替えのための制御フローを示した図である。
【図５】簡単メニューから詳細メニューへの切替のためのメニュー操作の一例である。
【図６】詳細メニューから簡単メニューへの切替のためのメニュー操作の一例である。
【図７】図７（ａ）は第２の実施の形態における簡単メニューの構成例であり、図７（ｂ
）は詳細メニューの構成例である。
【符号の説明】
１　アンテナ、２　無線送受信部、３　ベースバンド処理部、４　制御部、５入力操作部
、６　メモリ、６ａ　簡単メニュー構成部、６ｂ　詳細メニュー構成部、６ｃ　入力デー
タ記録部、６ｄ　履歴部、６ｅ　音声ライブラリ、７表示部、８　音源ＬＳＩ、９　イン
ターフェース（ＩＦ）、１０　スピーカ、１１　マイク。
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