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(57)【要約】
【課題】機能表示装置において、各機能グループに属す
る各機能をより容易に利用することができるような機能
表示を行うことができるようにする。
【解決手段】機能表示装置において、機能グループのう
ちの一部の各機能グループについて、それに属する大部
分の機能を対象として機能表示を行う第１の機能表示手
段（ステップ３１）と、他の各機能グループについて、
それに属する小部分の機能を対象として機能表示を行う
第２の機能表示手段（ステップ３１）と、所定のイベン
トの発生を検出する検出手段（ステップ３２）と、検出
手段による検出があったとき、第１機能表示手段による
機能表示が行われている機能グループについての機能表
示を第２機能表示手段による機能表示に変更し、第２機
能表示手段による機能表示が行われている機能グループ
についての機能表示を第１機能表示手段による機能表示
に変更する変更手段（ステップ３４）とを設ける。
【選択図】図３
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　所定の各機能グループについて、それに属する各機能に係る操作を受け入れるための機
能表示を所定の画面内において行う機能表示装置であって、
　前記機能グループのうちの一部の各機能グループについて、それに属する大部分の機能
を対象として機能表示を行う第１の機能表示手段と、
　他の各機能グループについて、それに属する小部分の機能を対象として機能表示を行う
第２の機能表示手段と、
　所定のイベントの発生を検出する検出手段と、
　前記検出手段によるイベント発生の検出があったとき、前記第１機能表示手段による機
能表示が行われている機能グループについての機能表示を前記第２機能表示手段による機
能表示に変更し、前記第２機能表示手段による機能表示が行われている機能グループにつ
いての機能表示を前記第１機能表示手段による機能表示に変更する変更手段とを具備する
ことを特徴とする機能表示装置。
【請求項２】
　前記変更手段によって機能表示が第２機能表示手段による機能表示に変更される機能グ
ループ及び第１機能表示手段による機能表示に変更される機能グループは、相互に関連性
を有するものであることを特徴とする請求項１に記載の機能表示装置。
【請求項３】
　前記相互に関連性を有する機能グループは、機能表示装置に接続された無線機又は機能
表示装置が適用された無線機における音声呼送信に関する機能グループ、テキストメッセ
ージ送信に関する機能グループ及びステータスメッセージ送信に関する機能グループのう
ち少なくとも２つの機能グループであることを特徴とする請求項２に記載の機能表示装置
。
【請求項４】
　前記イベントは、いずれかの機能グループについての機能表示を利用したユーザ操作に
よって発生するものであり、
　前記変更手段による機能表示の変更がなされる機能グループは、前記ユーザ操作で利用
された機能表示に対応する機能グループであることを特徴とする請求項１～３のいずれか
１項に記載の機能表示装置。
【請求項５】
　請求項１～４の機能表示装置における各手段としてコンピュータを機能させることを特
徴とするプログラム。
【請求項６】
　所定の各機能グループについて、それに属する各機能に係る操作を受け入れるための機
能表示を所定の画面内において行う機能表示装置における機能表示方法であって、
　前記機能グループのうちの一部の各機能グループについて、それに属する大部分の機能
を対象として機能表示を行う第１の機能表示工程と、
　他の各機能グループについて、それに属する小部分の機能を対象として機能表示を行う
第２の機能表示工程と、
　所定のイベントの発生を検出する検出工程と、
　前記検出工程によるイベント発生の検出があったとき、前記第１機能表示工程による機
能表示が行われている機能グループについての機能表示を前記第２機能表示工程による機
能表示に変更し、前記第２機能表示工程による機能表示が行われている機能グループにつ
いての機能表示を前記第１機能表示工程による機能表示に変更する変更工程とを具備する
ことを特徴とする機能表示方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、各機能グループについて、それに属する各機能に係る操作を受け入れるため
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の機能表示を所定の画面内において行う機能表示装置、該機能表示装置における各手段と
してコンピュータを機能させるプログラム、及び該機能表示装置における機能表示方法に
関する。
【背景技術】
【０００２】
　従来、パソコンのアプリケーションプログラムにおいては、複数の機能からなる機能グ
ループを複数用意し、各機能グループについて、それに属する各機能に係る操作を受け入
れるための表示（以下、「機能表示」という。）を所定の画面上において行い、該機能表
示を介して所望の機能を利用することができるようにしている。その際、複数の機能グル
ープについての機能表示を１つの画面内において行うことが、画面の面積による制約から
困難な場合がある。そのような場合には、一般的には、複数の画面に各機能グループにつ
いての機能表示を分割して実装し、各画面を切り替えることによって各機能グループ毎に
機能表示を行うようにしている。あるいは、複数の画面を用いる代わりにタブダイアログ
を使用し、各ページに各機能グループについての機能表示を実装し、タブの選択によるペ
ージの切替えによって、各機能グループ毎の機能表示を行うようにしている。
【０００３】
　図５はこのような機能表示を行うための従来のウィンドウ画面の一例を示す。この例で
は、機能グループ毎に、ウィンドウ画面を切り替えることによって各機能グループについ
ての機能表示を行うようにしている。図中の５１及び５２は、パソコンのディスプレイ上
において切り替えて表示される各ウィンドウ画面である。ウィンドウ画面５１には、ある
アプリケーションにおいて利用可能な機能グループＡが表示され、ウィンドウ画面５２に
は、そのアプリケーションにおいて利用可能な別の機能グループＢが表示される。ユーザ
は、機能グループＡに属する機能を利用したい場合には、当該アプリケーションのウィン
ドウ内に表示されたメニューバーやツールバーを操作することによってウィンドウ画面５
１を表示させ、その機能を利用することができる。また、機能グループＢに属する機能を
利用したい場合には、ウィンドウ画面５１に代えてウィンドウ画面５２を表示させ、その
機能を利用することができる。
【０００４】
　図６はタブダイアログにより各機能グループについての機能表示を行うようにした従来
例を示す。図中の６１は、あるアプリケーションにおいて表示されるタブダイアログボッ
クスである。６２は該アプリケーションにおいて利用可能な機能グループＡに含まれる各
機能についての機能表示がなされているページであり、６３はページ６２を表示するため
のタブである。６４は該アプリケーションにおいて利用可能な別の機能グループＢに含ま
れる各機能についての機能表示がなされているページであり、６５はページ６４を表示す
るためのタブである。ユーザは、タブ６３を選択することにより、機能グループＡに含ま
れる各機能についての機能表示を行って、所望の機能を利用することができる。また、タ
ブ６５を選択することにより、機能グループＢに含まれる各機能についての機能表示を行
って、所望の機能を利用することができる。
【０００５】
　なお、複数のウィンドウ画面を表示させることができるようにした技術として、たとえ
ばマイクロソフトのエクセルや画像編集アプリケーションプログラム等のＭＤＩ（マルチ
・ドキュメント・インタフェース）アプリケーションプログラムが知られている。また、
複数のウィンドウ画面を相互に重なり合うことを許容しながら表示させ、各画面に表示さ
れた画像に対してレタッチ処理を行うことができるようにしたマルチウィンドウシステム
による画像処理装置が知られている（たとえば特許文献１参照）。
【０００６】
【特許文献１】実開平５－９２８６１号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００７】
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　しかしながら、上述図５の従来技術のように、複数のウィンドウ画面を切り替えて複数
の機能グループを表示させる場合には、ウィンドウ画面の切替えは、一般的にはメニュー
バーやツールバーから行うことになるため、切替えを簡易に行うことが困難である。また
その場合、所望の機能を利用するために画面の切替えを行うにはメニューバーやツールバ
ーのどこを操作すればよいのかといったことをユーザが知っている必要がある。
【０００８】
　また、各機能グループが高い関連性を有する場合には、各機能グループにわたってどの
ような機能が利用できるかといったことを一覧することができれば好ましいのであるが、
図５のようにウィンドウ画面を機能グループ毎に切り替えるようにすると、このような一
覧性が損なわれる。また、図６の従来例のように、タブダイアログを使用し、各ページに
おいて機能グループに係る機能表示を分割して行う場合においても、かかる一覧性が損な
われる。
【０００９】
　また、上述のＭＤＩアプリケーションプログラムによれば、親ウィンドウの中に複数の
子ウィンドウ（ドキュメント、機能）を存在させることができるが、子ウィンドウ同士が
重なり、重り部分が見えなくなる場合がある。つまり、各ウィンドウにわたる一覧性が劣
化する場合がある。
【００１０】
　また、ＭＤＩアプリケーションの場合、すべての子ウィンドウを重なりなく並べること
も可能であるが、その場合、親ウィンドウ内に収まるように、各子ウィンドウは通常縮小
される。すると、子ウィンドウ同士が重なる場合と同様に、一覧性が劣化する。
【００１１】
　本発明の目的は、このような従来技術の問題点に鑑み、複数の機能グループについての
機能表示を面積の限られた画面内において行う機能表示装置において、各機能グループに
属する各機能をより容易に利用することができるような機能表示を行うことができるよう
にすることにある。
【課題を解決するための手段】
【００１２】
　この目的を達成するため、第１の発明に係る機能表示装置は、所定の各機能グループに
ついて、それに属する各機能に係る操作を受け入れるための機能表示を所定の画面内にお
いて行う機能表示装置であって、前記機能グループのうちの一部の各機能グループについ
て、それに属する大部分の機能を対象として機能表示を行う第１の機能表示手段と、他の
各機能グループについて、それに属する小部分の機能を対象として機能表示を行う第２の
機能表示手段と、所定のイベントの発生を検出する検出手段と、前記検出手段によるイベ
ント発生の検出があったとき、前記第１機能表示手段による機能表示が行われている機能
グループについての機能表示を前記第２機能表示手段による機能表示に変更し、前記第２
機能表示手段による機能表示が行われている機能グループについての機能表示を前記第１
機能表示手段による機能表示に変更する変更手段とを具備することを特徴とする。
【００１３】
　ここで、機能表示装置としては、たとえば、パソコンや無線機に接続された情報処理装
置、無線機の表示画面において、その機能を実施するために、ディスプレイ、操作部、処
理装置（ＣＰＵ）、プログラム、メモリ等により実現されているものが該当する。所定の
画面としては、たとえば、ディスプレイ画面やその画面上で表示されるウィンドウ画面が
該当する。
【００１４】
　この構成において、機能グループのうちの一部の各機能グループについてはその機能グ
ループに含まれる大部分の機能について機能表示が行われ、他の各機能グループについて
はその機能グループに含まれる小部分の機能について機能表示が行われる。これにより、
各機能グループのすべてについて、一律に大部分の機能を対象として機能表示を行うこと
が画面サイズの制約から無理な場合であっても、画面内に収まるように、機能表示を行う
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ことができる。その際、第２機能表示手段による機能表示が行われている機能グループに
ついても、それに属する機能のうちの小部分については機能表示が行われるので、対象と
する機能を機能グループ毎にすべて切り替えて機能表示を行う従来の場合に比べ、ユーザ
は、各機能グループにわたり、各機能の内容を、ある程度良好に一覧することができる。
【００１５】
　この後、所定のイベントが発生すると、第１機能表示手段による機能表示が行われてい
る機能グループについての機能表示が、第２機能表示手段による機能表示に変更され、第
２機能表示手段による機能表示が行われている機能グループについての機能表示が、第１
機能表示手段による機能表示に変更される。つまり所定の機能グループ相互間において機
能表示の態様が入れ替わるようにして、それらの機能グループにおける機能表示の態様が
切り替わる。この切替えにより、各機能グループについて、大部分の機能の機能表示を行
い、その機能を利用することができる。
【００１６】
　第２の発明に係る機能表示装置は、第１発明において、前記変更手段によって機能表示
が第２機能表示手段による機能表示に変更される機能グループ及び第１機能表示手段によ
る機能表示に変更される機能グループは、相互に関連性を有するものであることを特徴と
する。
【００１７】
　第３の発明に係る機能表示装置は、第２発明において、前記相互に関連性を有する機能
グループは、機能表示装置に接続された無線機又は機能表示装置が適用された無線機にお
ける音声呼送信に関する機能グループ、テキストメッセージ送信に関する機能グループ及
びステータスメッセージ送信に関する機能グループのうち少なくとも２つの機能グループ
であることを特徴とする。
【００１８】
　第４の発明に係る機能表示装置は、第１～第３のいずれかの発明において、前記イベン
トは、いずれかの機能グループについての機能表示を利用したユーザ操作によって発生す
るものであり、前記変更手段による機能表示の変更がなされる機能グループは、前記ユー
ザ操作で利用された機能表示に対応する機能グループであることを特徴とする。ここで、
各機能グループについての機能表示には、その機能グループのタイトル等の付随的な表示
も含まれる。
【００１９】
　第５の発明に係るプログラムは、第１～第４のいずれかの発明に係る機能表示装置にお
ける各手段としてコンピュータを機能させることを特徴とする。
【００２０】
　第６の発明に係る機能表示方法は、所定の各機能グループについて、それに属する各機
能に係る操作を受け入れるための機能表示を所定の画面内において行う機能表示装置にお
ける機能表示方法であって、前記機能グループのうちの一部の各機能グループについて、
それに属する大部分の機能を対象として機能表示を行う第１の機能表示工程と、他の各機
能グループについて、それに属する小部分の機能を対象として機能表示を行う第２の機能
表示工程と、所定のイベントの発生を検出する検出工程と、前記検出工程によるイベント
発生の検出があったとき、前記第１機能表示工程による機能表示が行われている機能グル
ープについての機能表示を前記第２機能表示工程による機能表示に変更し、前記第２機能
表示工程による機能表示が行われている機能グループについての機能表示を前記第１機能
表示工程による機能表示に変更する変更工程とを具備することを特徴とする。
【発明の効果】
【００２１】
　本発明によれば、各機能グループについての機能表示を所定の画面内で行う際に、一部
の機能グループについては大部分の機能について機能表示を行い、他の機能グループにつ
いては小部分の機能について機能表示を行うとともに、所定のイベントの発生に応じ、大
部分の機能を対象とする機能表示が行われている機能グループの機能表示を小部分の機能



(6) JP 2009-122724 A 2009.6.4

10

20

30

40

50

を対象とする機能表示に変更し、小部分の機能を対象とする機能表示が行われている機能
グループの機能表示を大部分の機能を対象とする機能表示に変更するようにしたため、各
機能グループの機能内容についての一覧性をある程度維持しながら、前記所定の画面内に
おいて各機能グループについての機能表示を行うことができる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００２２】
　図１は、本発明の一実施形態に係る情報処理装置の構成を示すブロック図である。この
情報処理装置は、所定の機能グループＡ及び機能グループＢについて、それらに属する各
機能に係る操作を受け入れるための機能表示を所定の画面内において行う機能表示装置を
構成している。同図に示すように、この情報処理装置は、装置各部の制御や必要な情報の
処理を行う処理部１１、処理部１１によってアクセスされる記憶部１２、処理部１１に対
してユーザが指示する操作入力を行うための操作部１３、及び処理部１１がユーザに対し
て必要な情報の表示を行うための表示部１４を備える。
【００２３】
　記憶部１２は、ハードディスクや半導体メモリを用いて構成され、ＯＳやアプリケーシ
ョンプログラム、処理中のデータ等を記憶する。処理部１１は所定のプログラムに従い、
操作部１３及び表示部１４を介したユーザインタフェースを実現し、機能表示用のウィン
ドウ画面の表示や、機能の利用を行うための操作の受入れ等を行う。操作部１３には、ウ
ィンドウ画面の表示、該ウィンドウ画面における機能表示の態様の切替え等に関する指示
や、機能表示がなされている機能を利用するための指示等を行うための操作キーやポイン
ティングデバイス等が含まれる。ポインティングデバイスとしてタッチパネルを採用して
もよい。
【００２４】
　図２（ａ）は表示部１４において表示されるウィンドウ画面の一例を示す。図中の２１
は機能表示を行うためのウィンドウ画面、２２ａはウィンドウ画面２１上に表示された大
型のグループボックス、２３ｂはウィンドウ画面２１におけるグループボックス２２ａの
下側に表示された小型のグループボックス、２４はグループボックス２２ａのタイトル、
そして２５はグループボックス２３ｂのタイトルである。
【００２５】
　グループボックス２２ａにおいては、機能グループＡについて、それに属する各機能の
うちの大部分の機能を対象として、それらの機能を利用するための操作の受入れに必要な
インタフェースを構成する機能表示がなされている。グループボックス２３ｂ内では、機
能グループＢについて、それに属する各機能のうちの一部分（小部分）の機能を対象とし
て、同様の機能表示が行われている。したがってユーザは、図２（ａ）のウィンドウ画面
２１により、機能グループＡに属する各機能のうちの大部分の機能についての内容と、機
能グループＢに属する各機能のうちの一部分の機能についての内容を一覧することができ
る。そして、機能表示がなされている各機能のうちの所望のものを、ウィンドウ画面２１
を介したユーザ操作によって利用することができる。なお、機能グループＡや機能グルー
プＢに属する機能としては、たとえば、各種パラメータの設定機能や、各種コマンドの実
行機能、各種パラメータの選択機能、文字入力機能、各種情報の表示機能が該当する。
【００２６】
　図２（ｂ）は図２（ａ）の状態におけるグループボックス２２ａのタイトル２４がダブ
ルクリックされることにより表示態様が変化したウィンドウ画面２１を示す。図中の２２
ｂはウィンドウ画面２１上に表示された小型のグループボックス、２３ａはウィンドウ画
面２１において、グループボックス２２ｂの下側に表示された大型のグループボックスで
ある。グループボックス２２ｂにおいては、機能グループＡについて、それに属する各機
能のうちの一部分の機能を対象として、機能表示がなされている。グループボックス２３
ａにおいては、機能グループＢについて、それに属する各機能うちの大部分の機能を対象
として、機能表示がなされている。
【００２７】
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　すなわち、図２（ｂ）のウィンドウ画面２１においては、機能グループＡについての機
能表示の態様が、図２（ａ）の大部分の機能を対象とする機能表示の態様から、小部分の
機能を対象とする機能表示の態様に変わっている。また、機能グループＢについての機能
表示の態様は、図２（ａ）の小部分の機能を対象とする機能表示の態様から、大部分の機
能を対象とする機能表示の態様に変わっている。つまり、機能グループＡ及び機能グルー
プＢについての機能表示の態様が、表示位置の関係は維持したまま、交代したかたちとな
っている。したがってユーザは、図２（ｂ）のウィンドウ画面２１により、機能グループ
Ａに属する機能のうちの小部分の内容、及び機能グループＢに属する機能のうちの大部分
の内容を一覧することができる。そして、機能表示がなされている各機能のうちの所望の
ものを、ウィンドウ画面２１を介したユーザ操作によって利用することができる。
【００２８】
　図３は処理部１１による機能表示処理を示すフローチャートである。ユーザによる所定
の操作に基づいてこの処理を開始すると、処理部１１は、まず、ステップ３１において、
上述図２（ａ）に示されるようなウィンドウ画面２１を表示部１４において表示する。す
なわち、機能グループＡについて、それに属する機能のうち予め定められた大部分の機能
を対象として、大型のグループボックス２２ａにおいて機能表示を行う。また、機能グル
ープＢについて、それに属する機能のうち予め定められた小部分の機能を対象として、小
型のグループボックス２３ｂ内において機能表示を行う。また、各グループボックス２２
ａ及び２３ｂの機能表示に付随させてタイトル２４及び２５を表示する。
【００２９】
　次に、ステップ３２及び３３において、グループボックス２３ｂのタイトル２５につい
てのダブルクリックの有無、及びウィンドウ画面２１の表示を終了する旨の指示の有無を
監視する。ステップ３２においてタイトル２５のダブルクリックが有ったことを検出する
と、ステップ３４へ進み、ウィンドウ画面２１における機能表示の態様を変更する。つま
り、タイトル２５のダブルクリックの検出時点におけるウィンドウ画面２１での機能表示
の態様が図２（ａ）の態様であるとすれば図２（ｂ）の態様へ変更し、図２（ｂ）の態様
である場合には図２（ｂ）の態様を維持する。
【００３０】
　その後、ステップ３２に戻り、タイトル２４のダブルクリックが有ったことを検出する
と、ステップ３４へ進み、ウィンドウ画面２１における機能表示の態様を変更する。つま
り、タイトル２４のダブルクリックの検出時点におけるウィンドウ画面２１での機能表示
の態様が図２（ｂ）の態様であるとすれば図２（ａ）の態様へ変更し、図２（ａ）の態様
である場合には図２（ａ）の態様を維持する。
【００３１】
　その後、ステップ３２へ戻り、同様の処理を繰り返す。小部分の機能について機能表示
を行っているグループのタイトルについてのダブルクリック、及びウィンドウ画面２１の
表示を終了する旨の指示がない間においてユーザは、機能表示がなされている各機能のう
ちの所望のものを、ウィンドウ画面２１を介したユーザ操作により利用することができる
。
【００３２】
　一方、ステップ３３において、ウィンドウ画面２１の表示を終了する旨の指示を検出し
た場合には、機能表示処理を終了する。
【００３３】
　本実施形態によれば、機能グループＡ及びＢについての機能表示を１つのウィンドウ画
面２１上で行うに際し、機能グループＡについてはそれに含まれる大部分の機能を対象と
して機能表示を行い、機能グループＢについてはそれに含まれる小部分の機能を対象とし
て機能表示を行うとともに、タイトル２５がダブルクリックされたとき、機能グループＡ
についての機能表示を、小部分の機能を対象とする機能表示に変更し、機能グループＢに
ついての機能表示を、大部分の機能を対象とする機能表示に変更するようにしたため、面
積が限定された１つのウィンドウ画面２１内において、機能グループＡ及びＢに属する機
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能内容の一覧性をある程度維持しながら、機能グループＡ及びＢについての大部分の機能
を対象とする機能表示を実現することができる。その際、図２（ａ）及び（ｂ）の機能表
示の態様の切替えを簡便に行うことができる。
【００３４】
　すなわち、１つのウィンドウ画面２１内において同時に機能グループＡ及びＢについて
の機能表示を行うことができるので、両グループの機能表示を完全に切り替えて行う従来
の場合に比べ、両グループにわたる機能の一覧性を向上させることができる。この点は、
機能グループＡ及びＢの関連性が高い場合に好都合であり、一覧性が良くなったことによ
ってその関連性を直感的に認識することもできる。
【００３５】
　ちなみに、従来の図５のウィンドウ画面の場合、機能グループＡについての機能表示を
行うためのウィンドウ画面５１が表示されているときには、機能グループＢについての機
能表示を行うためのウィンドウ画面５２は表示されていない。また、従来の図６のダイア
ログの場合、機能グループＡについての機能表示を行うためのページが表示されていると
き、機能グループＢについての機能表示を行うためのページは機能グループＡのページに
隠れている。このため、いずれの従来技術の場合においても、各機能グループにわたる機
能の一覧性が損なわれる。
【００３６】
　また、本実施形態の場合、図２（ａ）のウィンドウ画面２１によれば、機能グループＡ
に属する機能の内容の大部分及び機能グループＢに属する機能の内容の一部分（小部分）
を一覧することができる。また、図２（ｂ）のウィンドウ画面２１によれば、機能グルー
プＢに属する機能の内容の大部分及び機能グループＡに属する機能の内容の一部分を一覧
することができる。そして、機能グループＡ及び機能グループＢとして、相互に関連性の
高いものを採用することにより、機能表示の機能性をさらに高めることができる。
【００３７】
　また、マイクロソフトのエクセルや画像編集アプリケーションプログラム等のＭＤＩ（
マルチ・ドキュメント・インタフェース）アプリケーションプログラムでは、親ウィンド
ウの中に複数の子ウィンドウ（ドキュメント、機能）を存在させることができ、子ウィン
ドウ同士が重なり、重り部分が見えなくなる場合がある。つまり、各ウィンドウにわたる
一覧性が劣化する場合がある。これに対し、本実施形態によれば、各グループボックスが
重なることはなく、常に一定の一覧性を維持することができる。
【００３８】
　また、ＭＤＩアプリケーションの場合、すべての子ウィンドウを重なりなく並べること
も可能であるが、その場合、親ウィンドウ内に収まるように、各子ウィンドウは通常縮小
される。すると、子ウィンドウ同士が重なる場合と同様に、一覧性が劣化する。これに対
し、本実施形態によれば、各グループボックスの内容は縮小表示されることはなく、常に
一定の一覧性を維持することができる。
【００３９】
　なお、ＭＤＩアプリケーションにおいて、各子ウィンドウを、その内容がすべて表示さ
れている状態で並べることができる場合もある。しかしこのような場合は、本実施形態の
効果とは無関係である。本実施形態は面積が限定された１つのウィンドウ画面２１内に機
能グループＡ及びＢの全機能を表示することができない場合に効果を発揮するものだから
である。
【００４０】
　また、複数の画面を切り替える場合、一般的にはメニューバーやツールバーを操作して
切り替えるので、操作が簡便ではない。これに対し、本実施形態によれば、グループボッ
クスのタイトルをダブルクリックするだけで、機能グループＡ及びＢの機能表示の態様を
切り替えることができるので、操作が簡便である。ちなみに、図５の従来のウィンドウ画
面によれば、機能グループＡ及びＢについての機能表示を相互に切り替えるにはメニュー
バーやツールバーを使用する必要があるので不便である。またその際、ユーザは機能グル
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ープＡやＢの表示に関する操作がメニューバーやツールバーのどの部分で行えるかを認知
している必要がある。
【００４１】
　また、図６の従来のタブダイアログによれば、ページを切り替えるには、タブのマウス
クリックやタブ選択のためのキー動作、たとえばコントロールキー＋ファンクションキー
のＦ６の押下や、コントロールキー＋シフトキー＋ファンクションキーのＦ６の押下を行
う必要がある。図６の場合のようにすべてのタブが表示されている場合にはまだ切替えの
簡便さはあるが、タブを１段表示する場合において、タブの数が多いために、又はタブの
タイトル(キャプション)が長いために右側のタブが直接見えず、タブバーをスクロールさ
せて隠れているタブを表示させる必要がある場合には、切替えの簡便さが損なわれる。こ
れに対し、本実施形態におけるグループボックスのタイトルは、図２のようにグループボ
ックスに伴って常に表示されており、かつこのタイトルをダブルクリックすることにより
図２（ａ）及び（ｂ）の機能表示態様間での切替えを行うようにしているので、切替えの
簡便さを損なうことはない。
【００４２】
　図４は、本発明の別の実施形態に係る情報処理装置の表示部における機能表示画面の一
例を示す。この実施形態は、上述図１～図３の実施形態を無線機に接続された情報処理装
置に適用した場合の例を示している。ただしこの場合、情報処理装置は、図１の構成に加
え、無線機との接続機能や、無線機を介して送受信する音声信号を入出力するための音声
入出力手段等を備える。図４（ａ）では、無線機を介した音声呼送信用の機能グループに
ついて、それに属する全機能を対象として機能表示を行うとともに、無線機を介したテキ
ストメッセージ送信用の機能グループについて、それに属する機能のうちの一部を対象と
して機能表示を行っている様子を示している。図４（ｂ）では、音声呼送信用の機能グル
ープについて、それに属する機能のうちの一部を対象として機能表示を行うとともに、テ
キストメッセージ送信用の機能グループについて、それに属する全機能を対象として機能
表示を行っている様子を示している。
【００４３】
　図中の４１は無線機に接続された情報処理装置の表示画面、４２ａは音声呼送信用の全
機能についての機能表示を行うための領域、４２ｂは音声呼送信用の機能のうちの一部を
対象として機能表示を行うための領域、４３ａはテキストメッセージ送信用の全機能を対
象として機能表示を行うための領域、４３ｂはテキストメッセージ送信用の機能のうちの
一部を対象として機能表示を行うための領域、４４は領域４２ａ及び４２ｂにおける表示
内容が音声呼送信用の機能グループについてのものであることを示すタイトル、そして４
５は領域４３ａ及び４３ｂにおける表示内容が音声呼送信用の機能グループについてのも
のであることを示すタイトルである。
【００４４】
　この場合、音声呼送信用の機能グループ及びテキストメッセージ送信用の機能グループ
は、送信を行う相手先を宛先リストから選択して特定するための機能を必要とする点にお
いて関連しており、宛先リストを共通化することができる。そこで、本実施形態において
は、図４（ａ）の表示画面４１においては、領域４２ａにおいて、音声呼送信及びテキス
トメッセージ送信に共通の宛先リストＬ１及び音声呼送信を開始するための送信開始ボタ
ンＢ１を表示するとともに、領域４３ｂにおいては宛先リストの表示を省略し、テキスト
メッセージ入力機能に係る機能表示部分Ｔ１、及びテキストメッセージ送信用の送信ボタ
ンＢ２の表示を行うようにしている。
【００４５】
　なお、本実施形態では音声呼送信用の機能グループ及びテキストメッセージ送信用の機
能グループを表示する場合について説明するが、これらの機能グループと関連性の高いも
のとして、他にも、ステータスメッセージの送信に関する機能グループがある。この場合
にも宛先リストを共通化することができる。
【００４６】
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　一方、図４（ｂ）の表示画面４１においては、領域４２ｂにおいて、宛先リストＬ１の
表示を省略し、音声呼送信用の送信開始ボタンＢ１を表示するとともに、領域４３ａにお
いては、宛先リストＬ１、テキストメッセージ入力機能に係る機能表示部分Ｔ１、及びテ
キストメッセージ送信用の送信ボタンＢ２の表示を行うようにしている。
【００４７】
　この情報処理装置においても、図３の場合と同様の機能表示処理によって表示画面４１
の表示が行われる。すなわち、まず、表示画面４１において、図４（ａ）のように、音声
呼送信用の機能グループについての機能表示として、タイトル４４、宛先リストＬ１、送
信開始ボタンＢ１の表示を行うとともに、テキストメッセージ送信用の機能グループにつ
いての機能表示として、タイトル４５、機能表示部分Ｔ１、及び送信ボタンＢ２の表示を
行う。
【００４８】
　次に、タイトル４４又は４５が選択されるのを監視し、タイトル４４又は４５が選択さ
れたとき、表示画面４１の表示を図４（ｂ）で示される表示に切り替える。つまり、音声
呼送信用の機能グループについての機能表示として、タイトル４４、及び送信開始ボタン
Ｂ１の表示を行うとともに、テキストメッセージ送信用の機能グループについての機能表
示として、タイトル４５、宛先リストＬ１、機能表示部分Ｔ１、及び送信ボタンＢ２の表
示を行う。この表示の切り替えが完了すると、再びタイトル４４又は４５の選択を監視す
る処理に戻る。
【００４９】
　このような切替えにより、面積が限られた表示画面４１において、音声呼送信及びテキ
ストメッセージ送信用の各機能グループに属する機能についての機能表示を、その一覧性
をある程度維持しながら行い、かつ図４（ａ）及び（ｂ）の表示間の切替えを簡便に行う
ことを可能としている。
【００５０】
　ユーザは、図４（ａ）の表示画面４１においては、領域４２ａにおける宛先リストＬ１
中の所望の宛先を選択し、送信開始ボタンＢ１を押下することにより、選択した宛先との
無線機を介した通話を開始することができる。一方、領域４２ａにおける宛先リストＬ１
中の所望の宛先を選択し、さらに領域４３ｂにおけるテキストメッセージ入力用の機能表
示部分Ｔ１を介して、操作キー等を用いてテキストメッセージを入力し、そして送信ボタ
ンＢ２を押下することにより、選択した宛先に対し、入力したテキストメッセージを、無
線機を介して送信することができる。
【００５１】
　ユーザはまた、図４（ａ）の表示画面４１において、タイトル４５を選択することによ
り、表示画面４１における表示状態を、図４（ｂ）に示される表示状態に移行させること
ができる。この図４（ｂ）の表示状態において、ユーザは、領域４３ａにおける宛先リス
トＬ１中の所望の宛先を選択し、さらにテキストメッセージ入力用の機能表示部分Ｔ１に
より、操作キー等を用いてテキストメッセージを入力し、そして送信ボタンＢ２を押下す
ることによって、選択した宛先に対し、入力したテキストメッセージを、無線機を介して
送信することができる。また、宛先リストＬ１中の所望の宛先を選択し、領域４２ｂにお
ける送信開始ボタンＢ１を押下することにより、選択した宛先との無線機を介した通話を
開始することができる。図４（ｂ）のような表示状態ではテキストメッセージとして入力
する情報量が多いときにおいて特に一覧性がよい。
【００５２】
　なお、本発明は上述実施形態に限定されることなく、適宜変形して実施することができ
る。たとえば、本発明はＭＤＩアプリケーションに限らず、メモ帳等のような親ウィンド
ウ内に１つのドキュメント（機能）を実装するＳＤＩ（シングル・ドキュメント・インタ
フェース）アプリケーションプログラムにも適用することができる。ＳＤＩアプリケーシ
ョンでは、親ウィンドウの上に表示される子ウィンドウはダイアログと呼ばれ、ダイアロ
グ表示中は通常親ウィンドウの操作はできないモーダル動作となるが、このダイアログや
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親ウィンドウを上述実施形態におけるウィンドウ画面２１として用いることができる。も
ちろん、子ウィンドウが操作可能なモードレス動作の場合においても、その子ウィンドウ
をウィンドウ画面２１として用いることができる。
【００５３】
　また、上述においては図２（ａ）及び（ｂ）の表示間の切替えを、グループボックスの
タイトルがダブルクリックされた場合に行うようにしているが、この代わりに、グループ
ボックスのタイトルがシングルクリックされた場合、グループボックスのタイトルがマウ
スカーソルによりポイントされ又は通過されるマウスオーバがなされた場合、グループボ
ックスのタイトル上にマウスカーソルが位置づけられながらマウスホイールが回転された
場合等において行うようにしてもよい。また、これらのイベントトリガとなるクリックや
ポイント、マウスホイールの回転等による操作の対象として、グループボックスのタイト
ルの代わりに、グループボックスの内容(グループボックスの枠及びその中身)を用いるよ
うにしてもよい。
【００５４】
　また、上述においては図２（ａ）及び（ｂ）の表示間の切替えをダブルクリックされた
グループタイトルが小部分の機能について機能表示を行っているグループのタイトルの場
合に行うようにしているが、この代わりに大部分の機能について機能表示を行っているグ
ループのタイトルをダブルクリックした場合において行うようにしてもよい。また、小部
分の機能について機能表示を行っているグループのタイトルか大部分の機能について機能
表示を行っているグループのタイトルかにかかわらずグループタイトルをダブルクリック
した場合に図２（ａ）及び（ｂ）の表示間の切替えを行うようにしてもよい。
【００５５】
　図７はこの変形例の場合のフローチャートである。つまり、いずれの機能グループのタ
イトルに対するものかにかかわらず、ダブルクリックの有無を監視し（ステップ７２、７
５）、ダブルクリックを検出したとき、その時点におけるウィンドウ画面２１での機能表
示の態様が図２（ａ）の態様であるとすれば図２（ｂ）の態様へ変更し（ステップ７４）
、図２（ｂ）の態様である場合には図２（ａ）の態様に変更する（ステップ７１）。
【００５６】
　また、図２（ａ）及び（ｂ）の表示間の切替えを生じさせるイベントトリガとして、上
述のクリック、ダブルクリック、ホイール回転、マウスオーバ等のマウスによるものに限
らず、グループボックスに設定したアクセスキーの押下や、特定のキーあるいはキーの組
合せとして設定されたショートカットキーの押下を採用することもでる。なお、アクセス
キーはウィンドウズ（登録商標）標準の機能であり、通常はオルトキー（Ａｌｔキー）＋
英数字キーによって実現され、リンクの表示には下線が引かれている。また、ショートカ
ットキーもウィンドウズ（登録商標）標準の機能であり、通常はコントロールキー（Ｃｔ
ｒｌキー）＋英数字キーにより実現される。
【００５７】
　また、上述のマウスやキーボードのみの操作によるイベントに限らず、キーの押下及び
マウスのクリック等を組み合わせた操作によるイベントを採用してもよい。さらには、マ
ウスやキーボードの操作の代わりに、他のイベントを受信したことをトリガとするように
してもよい。たとえばネットワークを介して所定のデータを受信したことをトリガとして
もよい。
【００５８】
　また、上述においては、各グループボックス２２ａ、２２ｂ、２３ａ及び２３ｂや、領
域４２ａ、４２ｂ、４３ａ及び４３ｂにおいて行う機能表示の対象となる機能は予め定め
られているが、この代わりに、機能表示の対象となる機能をユーザが任意に設定すること
ができるようにしてもよい。また、グループボックス２２ｂや２３ｂ又は領域４２ｂや４
３ｂにおいて機能表示の対象とする機能グループ中の一部の機能としては、その機能グル
ープにおいて使用頻度の高いものとしてプログラムが選定したものや、その機能グループ
における所定の機能を実現するために最低限必要な機能や、その機能グループが必須の機
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能及びオプション的な機能を含む場合における必須の機能を採用するようにしてもよい。
【００５９】
　また、上述においては、２つの機能グループＡ及びＢを１つの画面内に表示する場合に
ついて説明したが、１つの画面内に表示する機能グループの数は２つに限定されることな
く、３以上であってもよい。その場合、一部の各機能グループについては大部分の機能を
対象として機能表示を行い、他の機能グループについては小部分の機能のみを対象として
機能表示を行うことによって、各機能グループの機能内容についての一覧性をある程度維
持しつつ、各機能グループについての機能表示を１つの画面において行うことができる。
そして、タイトルのダブルクリック等の所定のイベントが発生したとき、小部分の機能を
対象として機能表示が行われている機能グループのうちの全部又は一部についての機能表
示を、大部分の機能を対象とする機能表示に変更し、大部分の機能を対象として機能表示
が行われている機能グループのうちの全部又は一部についての機能表示を、小部分の機能
を対象とする機能表示に変更することによって、各機能グループについての機能表示の態
様を切り替えることができる。その場合、イベントは、いずれかの機能グループについて
の機能表示を利用したユーザ操作、たとえば該機能表示のクリックによって発生し、これ
に応じて機能表示の態様の変更がなされる機能グループは、ユーザ操作で利用された機能
表示に対応する機能グループ、たとえばダブルクリックされた機能表示がなされている機
能グループ及びこれに関連する機能グループとすることができる。
【００６０】
　なお、図８は１つの画面内に表示する機能グループの数が３以上の場合のフローチャー
トの一例である。この場合、まず、機能グループＡ、Ｂ、Ｃ・・・のうち機能グループＡ
を対象としてその大部分の機能を表示し、他の機能グループＢ、Ｃ・・・については小部
分の機能を表示する（ステップ８１）。この状態において、小部分の機能について機能表
示を行っている機能グループＢ、Ｃ・・・のうちのいずれかの機能グループのグループタ
イトルがダブルクリックされると（ステップ８２）、ダブルクリックされた機能グループ
については大部分の機能を表示するように変更するとともに、大部分の機能を表示してい
た機能グループＡについては小部分の機能を表示するように変更する（ステップ８４）。
このようにして大部分の機能を表示する対象とする機能グループを、小部分の機能が表示
されているいずれかの機能グループのタイトルがダブルクリックされる度に（ステップ８
２）、そのダブルクリックされた機能グループと入れ替える（ステップ８４）ようにして
いる。
【図面の簡単な説明】
【００６１】
【図１】本発明の一実施形態に係る情報処理装置の構成を示すブロック図である。
【図２】図１の装置の表示部において表示される機能表示用のウィンドウ画面の一例を示
す図である。
【図３】図１の装置の処理部による機能表示処理を示すフローチャートである。
【図４】本発明の別の実施形態に係る無線機に接続された情報処理装置の表示部における
機能表示画面の一例を示す図である。
【図５】機能グループについての機能表示を行うための従来のウィンドウ画面の一例を示
す図である。
【図６】タブダイアログにより各機能グループについての機能表示を行うようにした従来
例を示す図である。
【図７】図３の実施形態の変形例を示すフローチャートである。
【図８】１つの画面内に表示する機能グループの数が３以上の場合のフローチャートの一
例である。
【符号の説明】
【００６２】
　１１：処理部、１２：記憶部、１３：操作部、１４：表示部、２１：ウィンドウ画面、
２２ａ，２２ｂ，２３ａ，２３ｂ：グループボックス、２４，２５：タイトル、４１：表
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示画面、４２ａ，４２ｂ，４３ａ，４３ｂ：領域、４４，４５：タイトル、５１，５２：
ウィンドウ画面、６１：タブダイアログボックス、６２，６４：ページ、６３，６５：タ
ブ、Ｂ１：送信開始ボタン、Ｂ２：送信ボタン、Ｌ１：宛先リスト、Ｔ１：機能表示部分
。

【図１】

【図３】

【図２】

【図４】
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【図７】
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