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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　画面を表示する表示部と、
　複数のキーを有し、そのキーの操作位置に応じたイベントを発生する操作パネルと、
　前記操作パネル上での所定のメニュー表示操作を受けて、前記表示部の、前記操作パネ
ルにおける複数のキーの操作位置に対応づけられた複数の表示位置それぞれに、該複数の
キーの操作位置それぞれに対応づけられた各ジャンルに対応する各小画面があらわれた第
１のメニュー画面を表示するとともに、前記表示部に該第１のメニュー画面が表示された
状態における、前記複数のキーのうちのいずれかのキーの操作を受けて、前記表示部の、
操作されたキーの操作位置に対応した表示位置に表示されていた小画面に対応するジャン
ルに応じた第２のメニュー画面を表示する表示制御部と
を備えたことを特徴とする携帯端末。
【請求項２】
　前記表示制御部は、この携帯端末に電源が投入された際に、前記表示部に所定の待受画
面を表示するものであって、前記メニュー表示操作を受けて、該待受画面に前記小画面が
重畳されたデザインの第１のメニュー画面を表示するものであることを特徴とする請求項
１記載の携帯端末。
【請求項３】
　前記表示制御部は、前記表示部に前記第１のメニュー画面が表示されている状態におけ
る、前記複数のキーのうちのいずれかのキーの操作を受けて、前記表示部の、操作された
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キーの操作位置に対応した表示位置に表示されていた小画面に対応するジャンルに応じた
背景画面上に該ジャンルに応じたメニューが並んだデザインの第２のメニュー画面を表示
するものであることを特徴とする請求項１記載の携帯端末。
【発明の詳細な説明】
【０００１】
【発明の属する技術分野】
本発明は、例えば基地局との間で無線通信を行なう、携帯電話やＰＨＳ（Ｐｅｒｓｏｎａ
ｌ　Ｈａｎｄｙｐｈｏｎｅ　Ｓｙｓｔｅｍ）等の携帯端末に関する。
【０００２】
【従来の技術】
近年、携帯電話やＰＨＳが爆発的に普及している。これらの携帯電話やＰＨＳ等（以下、
「携帯電話」で代表される）には一般的に液晶（ＬＣＤ）表示画面が備えられるとともに
、複数の操作ボタンが配列された操作パネルが備えられている。近年では益々大画面のＬ
ＣＤ表示画面を有する機種や、益々多岐にわたる機能が搭載された機種が登場してきてい
る。
【０００３】
【発明が解決しようとする課題】
機能が多岐にわたるとキー操作が複雑となり、操作を憶えきれないという問題がある。こ
れを解決するためにＬＣＤ表示画面に様々なメニュー画面を表示し、それらのメニュー画
面上でメニューを選択するという方法が採用されるが、そもそもどの操作ボタンを押した
ら所望のメニュー画面が表示されるのかということさえ、なかなか覚えきれないのが現状
である。
【０００４】
本発明は、上記事情に鑑み、操作性を向上させた携帯端末を提供することを目的とする。
【０００５】
【課題を解決するための手段】
　上記目的を達成する本発明の携帯端末は、
　画面を表示する表示部と、
　複数のキーを有し、そのキーの操作位置に応じたイベントを発生する操作パネルと、
　操作パネル上での所定のメニュー表示操作を受けて、表示部の、操作パネルにおける複
数のキーの操作位置に対応づけられた複数の表示位置それぞれに、それら複数のキーの操
作位置それぞれに対応づけられた各ジャンルに対応する各小画面があらわれた第１のメニ
ュー画面を表示するとともに、その表示部に第１のメニュー画面が表示された状態におけ
る、上記複数のキーのうちのいずれかのキーの操作を受けて、表示部の、操作されたキー
の操作位置に対応した表示位置に表示されていた小画面に対応するジャンルに応じた第２
のメニュー画面を表示する表示制御部とを備えたことを特徴とする。
【０００６】
　本発明の携帯端末は、操作パネル上の複数のキーの操作位置に応じた各表示位置に各ジ
ャンルに対応する各小画面が現れた第１のメニュー画面を表示するものであるため、その
第１のメニュー画面を見て、所望のジャンルを想起させる小画面の表示位置に対応する操
作位置のキーを操作することで、ジャンルとキーの操作位置との対応を正確に覚えていな
くても間違いなく所望のジャンルに入り込むことができ、操作性が大幅に向上する。
【０００７】
ここで、上記本発明の携帯端末において、上記表示制御部は、この携帯端末に電源が投入
された際に、表示部に所定の待受画面を表示するものであって、メニュー表示操作を受け
て、その待受画面に上記の小画面が重畳されたデザインの第１のメニュー画面を表示する
ものであることが好ましい。
【０００８】
待受画面上に小画面を重畳した第１のメニュー画面を表示することで、この第１のメニュ
ー画面がジャンルを選択するための最初のメニュー画面であることを容易に認識させるこ
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とができる。
【０００９】
　また、上記本発明の携帯端末において、上記表示制御部は、表示部に第１のメニュー画
面が表示されている状態における、上記複数のキーのうちのいずれかのキーの操作を受け
て、操作されたキーの操作位置に対応した表示位置に表示されていた小画面に対応するジ
ャンルに応じた背景画面上にそのジャンルに応じたメニューが並んだデザインの第２のメ
ニュー画面を表示するものであることが好ましい。
【００１０】
第２のメニュー画面上にその第２のメニュー画面に応じた背景画面を表示することにより
、その第２のメニュー画面のジャンルが分かりやすくなり、操作ミス等があった場合であ
っても、そのミスに早期に気付かせることができる。
【００１１】
【発明の実施の形態】
以下、本発明の実施形態について説明する。
【００１２】
図１は、本発明の携帯端末の一例である携帯電話の外観図である。
【００１３】
この携帯電話１には、主な構成要素として、電波送受用のアンテナ１０、内部にＬＥＤが
配備され着信があったことや充電中であることを光で知らせる発光部２０、内部にスピー
カ（図２のスピーカ１００）が配置され耳にあてがって音声を聞きとる送話部３０、様々
な画面を表示するＬＣＤ表示部４０、複数のキーが配備された入力操作部５０、内部にマ
イクロホン（図２のマイクロホン１１０）が配置され人の声をピックアップする受話部６
０が備えられており、さらに受話部６０の下方には、図示しないバッテリ充電用の端子が
配備されている。
【００１４】
発光部２０には、携帯電話１のカバーに開口が設けられその開口に光透過性部材が嵌め込
まれた窓が形成されており、その内部には、図２にブロックで示す、緑ＬＥＤ１５１と赤
のＬＥＤ１５２とからなる２色ＬＥＤ１５０と、光センサ１５５が、相互に近接した状態
に配置されている。この光センサ１５５は、この携帯電話１の周囲の明るさを検出するも
のである。入力操作部５０の上部には、左右および中央に単純な押ボタン式のキー５１，
５２，５３が配置されており、中央のキー５３の周囲に、以下に説明する構成のキー５４
が配置されている。すなわち、このキー５４は、そのキー５４の上側の部分５４ａ、下側
の部分５４ｂ、左側の部分５４ｃ、右側の部分５４ｄの４箇所がそれぞれ押下される構造
になっており、それら４箇所の押下を相互に区別してキー入力することができるものであ
る。
【００１５】
ここでは、キー５１をメニューキーあるいは左ソフトキーと称し、キー５２を右ソフトキ
ーと称し、中央のキー５３を決定キーと称し、キー５４の上側の部分５４ａ，下側の部分
５４ｂ，左側の部分５４ｃ，右側の部分５４ｄを、それぞれ上キー、下キー、左キー、右
キーと称する。
【００１６】
また、この入力操作部５０のキー５１～５４が配列された部分よりも下の部分には、３×
５＝１５個のキー群５５が配列されている。これら１５個のキー群５５の中には、後の説
明に出てくるクリアキー５５ａが存在する。
【００１７】
これらの全てのキー５１～５５は、半透明の材料で構成されており、図２にブロックで示
すキーバックライト１５３で携帯電話１の内部から照明され暗い場所でも見えるようにな
っている。
【００１８】
また、ＬＣＤ表示部４０も図２にブロックで示す画面ライト１５４で照明され、そこに表
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示された画面が見やすくなっている。ただし、キー操作時に外界が明るいときはキーバッ
クライト１５３は解消されたままとなり、消費電力の低減化が図られている。
【００１９】
図２は、図１に外観を示す携帯電話１の内部回路ブロック図である。
【００２０】
アンテナ１０で受信された電波は無線送受信部７０でピックアップされて信号が取り出さ
れ信号処理部８０に送られる。
【００２１】
また、無線送受信部７０は、着信があったときに、その旨を制御部１２０に知らせる。
【００２２】
信号処理部８０は、無線送受信部７０から送られてきた信号を、音声信号と画像あるいは
文字の信号とに分離し、音声信号はインタフェース部９０に送り、画像信号や文字信号は
制御部１２０に送る。インタフェース部９０は、信号処理部８０から送られてきた音声信
号をスピーカ１００に送り、スピーカ１００から音声が出力される。
【００２３】
一方送話にあたっては、マイクロホン１１０でピックアップされた音声信号がインタフェ
ース部９０、信号処理部８０を経由して無線送受信部７０に送られ、無線送受信部７０は
、その音声信号を電波に乗せる信号に変換してアンテナ１０に送り、電波として空間に放
射される。
【００２４】
記憶部１３０には、様々な音声や画面が記憶されており、また追加して記憶することもで
きる。
【００２５】
図２のＬＣＤ表示部４０は、図１のＬＣＤ表示部４０に相当し、図２の入力操作部５０は
、図１の入力操作部５０に相当する。
【００２６】
制御部１２０は、待受中は、記憶部１３０から待受画面を読み出してＬＣＤ表示部４０に
表示し、無線送受信部６０から着信があった旨通知されると、記憶部１３０から着信メロ
ディを読み出して、信号処理部８０、インタフェース部９０を介してスピーカ１００から
着信メロディを発音させるとともに２色ＬＥＤ１５０のうちの緑のＬＥＤ１５１を点灯さ
せて光でも着信を知らせる。さらに制御部１２０は、着信の通知を受けて、画面ライト１
５４を点灯させてＬＣＤ表示部４０を照らし、また周囲が暗いときはキーバックライト１
５３を点灯させる。
【００２７】
また、制御部１２０は入力操作部５０の操作に応じて電話をかけ、あるいは入力操作部５
０の操作に応じて行なわれる様々な設定条件を記憶部１３０に記憶させ、あるいはＬＣＤ
表示部４０の表示画面を制御する。さらに、図示しないバッテリの充電中には、２色ＬＥ
Ｄ１５０の赤ＬＥＤ１５２を点灯させて充電中であることを通知する。
【００２８】
図３は、キー操作によるＬＣＤ表示部４０に表示されるメニュー画面の変化を示す図であ
る。
【００２９】
図３（Ａ）には待受画面が表示されている状態が示されており、その待受画面が表示され
ているときに図１に示す操作パネル５０上の左上のメニューキー５１を押すと、図３（Ｅ
）の最初のメニュー画面が表示される。この図３（Ｅ）のメニュー画面は、本発明にいう
第１のメニュー画面の一例である。このメニュー画面は、待受画面上に複数の小画面が配
列されたデザインを有するメニュー画面であり、このメニュー画面上の各小画面は、図３
（Ｅ）の周囲に模式的に示す各操作位置（各キー）に対応している。ここでは、この図３
（Ｅ）のメニュー画面をグラフィカルメニューと称する。
【００３０】
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このグラフィカルメニューは待受画面を背景画面として持つものであり、この待受画面が
表示されていることにより、このグラフィカルメニューが最初のメニュー画面であること
が容易に分かるようになっている。
【００３１】
この図３（Ｅ）のグラフィカルメニューが表示されている段階で、図１に示すキー５４の
上側の部分（上キー）５４ａを押すと、図３（Ｅ）のＬＣＤ表示部の上側の小画面「パケ
ット」に対応した、図３（Ｂ）に示すメニュー画面が表示され、また、これと同様に、図
１に示すキー５４の下側の部分（下キー）５４ｂ，左側の部分（左キー）５４ｃ，右側の
部分（右キー）５４ｄを押すと、それぞれ、図３（Ｅ）のＬＣＤ表示部の下側の小画面「
情報」、左側の小画面「セレクト」、右側の小画面「画面」に対応した、それぞれ、図３
（Ｈ），図３（Ｄ），図３（Ｆ）のメニュー画面が表示される。
【００３２】
さらに、図３（Ｅ）のグラフィカルメニューが表示されているときに、図１に示す決定キ
ー５３を押すと、図３（Ｅ）の中央の小画面「メール」に対応した、図３（Ｃ）に示すメ
ニュー画面が表示される。
【００３３】
さらに、図３（Ｅ）のグラフィカルメニューが表示されているときに、図１に示す左ソフ
トキー５１、右ソフトキー５２を押すと、それぞれ、図３（Ｅ）の左下隅の小画面「設定
」、右下隅の小画面（本のマーク）に対応する。それぞれ図３（Ｇ）、図３（Ｉ）のメニ
ュー画面が表示される。ここで、図３の、図３（Ａ）の待受画面および図３（Ｅ）のグラ
フィカルメニューを除く、図３（Ｂ），（Ｃ），（Ｄ），（Ｆ），（Ｇ），（Ｈ），（Ｉ
），の各画面それぞれが、本発明にいう第２のメニュー画面に相当する。
【００３４】
各第２のメニュー画面には、文字で表わされたメニューが並ぶとともに、各第２のメニュ
ー画面ごとに異なる。各第２のメニュー画面のジャンルを想起させる背景画面が表示され
ている。この背景画面により、配列されたメニューを読んでジャンルを考えることなく、
今表示されているメニュー画面のジャンルを直感的に知ることができる。
【００３５】
いずれかの第２のメニュー画面が表示された後は、従来と同様の操作方法により、その表
示されているメニュー画面中のいずれかのメニューが選択され、その選択されたメニュー
に応じた処理が行なわれる。
【００３６】
図４は、図２の制御部１２０で実行される、メニュー画面表示ルーチンを示すフローチャ
ートである。
【００３７】
この携帯電話の電源がオンになると、ＬＣＤ表示部には図３（Ａ）の背景画面が表示され
（ステップａ）、メニューキー（図１に示すキー５１）が押されたか否かが検出される（
ステップｂ）。
【００３８】
メニューキー５１が押されると、図３（Ｅ）のグラフィカルメニューが表示され、そのグ
ラフィカルメニューが表示された段階で、上キー５４ａ、下キー５４ｂ、左キー５４ｃ、
右キー５４ｄ、決定キー５３、左ソフトキー５１、および右ソフトキー５２のいずれかが
押されると（ステップｃ，ｄ，…，ｉ）、図３に示した、押されたキーに応じたメニュー
画面が表示される（ステップｃ２，ｄ２，…，ｉ２）。図３（Ｅ）のグラフィカルメニュ
ーが表示されている段階で図１に示すクリアキー５５ａが押されると（ステップ（ｊ））
、待受画面の表示（ステップａ）に戻る。各ジャンルのメニュー画面が表示されている段
階でクリアキー５５ａが押されたときは（ステップｃ３，ｄ３，…，ｉ３）、グラフィカ
ルメニューに戻る。
【００３９】
本実施形態では、上記のように、ＬＣＤ表示部の、キーの配列位置（操作パネルの操作位
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を示したため、次に操作すべきキーが直感的に分かり、操作性が向上する。また、グラフ
ィカルメニューでは待受画面を背景画面として残すことにより、デザイン的にも優れ、か
つジャンルを選択するための画面であることが一目で分かるようになっている。
【００４０】
さらに、各ジャンル別のメニュー画面でもそのメニュー画面のジャンルを想起させる背景
画面を表示することにより、今表示されているメニュー画面のジャンルが直感的に分かる
ようになっている。
【００４１】
上記の実施形態は、本発明を携帯電話に適用した例であるが、本発明は、携帯電話に限ら
ず、ＰＨＳやその他の携帯端末に広く適用することができる。
【００４２】
【発明の効果】
以上、説明したように、本発明によれば、操作性の一層の向上が図られる。
【図面の簡単な説明】
【図１】本発明の携帯端末の一例である携帯電話の外観図である。
【図２】図１に外観を示す携帯電話１の内部回路ブロック図である。
【図３】キー操作による、ＬＣＤ表示部に表示されるメニュー画面の変化を示す図である
。
【図４】メニュー画面表示ルーチンを示すフローチャートである。
【符号の説明】
１　　携帯電話
１０　　アンテナ
２０　　発光部
３０　　送話部
４０　　ＬＣＤ表示部
５０　　入力操作部
５１　　左ソフトキー
５２　　右ソフトキー
５３　　中央のキー
５４　　キー
５４ａ　　上キー
５４ｂ　　下キー
５４ｃ　　左キー
５４ｄ　　右キー
５５　　キー群
５５ａ　　クリアキー
７０　　無線送受信部
８０　　信号処理部
９０　　インタフェース部
１００　　スピーカ
１１０　　マイクロホン
１２０　　制御部
１３０　　記憶部
１５０　　２色ＬＥＤ
１５３　　キーバックライト
１５４　　画面ライト
１５５　　光センサ
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【図３】 【図４】
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