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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　タッチパネル式の表示部と、
　外部から操作される操作部と、
　各個人の個人情報を記憶する記憶部と、
　前記表示部を制御する制御部とを含み、
　前記操作部は、前記表示部と一体的に構成されるものを含み、
　前記記憶部は、各個人情報に関連付けて画像を記憶し、かつ、複数の個人情報をグルー
プに分類して記憶し、
　前記制御部は、
　　前記表示部に、前記記憶部で記憶された各個人情報に関連した画像を表示し、さらに
、前記表示部に表示された画像についての前記操作部に対する接触操作がなされた場合に
は、前記記憶部が前記接触操作をなされた画像に関連する個人情報と同じグループに分類
された個人情報に関連した画像を前記表示部に表示し、
　　前記表示部を、１から０までの１０種類の数字に対応した１０個の前記数字キーを表
示する第１の状態と、１０個の前記数字キーの少なくとも一部を前記画像に置換えて表示
する第２の状態に制御することを特徴とする携帯電話機。
【請求項２】
　タッチパネル式の表示部と、
　外部から操作される操作部と、
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　各個人の個人情報を記憶する記憶部と、
　前記表示部を制御する制御部とを含み、
　前記操作部は、前記表示部と一体的に構成されるものを含み、
　前記記憶部は、各個人情報に関連付けて画像を記憶し、かつ、複数の個人情報をグルー
プに分類して記憶し、
　前記制御部は、
　　前記表示部に、前記記憶部で記憶された各個人情報に関連した画像を表示し、さらに
、前記表示部に表示された画像についての前記操作部に対する接触操作がなされた場合に
は、前記記憶部が前記接触操作をなされた画像に関連する個人情報と同じグループに分類
された個人情報に関連した画像を前記表示部に表示し、
　　前記表示部を、１から０までの１０種類の数字に対応した１０個の前記数字キーと記
号に対応した記号キーを表示する第１の状態と、前記記号キーの少なくとも一部を前記画
像に置換えて１０個の前記数字キーとともに表示する第２の状態に制御することを特徴と
する携帯電話機。
【請求項３】
　外部の機器と通信する通信部をさらに含み、
　前記制御部は、前記通信部を制御し、かつ、前記通信部を介して発信する電話番号を接
触操作によって入力するための数字キーと前記記憶部が各個人情報に関連して記憶する画
像とを前記表示部に同時に表示することを特徴とする請求項１または請求項２に記載の携
帯電話機。
【請求項４】
　前記表示部は、単一の表示装置から構成され、
　前記制御部は、前記数字キーと前記画像とを前記表示装置の同じ画面に表示させること
を特徴とする請求項３に記載の携帯電話機。
【請求項５】
　前記表示部は、複数の表示装置から構成され、
　前記制御部は、前記数字キーと前記画像とを異なる前記表示装置に表示させることを特
徴とする請求項３に記載の携帯電話機。
【請求項６】
　タッチパネル式の表示部を含む携帯電話機の制御方法であって、
　複数の個人情報を画像と関連付けてグループに分類して記憶するステップと、
　前記表示部を、１から０までの１０種類の数字に対応した１０個の前記数字キーを表示
する第１の状態と、１０個の前記数字キーの少なくとも一部を前記記憶した各個人情報に
関連した画像に置換えて表示する第２の状態とに制御するステップと、
　前記表示部に表示された画像に対して接触操作がなされた場合に、前記接触操作をなさ
れた画像に関連する個人情報と同じグループに分類された個人情報に関連した画像を前記
表示部に表示するステップとを含むことを特徴とする携帯電話機の制御方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、携帯電話機に関し、特に、アドレス帳形式等で記憶した個人情報を利用した
処理が可能な携帯電話機およびその制御方法に関する。
【背景技術】
【０００２】
　従来から、携帯電話機における入力の態様について、種々の技術が開示されている。た
とえば、特許文献１および特許文献２には、筐体に備えられたキーを有効に利用するため
に、数字キーならびに＊および＃という記号を入力するためのキーのそれぞれに対して、
複数の言語や文字の入力に利用する技術が開示されている。具体的には、これらの特許文
献では、数字キーの１つのである「１」を入力するためのキーを、ひらがなの「あ」、カ
タカナの「ア」、および、ローマ字の「ＡＢＣ」という複数種類の文字を入力するために
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利用し、さらに、その時点でどの文字が入力できるかをキーにおいて表示させる技術が開
示されている。
【０００３】
　また、アドレス帳を備えた携帯電話機において、発信先の検索を容易にするための技術
として、特許文献３には、発信先の顔画像データを発信先識別データと対応づけて電話帳
メモリに記憶する技術が開示されている。この技術によれば、顔画像データが所定順序で
表示される。そして、ユーザは、顔画像データを選択することにより、対応する発信先識
別データを選択し、かつ、選択した人物に発信できる。
【０００４】
　このような発信先の顔画像データを活用した技術としては、非特許文献１には、よく利
用する発信先に対応するアイコンを画面に表示させる技術が開示されている。特許文献４
には、通話相手への発信の際に、電話番号等とともに当該通話相手の似顔絵を表示する技
術が開示されている。特許文献５には、写真画像を入力し、当該写真画像と一致する被写
体画像が保存されている場合は、当該被写体画像に対応付けられた電子メールアドレスを
読み出し、当該読み出された電子メールアドレスを送信先として特定する技術が開示され
ている。特許文献６には、着信履歴として、顔画像を表示することが記載されている。
【０００５】
　さらに、特許文献７～特許文献１０にも、電話番号等の個人情報と顔画像データ（また
は似顔絵データ）とを関連付けて利用する技術が開示されている。
【特許文献１】特開２００２－９１６６０号公報
【特許文献２】特開２００３－１５２８５３号公報
【特許文献３】特開２００２－９２０１３号公報
【特許文献４】特開平１１－２１５２２３号公報
【特許文献５】特開２００５－２６７１４６号公報
【特許文献６】特開２００４－２６０６５７号公報
【特許文献７】特開２００２－１１１８９６号公報
【特許文献８】特開２００３－２４４２８６号公報
【特許文献９】特開２００４－００５３９１号公報
【特許文献１０】特開２００１－１８６２７９号公報
【非特許文献１】“報道発表資料”、「「２画面ユニバーサルデザイン携帯電話試作機」
を開発」、[online]、平成１７年９月２８日、ＮＴＴＤｏＣｏＭｏ、[平成１８年５月８
日検索]、インターネット<URL : http://www.nttdocomo.co.jp/info/news_release/page/
20050928a.html>
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００６】
　上記した顔画像データ（または似顔絵データ）を利用する従来技術では、いずれも、顔
画像データ（または似顔絵データ）は単にアドレス帳に登録されている人を容易にまたは
直感的に認識するために利用されていた。
【０００７】
　なお、携帯電話機は、その携帯性を重視されることにより、小型であることを必要とさ
れる。このことから、携帯電話機では、表示領域として割当てられる領域は限られたもの
とされる。したがって、携帯電話機において、表示領域に表示されるデータをより有効に
利用することによってユーザビリティ（usability）を高めるということは、常に切望さ
れていることである。
【０００８】
　本発明は、かかる実情に鑑み考え出されたものであり、その目的は、限られた表示領域
に表示されるデータをより有効に利用できる携帯電話機およびその制御方法を提供するこ
とである。
【課題を解決するための手段】
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【００１３】
　本発明のある局面従った携帯電話機は、タッチパネル式の表示部と、外部から操作され
る操作部と、各個人の個人情報を記憶する記憶部と、表示部を制御する制御部とを含み、
操作部は、表示部と一体的に構成されるものを含み、記憶部は、各個人情報に関連付けて
画像を記憶し、かつ、複数の個人情報をグループに分類して記憶し、制御部は、表示部に
、記憶部で記憶された各個人情報に関連した画像を表示し、さらに、表示部に表示された
画像についての操作部に対する接触操作がなされた場合には、記憶部が接触操作をなされ
た画像に関連する個人情報と同じグループに分類された個人情報に関連した画像を表示部
に表示し、表示部を、１から０までの１０種類の数字に対応した１０個の数字キーを表示
する第１の状態と、１０個の数字キーの少なくとも一部を画像に置換えて表示する第２の
状態に制御することを特徴とする。
　本発明の他の局面従った携帯電話機は、タッチパネル式の表示部と、外部から操作され
る操作部と、各個人の個人情報を記憶する記憶部と、表示部を制御する制御部とを含み、
操作部は、表示部と一体的に構成されるものを含み、記憶部は、各個人情報に関連付けて
画像を記憶し、かつ、複数の個人情報をグループに分類して記憶し、制御部は、表示部に
、記憶部で記憶された各個人情報に関連した画像を表示し、さらに、表示部に表示された
画像についての操作部に対する接触操作がなされた場合には、記憶部が接触操作をなされ
た画像に関連する個人情報と同じグループに分類された個人情報に関連した画像を表示部
に表示し、表示部を、１から０までの１０種類の数字に対応した１０個の数字キーと記号
に対応した記号キーを表示する第１の状態と、記号キーの少なくとも一部を画像に置換え
て１０個の数字キーとともに表示する第２の状態に制御することを特徴とする。
【００１７】
　また、本発明に従った携帯電話機は、外部の機器と通信する通信部をさらに含み、前記
制御部は、前記通信部を制御し、かつ、前記通信部を介して発信する電話番号を接触操作
によって入力するための数字キーと前記記憶部が各個人情報に関連して記憶する画像とを
前記表示部に同時に表示することが好ましい。
【００１８】
　また、本発明に従った携帯電話機では、前記表示部は、単一の表示装置から構成され、
前記制御部は、前記数字キーと前記画像とを前記表示装置の同じ画面に表示させることが
好ましい。
【００１９】
　また、本発明に従った携帯電話機では、前記表示部は、複数の表示装置から構成され、
前記制御部は、前記数字キーと前記画像とを異なる前記表示装置に表示させることが好ま
しい。
【００２６】
　本発明に従った携帯電話機の制御方法は、タッチパネル式の表示部を含む携帯電話機の
制御方法であって、複数の個人情報を画像と関連付けてグループに分類して記憶するステ
ップと、表示部を、１から０までの１０種類の数字に対応した１０個の数字キーを表示す
る第１の状態と、１０個の数字キーの少なくとも一部を記憶した各個人情報に関連した画
像に置換えて表示する第２の状態とに制御するステップと、表示部に表示された画像に対
して接触操作がなされた場合に、接触操作をなされた画像に関連する個人情報と同じグル
ープに分類された個人情報に関連した画像を表示部に表示するステップとを含むことを特
徴とする。
【発明の効果】
【００２８】
　本発明によれば、携帯電話機において、電話番号を入力するための数字キーと個人情報
に関連付けられた画像が表示部に同時に表示される。これにより、携帯電話機において、
電話番号を入力するための標準的な画面に、特定の発信先（個人情報）については当該個
人情報に関連した動作を指示する操作子を表示させることができる。このことから、ユー
ザは、タッチパネルを操作することにより、電話番号等の入力とともに、画像を表示され
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ている個人情報に関連した動作を容易に指示できる。また、画像が数字キーと同時に表示
されることにより、ユーザは、当該画像が操作子として表示されていることを容易に認識
できる。したがって、携帯電話機のユーザビリティを高めることができる。
【００２９】
　また、本発明によれば、ユーザは、表示部に表示された画像に触れることによって、携
帯電話機に対して、画像が関連する個人情報の少なくとも一部を入力できる。これにより
、携帯電話機の表示部に表示される画像が、単に発信等の動作の操作子として利用される
だけでなく、当該画像が関連する個人情報の編集等の広い用途に利用されることも可能と
なる。したがって、携帯電話機のユーザビリティを高めることができる。
【００３０】
　また、本発明によれば、ユーザは、表示部に表示された画像に触れることによって、携
帯電話機に、画像が関連する個人情報を利用する処理についてのメニュー画面を表示させ
ることができる。これにより、携帯電話機の表示部に表示される画像が、単に発信等の動
作の操作子として利用されるだけでなく、当該画像が関連する個人情報を利用した種々の
処理の導入となるメニュー画面の表示に利用される。したがって、携帯電話機のユーザビ
リティを高めることができる。
【００３１】
　また、本発明によれば、ユーザは、表示部に表示された画像に触れることによって、携
帯電話機において当該画像に関連した個人情報と同じグループとして記憶されている個人
情報に関連した画像を表示部に表示させることができる。これにより、携帯電話機におい
て、表示部に表示された画像が、単に発信等に利用されるだけでなく、当該画像に関連付
けられている画像を表示部に表示させることにも利用される。したがって、携帯電話機の
ユーザビリティを高めることができる。
【００３２】
　また、本発明によれば、ユーザは、表示部に表示された画像に触れることによって、携
帯電話機をその画像に対応したモードに移行させることができる。これにより、携帯電話
機において、表示部に表示された画像が、単に発信等に利用されるだけでなく、モードの
変更にも利用される。したがって、携帯電話機のユーザビリティを高めることができる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００３３】
　以下に、図面を参照しつつ、本発明の実施の形態について説明する。以下の説明では、
同一の部品および構成要素には同一の符号を付してあり、特記する場合を除き、それらの
名称および機能も同じである。したがって、それらについての詳細な説明は繰返さない。
【００３４】
　［第１の実施の形態］
　図１は、本実施の形態の携帯電話機の正面図である。
【００３５】
　図１を参照して、携帯電話機１は、その本体１Ａの上部にアンテナ１０を備え、また、
正面にタッチパネル５を備える。タッチパネル５には、電波状態を示す電波状態アイコン
５２１、メニュー画面を表示させるためのメニューキー５２２、発信している電話番号な
どの携帯電話機１の状況に関する表示を行なう状況表示窓５２３、電話番号などの数字の
入力に利用される数字キー５０１～５１０、＊または♯を入力するための記号キー５１１
，５１２、タッチパネル５上に表示されたカーソル（図示略）の上下左右への移動に利用
されるマルチガイドボタン５２４、タッチパネル５の表示内容を切換えるために操作され
る切換キー５２５、および、通話などを終了させるために操作される終了キー５２６が表
示されている。メニューキー５２２、数字キー５０１～５１０、記号キー５１１，５１２
、マルチガイドボタン５２４、切換キー５２５、および、終了キー５２６のように、携帯
電話機１に対する情報の入力に利用されるキーを、本明細書では以下「操作子」と呼ぶ。
【００３６】
　図２は、携帯電話機１のハードウェア構成を模式的に示す図である。
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　携帯電話機１は、各部を制御するためにＣＰＵ（Central Processing Unit）などのマ
イクロプロセッサを含む制御部２、ＣＣＤ（Charge Coupled Device）を含み被写体を撮
影して画像データを出力するカメラ３、タッチパネル５の表示態様を制御する表示用ドラ
イバ４、タッチパネル５、タッチパネル５におけるユーザからの接触操作の位置を検出す
る位置検出部９、位置検出部９から入力された位置情報に対応した情報を制御部２に入力
する入力情報処理部６、種々のデータを記憶する記憶装置７、および、アンテナ１０を介
した通信を制御するための通信制御部８を含む。制御部２は、作業用メモリ２Ａを備える
。
【００３７】
　携帯電話機１は、周知の携帯電話機と同様に、通話機能、メール機能、Ｗｅｂ接続機能
（コンピュータ等のネットワークへの接続機能）、および、電話帳機能を有している。電
話帳機能では、たとえば人物などの名前、電話番号、メールアドレス、ＵＲＬ（Uniform 
Resource Locator）、画像等の種々のデータを、それぞれの人物などについて互いに関連
付けて記憶させることができる。なお、携帯電話機１は、電源のオン／オフなどのために
、本体１Ａの側面などに、タッチパネル５とは別に、操作ボタンを備えていてもよい。
【００３８】
　図３は、携帯電話機１における表示制御の内容を説明するための図である。
　図３を参照して、携帯電話機１では、タッチパネル５に対して、複数の表示領域が定義
されている。具体的には、携帯電話機１では、タッチパネル５に対して、表示領域９０１
～９１８の１８個の表示領域が設定されている。表示領域９０１～９１８には、複数の形
状の表示領域が含まれる。
【００３９】
　図４は、記憶装置７に記憶されるアドレス帳のデータを模式的に示す図である。
　図４を参照して、アドレス帳データでは、各個人について、メモリ番号、名前、電話番
号、Ｅ－ｍａｉｌアドレス、人物イメージ、および、その他の情報が、関連付けられて記
憶されている。
【００４０】
　携帯電話機１では、タッチパネル５の表示画面が基本画面（図１に示した画面）とイメ
ージ画面（図５を参照して後述する）との間で、タッチパネル５における表示内容が切換
えられる。
【００４１】
　なお、アドレス帳のデータの一部または全部が、記憶装置７ではなく、携帯電話機１か
ら着脱可能であって制御部２が読み取り可能なメモリカード等の記録媒体に記録されてい
ても良い。
【００４２】
　図５は、携帯電話機１のタッチパネル５にイメージ画面が表示された状態を示す図であ
る。図５を参照して、イメージ画面では、図１の基本画面において数字キーが表示されて
いた代わりに、図５に示されたイメージ画面では、顔アイコン６０１～６１２が表示され
ている。
【００４３】
　以下に、本実施の形態の携帯電話機１において実行される処理の内容を説明する。
　図６は、携帯電話機１の制御部２が実行する処理のフローチャートである。
【００４４】
　図６を参照して、携帯電話機１において電力を供給されると、制御部２は、まずステッ
プＳＡ１０１においてタッチパネル５に基本画面を表示させて、ステップＳＡ１０２に処
理を進める。
【００４５】
　なお、制御部２は、基本画面をタッチパネル５に表示させる場合に、表１に示すような
基本画面用テーブルを参照して、基本画面の表示データを生成する。
【００４６】
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【表１】

【００４７】
　表１は、図３に示した表示領域９０１～９１８のそれぞれにどのような画像を表示する
かを特定するための情報である。制御部２は、ステップＳＡ１０１において基本画面を表
示させる場合、基本画面用テーブルを参照して、各表示領域に表示させる画像を特定する
情報を読込み、そして、読込んだ情報に従って記憶装置７から画像データを読込み、そし
て、タッチパネル５の各領域に表示させる。
【００４８】
　具体的には、表１では、表示領域９０１～９１０には、それぞれ、「１」から「０」の
数字キーを表示する旨が示されている。また、表１では、表示領域９１１には「＊」キー
を、表示領域９１２には「♯」キーを、表示領域９１３には電波状態アイコンを、表示領
域９１４にはメニューキーを、表示領域９１５には状況表示窓を、表示領域９１６にはマ
ルチガイドボタンを、表示領域９１７には切換キーを、そして、表示領域９１８には終了
キーを、それぞれ表示する旨が示されている。
【００４９】
　そして、制御部２は、ステップＳＡ１０１で基本画面を表示させた後、ステップＳＡ１
０２で、タッチパネル５に対してキー操作があったか否かを判断する。そして、キー操作
があったと判断すると、ステップＳＡ１０３に処理を進める。
【００５０】
　ステップＳＡ１０３では、制御部２は、ステップＳＡ１０２において操作されたと判断
したキーが、切換キー５２５であったか否かを判断する。そして、切換キー５２５である
と判断するとステップＳＡ１０５へ、切換キー５２５ではなかったと判断すると、ステッ
プＳＡ１０４に処理を進める。
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　ステップＳＡ１０４では、制御部２は、ステップＳＡ１０２において操作されたと判断
したキーに応じた処理を実行して、ステップＳＡ１０１に処理を戻す。
【００５２】
　一方、ステップＳＡ１０５では、制御部２は、図５に示したようなイメージ画面をタッ
チパネル５に表示させて、ステップＳＡ１０６に処理を進める。
【００５３】
　ステップＳＡ１０６では、制御部２は、タッチパネル５に対して何らかのキー操作があ
ったか否かを判断し、あったと判断すると、ステップＳＡ１０７に処理を進める。
【００５４】
　ステップＳＡ１０７では、入力情報処理部６は、位置検出部９に、ステップＳＡ１０６
において操作があったと判断されたキーが、切換キー５２５であるか否かを判断する。そ
して、切換キー５２５であったと判断すると、ステップＳＡ１０１に処理を戻して、タッ
チパネル５に基本画面を表示させる。一方、切換キー５２５以外のキーであったと判断す
ると、ステップＳＡ１０８で、イメージ画面用処理を実行した後、ステップＳＡ１０１に
処理を戻す。なお、ステップＳＡ１０８におけるイメージ画面用処理の内容は、後述する
。
【００５５】
　以上説明した本実施の形態では、携帯電話機１は、比較的大きなタッチパネルを有する
ストレートタイプの携帯電話機であった。
【００５６】
　なお、本発明に従った携帯電話機は、ストレートタイプに限定されるものではなく、折
畳式の携帯電話機であってもよい。図７および図８に、本実施の形態の携帯電話機が折畳
式携帯電話機によって構成された際の表示内容を示す。
【００５７】
　図７および図８を参照して、折畳式携帯電話機である携帯電話機１００は、第１の筐体
２００と第２の筐体３００とが、連結部４００によって、折畳み可能に連結されている。
携帯電話機１００では、第１の筐体２００にはタッチパネル２００Ａが備えられ、第２の
筐体３００にはタッチパネル３００Ａが備えられている。
【００５８】
　主に図７を参照して、タッチパネル３００Ａには、通話などを終了させるための終了キ
ー３５１、タッチパネル３００Ａにおける表示内容を切換える切換キー３５２、通話を開
始するために操作される通話キー３５３、数字キー５０１～５１０および、記号キー５１
１，５１２が表示されている。
【００５９】
　携帯電話機１００では、図７に示された画面が基本画面であり、図８に示された画面が
イメージ画面である。図８に示されるように、イメージ画面では、基本画面で表示された
ボタンまたはキーの一部が人物画像に置換えられて表示されても良い。
【００６０】
　ここで、図６を参照して説明した、ステップＳＡ１０５でのイメージ画面を表示させる
際の制御部２が実行する処理の内容を説明する。
【００６１】
　携帯電話機１では、記憶装置７に、発信履歴が記憶されている。発信履歴の一例を、表
２に示す。
【００６２】
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【表２】

【００６３】
　携帯電話機１の記憶装置７では、最新の２０件の発信履歴が、発信した番号順に記憶さ
れる。表２には、発信順位が１から２０の２０件の履歴が記憶されている旨が示されてい
る。なお、表２に示されている２０件の履歴の中では、順位が下がるほど最新の発信履歴
に対応する。つまり、表２では、「Ａくん」が最も新しい発信履歴である。
【００６４】
　表３は、制御部２が図５に示したようなイメージ画面を表示するためのデータを生成す
るのに利用される情報である。
【００６５】

【表３】

【００６６】
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　表１と表３とを比較することによって理解されるように、表１では領域９０１～９１０
には数字キーが表示され、領域９１１，９１２には記号キーが表示されるように設定され
ているのに対して、表３では、領域９０１～９１２において発信履歴２０～発信履歴９の
それぞれに対応した人物画像が表示されるように設定されている。これにより、図５に示
したイメージ画面では、基本画面（図１）において数字キー５０１～５１０および記号キ
ー５１１，５１２の代わりに、人物画像が表示される。
【００６７】
　なお、表３から理解されるように、イメージ画面では、発信履歴の順番に従った順序で
各人物画像が表示される。つまり、基本画面において数字キーが表示されていた表示領域
９０１～９１０には、発信履歴テーブルにおいて２０位から９位の発信先に対応する人物
画像が、それぞれ表示される。
【００６８】
　なお、以上説明した本実施の形態では、数字キーおよび記号キーがすべて人物画像に置
換えられていたが、本発明におけるイメージ画面は、このような画面に限られない。
【００６９】
　イメージ画面は、たとえば、基本画面において表示された数字キーおよび／または記号
キーの、少なくとも一部を、人物画像に置換えて作成されてもよい。このような態様でイ
メージ画面を作成する場合に利用されるテーブルの一例を、表４に示す。
【００７０】
【表４】

【００７１】
　表４に示されたイメージ画面用テーブル（２）では、表１と比較して、基本画面用テー
ブルに対して、表示領域９１１および表示領域９１２に対応する表示内容のみが変更され



(11) JP 5030564 B2 2012.9.19

10

20

30

40

50

ている。具体的には、表４では、表示領域９１１，９１２には、それぞれ、発信履歴テー
ブルにおいて２０位，１９位の発信先が表示される旨が示されている。表４に示したイメ
ージ画面用テーブル（２）に従って作成されたイメージ画面を、図９に示す。
【００７２】
　図９では、タッチパネル５において、電波状態アイコン５２１、メニューキー５２２、
状況表示窓５２３、数字キー５０１～５１０、マルチガイドボタン５２４、切換キー５２
５、および、終了キー５２６とともに、人物画像６０１および人物画像６０２が表示され
ている。なお、図１に示された基本画面をさらに参照して、図９のイメージ画面では、人
物画像６０１は、記号キー５１１の代わりに表示され、また、人物画像６０２は、記号キ
ー５１２の代わりに表示されている。
【００７３】
　また、基本画面からイメージ画面に表示が変更される際に人物画像が表示される数は、
図５や図９に示されたものには限られない。たとえば、図１０に示されるように、イメー
ジ画面では、基本画面に対して、数字キーの一部とすべての記号キーとが人物画像に置換
えられて表示されてもよい。なお、図１０に示されたイメージ画面では、図１に示した基
本画面に対して、数字キー５０４～５１０および記号キー５１１，５１２が、人物画像６
０１～６０９に置換えられている。また、図１０に示されたイメージ画面は、表５に示す
イメージ画面用テーブル（３）が利用されて作成されている。
【００７４】
【表５】

【００７５】
　表５に示したイメージ画面用テーブル（３）では、表示領域９０１～９０３には数字キ
ーが表示され、表示領域９０４～９１２には、発信履歴の２０位～１２位の人物画像が表
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示されるように設定されている。また、イメージ画面用テーブル（３）では、表示領域９
１３，９１４，９１５，９１６，９１７，９１８には、それぞれ、電波状態アイコン、メ
ニューキー、状況表示窓、マルチガイドボタン、切換キー、終了キーが表示されるように
設定されている。
【００７６】
　また、基本画面とイメージ画面とにおいて、タッチパネル５に対して定義する表示領域
を変更させてもよい。図１１に、イメージ画面のためにタッチパネル５に対して定義され
る表示領域を模式的に示す。
【００７７】
　図１１を参照して、タッチパネル５に対して、表示領域９０１～９１５および表示領域
９１６Ａ，９１７Ａ，９１８Ａ，９１８Ｂが定義されている。そして、このように定義さ
れた各表示領域に対して、たとえば表６に示すようなイメージ画面用テーブル（４）が利
用されることにより、図１２に示すようなイメージ画面が生成され、表示される。
【００７８】

【表６】

【００７９】
　まず、図１１と表６とを参照して、表６では、図１１の表示領域９０１～９０３に対し
ては、数字キーを表示するよう設定されている。また、表示領域９０４～９１２に対して
は、発信履歴の２０位～１２位の人物画像を表示するように設定されている。また、表示
領域９１３，９１４，９１５には、それぞれ、電波状態アイコン、メニューキー、状況表
示窓が表示するよう設定されている。また、表示領域９１６Ａ，９１７Ａに対しては、そ
れぞれ、発信履歴が１１位，１０位の人物画像を表示させるように設定されている。そし
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て、表示領域９１８Ａ，９１８Ｂに対しては、それぞれ、終了キー，切換キーを表示する
ように設定されている。
【００８０】
　表６において以上のように設定されていることにより、この設定に従ったイメージ画面
では、図１２に示すように、上から、電波状態アイコン５２１、メニューキー５２２、状
況表示窓５２３、数字キー５０１～５０３、人物画像６０１～６１１、終了キー５２６、
および、切換キー５２５が表示される。
【００８１】
　タッチパネル５に対する領域の定義の態様のさらなる変形例を図１３に示す。
　図１３を参照して、タッチパネル５に対して表示領域９２１～９４２が設定されている
。そして、このように定義されている各表示領域に対して、表示する画像の設定の一例を
、表７に示す。
【００８２】
【表７】

【００８３】
　表７に示したイメージ画面用テーブル（５）では、表示領域９２１，９２２，９２３に
対しては、それぞれ、電波状態アイコン、メニューキー、状況表示窓を表示するように設
定されている。また、表示領域９２４～９４０に対しては、発信履歴の２０位～４位の人
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物画像をそれぞれ表示するように設定されている。また、表示領域９４１，９４２に対し
ては、それぞれ、終了キー、切換キーを表示するように設定されている。
【００８４】
　図１３に示したように定義された表示領域について表７に示したような設定がなされた
場合のメニュー画面の表示例を図１４に示す。
【００８５】
　図１４を参照して、タッチパネル５では、上から、電波状態アイコン５２１、メニュー
キー５２２、状況表示窓５２３、人物画像６０１～６１７、終了キー５２６、および、切
換キー５２５が表示される。
【００８６】
　さらに、イメージ画面では、状況表示窓に対応する表示領域を定義しなくてもよい。つ
まり、たとえば、図１５に示すように、タッチパネル５に対して、イメージ画面に対して
は、表示領域９５１～９７１が設定されることも考えられる。また、このように表示領域
が定義された場合の、表示される画像の設定の一例を、表８に示す。
【００８７】
【表８】

【００８８】
　表８に示したイメージ画面用テーブル（６）では、表示領域９５１，９５２に対しては
、電波状態アイコン、メニューキーがそれぞれ表示されるように設定される。また、表示
領域９５３～９６９には、それぞれ、発信履歴が２０位～４位の人物画像がそれぞれ表示
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されるように設定される。また、表示領域９７０，９７１には、終了キー、切換キーがそ
れぞれ表示されるように設定される。
【００８９】
　タッチパネル５に対して図１５に示したように表示領域が設定され、そして、表８に示
したように各表示領域に表示させる画像が設定された場合のイメージ画面の表示例を図１
６に示す。
【００９０】
　図１６を参照して、タッチパネル５では、上から、電波状態アイコン５２１、メニュー
キー５２２、人物画像６０１～６１７、終了キー５２６、および、切換キー５２５が表示
されている。
【００９１】
　以上説明したように、本実施の形態では、携帯電話機１のタッチパネル５において、主
に数字キーを表示する基本画面と、人物画像を含むイメージ画面とが、切換キー５２５を
操作されることによって、入替わるように表示される。なお、本実施の形態の携帯電話機
１では、タッチパネル５に対して、複数の表示領域が定義され、そして、各表示領域に対
して表示する画像が設定される。
【００９２】
　本実施の形態では、基本画面とイメージ画面は、タッチパネル５に対して同様の表示領
域が定義されることによって作成されてもよいし、図１１または図１３などを用いて説明
したように、タッチパネル５に対して異なる態様で定義された表示領域に基づいて作成さ
れてもよい。
【００９３】
　また、本発明に従った携帯電話機は、上記したようにストレートタイプのものに限定さ
れない。つまり、基本画面が作成される際にタッチパネルに対して定義される表示領域と
、イメージ画面が作成される際にタッチパネルに対して定義される表示領域の態様が異な
ることは、折畳式の携帯電話機に対しても適用することができる。たとえば図１７に示す
ように、イメージ画面では、基本画面（図７参照）において表示される数字キーおよび記
号キーの数よりも多くの数の人物画像が表示されてもよい。具体的には、図７に示した基
本画面では、１１個のキー（９個の数字キー（数字キー５０１～５１０）および２個の記
号キー（記号キー５１１，５１２））が表示されていたのに対し、図１７に示したイメー
ジ画面では、１５個の人物画像（人物画像６０１～６１５）が表示されている。
【００９４】
　次に、図６を参照して説明した、携帯電話機１におけるイメージ画面用処理（ステップ
ＳＡ１０８）の詳細な内容を説明する。
【００９５】
　図１８は、図５に示したイメージ画面に対して、ユーザが接触操作する状態を模式的に
示す図である。また、図１９は、図６のステップＳＡ１０８のイメージ画面用処理のサブ
ルーチンのフローチャートである。
【００９６】
　図１８および図１９を参照して、イメージ画面が表示されている状態で、ユーザからの
接触操作を受けると、入力情報処理部６は、ステップＳＢ１０１で、位置検出部９に、タ
ッチパネル５における操作位置を検出させる。そして、ステップＳＢ１０２で、操作され
た位置が、タッチパネル５において人物画像が表示されている位置であるか否かを判断し
、そうであると判断すると、ステップＳＢ１０４に処理を進め、そうではないと判断する
と、ステップＳＢ１２０に処理を進める。ステップＳＢ１２０では、制御部２は、操作さ
れた位置に応じた処理を実行して、処理をステップＳＡ１０８にリターンさせる。
【００９７】
　一方、ステップＳＢ１０４では、制御部２は、操作された位置に対応する人物画像につ
いて、アドレス帳の登録項目をチェックする。
【００９８】
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　次に、ステップＳＢ１０５で、制御部２は、タッチパネル５に、イメージ画面の代わり
に、メニュー画面を表示させる。メニュー画面の一例を、図２０に示す。
【００９９】
　図２０を参照して、メニュー画面では、タッチパネル５には、電波状態アイコン５２１
、メニューキー５２２、状況表示窓５２３、メニュー表示部７００、マルチガイドボタン
５２４、切換キー５２５、および、終了キー５２６が表示されている。なお、メニュー表
示部７００の中には、「発信」「メール」「アドレス帳編集」というメニューとともに、
カーソル７０１が表示されている。マルチガイドボタン５２４などを適宜操作することに
より、ユーザは、これらのメニューの中から１つのメニューを選択することができる。
【０１００】
　再度図１９を参照して、ステップＳＢ１０５でメニュー画面を表示した後、制御部２は
、ステップＳＢ１０６で、タッチパネル５に対する接触操作があったか否かを判断する。
そして、接触操作があったと判断すると、ステップＳＢ１０７に処理を進める。
【０１０１】
　ステップＳＢ１０７では、メニュー表示部７００に表示された「発信」のメニューを選
択する操作であったか否かを判断し、そのような操作であればステップＳＢ１０８へ、そ
のような操作ではないと判断するとステップＳＢ１１１へ、それぞれ処理を進める。
【０１０２】
　ステップＳＢ１０８では、制御部２は、ステップＳＢ１０４で登録項目をチェックした
人物の電話番号を読込み、ステップＳＢ１０９で、読込んだ電話番号をセットし、そして
、ステップＳＢ１１０で、当該電話番号を発信し、処理をステップＳＡ１０８へリターン
する。
【０１０３】
　ステップＳＢ１０９における発信処理が実行されている際のタッチパネル５の表示態様
を図２１に示す。図２１中のタッチパネル５では、窓７１０に、発信処理が実行されてい
ることを示すメッセージが表示されている。
【０１０４】
　なお、ステップＳＢ１０９における発信処理でセットされる電話番号は、ステップＳＢ
１０８で読込まれた電話番号であり、ステップＳＢ１０４で登録項目をチェックした人物
の電話番号である。なお、ステップＳＢ１０４において登録項目をチェックする人物は、
位置検出部９によって検出された操作位置に基づいて決定される。つまり、ステップＳＢ
１０９では、制御部２は、位置検出部９の位置検出と自らのデータ（電話番号）の読込み
とによって、ユーザによって接触操作された画像に対応する人物の電話番号を入力された
ことになる。
【０１０５】
　一方、ステップＳＢ１１１では、制御部２は、ステップＳＢ１０６での接触操作が、メ
ニュー表示部７００の中の「メール」を選択する操作であったか、つまり、メール送信を
行なうための操作であったか否かを判断し、そのような操作であったと判断するとステッ
プＳＢ１１２へ、そのような操作ではなかったと判断するとステップＳＢ１１６へ、それ
ぞれ処理を進める。
【０１０６】
　ステップＳＢ１１２では、制御部２は、ステップＳＢ１０４で登録項目をチェックした
人物の電子メールアドレスを、アドレス帳から読込み、ステップＳＢ１１３で、タッチパ
ネル５に、電子メール作成画面を表示させる。
【０１０７】
　そして、ステップＳＢ１１４で、制御部２は、電子メールを作成する処理を行なう。具
体的には、ユーザからの操作に応じて、電子メールの編集を行なう。
【０１０８】
　ステップＳＢ１１１～ステップＳＢ１１４の処理が実行される際のタッチパネル５の表
示態様を、図２２および図２３に示す。
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【０１０９】
　図２２は、携帯電話機１に対してメール送信を行なう旨の情報が入力される際の表示の
一例である。図２２では、メニュー表示部７００において、カーソル７０１が、「メール
」のメニューの上に表示されている。この状態で、マルチガイドボタンの真ん中のボタン
が操作されるなどすると、処理が、ステップＳＢ１１１からステップＳＢ１１２に進めら
れる。
【０１１０】
　図２３は、電子メールの編集画面を示す図である。タッチパネル５には、電波状態アイ
コン５２１およびメニューキー５２２とともに、電子メールを編集するための画面が表示
されている。具体的には、送信先のメールアドレスを表示するアドレス表示部７２１、電
子メールの本文を表示する本文表示部７２２、および、テキストまたは記号を入力するた
めのキー７３１～７４２が表示されている。キー７３１～７４２は、接触操作することに
より情報を入力できる操作子である。
【０１１１】
　再度図１９を参照して、ステップＳＢ１１４において、電子メールの作成が終了すると
、ステップＳＢ１１５で、制御部２は、作成した電子メールを送信するための処理を行な
い、処理をステップＳＡ１０８にリターンさせる。
【０１１２】
　一方、ステップＳＢ１１６では、ステップＳＢ１０６において検出された接触操作が、
メニュー表示部７００の「アドレス帳編集」に対応するものであったか、つまり、ユーザ
がアドレス帳の編集をするための操作を行なったか否かを判断し、そうであると判断する
とステップＳＢ１１７、そうではないと判断するとステップＳＢ１１９へ、それぞれ処理
を進める。ステップＳＢ１１９では、制御部２は、操作された位置に応じた処理を実行し
て、ステップＳＡ１０８に処理を戻す。
【０１１３】
　ステップＳＢ１１７では、制御部２は、アドレス帳を編集するための画面をタッチパネ
ル５に表示させる。そして、ステップＳＢ１１８で、制御部２は、アドレス帳を編集する
ための処理を実行する。具体的には、ユーザの操作に基づいて、アドレス帳の追加や、更
新を行なったりする。そして、その処理が終わると、制御部２は、ステップＳＡ１０８に
処理を戻す。
【０１１４】
　［第２の実施の形態］
　本発明の第２の実施の形態である携帯電話機は、第１の実施の形態である携帯電話機１
と、その外観およびハードウェア構成が同じである。
【０１１５】
　なお、本実施の形態の携帯電話機では、アドレス帳において、各人物のグループが設定
されている。本実施の形態の記憶装置７において記憶されているアドレス帳の内容を、図
２４に模式的に示す。
【０１１６】
　本実施の形態のアドレス帳では、人物画像に加え、グループが記憶されている。たとえ
ば、メモリ番号００１，００２の人物については、「仕事」というグループが設定されて
おり、また、メモリ番号００３の人物については、「趣味Ａ」というグループが設定され
ている。
【０１１７】
　本実施の形態においても、第１の実施の形態の携帯電話機１と同様に、基本画面とイメ
ージ画面を入れ替えて表示することができる。なお、本実施の形態では、イメージ画面が
表示されたときに、表示された人物画像を接触操作すると、タッチパネル５では、当該接
触操作された人物画像と同じグループに設定された人物の人物画像が表示されるようにな
る。
【０１１８】
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　このことを、図２５を参照して、詳細に説明する。
　図２５（Ａ）は、携帯電話機１において、イメージ画面が表示されている状態が示され
ている。この状態で、ユーザの手Ｈが、人物画像６０４に対して接触操作をしたとする。
【０１１９】
　すると、タッチパネル５における表示は、図２５（Ｂ）に示されるように変化する。つ
まり、図２５（Ａ）では、タッチパネル５に人物画像６０１～６１２が表示されていたの
に対し、図２５（Ｂ）では、接触操作された人物画像６０４と、人物画像６５１～６６７
が表示されている。なお、人物画像６５１～６６７は、人物画像６０４と、アドレス帳に
おいて、同じグループ（図２４の「仕事」「趣味Ａ」など）に設定されている人物の人物
画像である。そして、図２５（Ｂ）に示された画面に対してさらに、ユーザが、人物画像
６６２に対して接触操作を行なうことにより、人物画像６６２に対応した人物についての
、メニュー画面が表示される。このメニュー画面を、図２５（Ｃ）に示す。
【０１２０】
　図２５（Ｃ）では、タッチパネル５において、電波状態アイコン５２１、メニューキー
５２２、状況表示窓５２３、メニュー表示部７００、マルチガイドボタン５２４、および
、終了キー５２６が表示されている。状況表示窓５２３には、人物画像６６２に対応する
名前が表示されている。そして、メニュー表示部７００において、「発信」が選択される
操作がなされれば、人物画像６６２に対応した人に電話をかける処理がなされ、「メール
」が選択される操作がなされれば、人物画像６６２に対応する人物に電子メールを送信す
るための処理がなされ、「アドレス帳編集」を選択する操作がなされれば、人物画像６６
２に対応する人物のアドレス帳を編集する処理がなされ、「画像を添付」を選択する操作
がなされれば、人物画像６６２を添付ファイルとする電子メールの編集をするための処理
がなされる。
【０１２１】
　［第３の実施の形態］
　本発明の第３の実施の形態である携帯電話機は、以上説明した第１の実施の形態および
第２の実施の形態と、外観およびハードウェア構成は同じものである。
【０１２２】
　なお、本実施の形態の携帯電話機では、アドレス帳において、各人物について、複数の
人物画像を、それぞれモードに関連付けて登録できる。図２６に、本実施の形態の携帯電
話機におけるアドレス帳の一部を模式的に示す。
【０１２３】
　図２６を参照して、本実施の形態では、メモリ番号００２の人物について、３つの人物
画像が登録されている。なお、１つ目の人物画像は、「発信」に関連付けられ、２つ目の
人物画像は、「電子メール送信」に関連付けられ、そして、３つ目の人物画像は、「アド
レス帳編集」に関連付けられている。
【０１２４】
　本実施の形態の携帯電話機におけるイメージ画面では、各人物について、アドレス帳に
登録されている複数の人物画像が、所定時間ごとに入れ替えて表示される。
【０１２５】
　たとえば、図２７（Ａ）では、タッチパネル５において、人物画像６０２Ａが表示され
ている状態が示されている。なお、本実施の形態の携帯電話機におけるイメージ画面では
、人物画像６０２Ａの表示は、図２７（Ｂ）のタッチパネル５の中に表示された人物画像
６０２Ｂおよび図２７（Ｃ）のタッチパネル５の中に示された人物画像６０２Ｃと、所定
時間ごとに入れ替えられる。つまり、タッチパネル５において、人物画像６０２Ａの表示
が開始されてから所定時間が経過すると、人物画像６０２Ａの代わりに、人物画像６０２
Ｂが表示される。また、人物画像６０２Ｂの表示が開始されてから、所定時間が経過する
と、人物画像６０２Ｂの表示は、人物画像６０２Ｃの表示に入れ替えられる。また、人物
画像６０２Ｃの表示が開始されてから所定時間が経過すると、人物画像６０２Ｃの表示は
、人物画像６０２Ａの表示に入れ替えられる。図２８は、本実施の形態の携帯電話機にお
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ける、イメージ画面用処理のサブルーチンのフローチャートである。
【０１２６】
　第１の実施の形態では、ステップＳＢ１０２において、人物画像に対して操作がなされ
たと判断された場合、ステップＳＢ１０４に処理が進められた（図１９参照）。
【０１２７】
　一方、本実施の形態では、ステップＳＢ１０２において、人物画像に対して操作がなさ
れたと判断すると、制御部２は、ステップＳＢ１０３で、操作されたキーの画像に対応す
るモードをチェックする。つまり、操作された時点で、アドレス帳に登録されたどの人物
のどの画像に対して操作がされたかを判断し、そして、操作された画像に対応するモード
をチェックするのである。
【０１２８】
　そして、本実施の形態では、チェックしたモードが「発信」モードに対応するものであ
れば、当該モードに対応した処理（ステップＳＢ１０８～ステップＳＢ１１０）が実行さ
れ、チェックしたモードが「メール送信」モードであれば当該モードに対応した処理（ス
テップＳＢ１１１～ステップＳＢ１１５）が実行される。また、チェックされたモードが
「アドレス帳編集」モードであれば、当該モードに対応した処理（ステップＳＢ１１６～
ステップＳＢ１１８）が実行される。
【０１２９】
　以上説明した各実施の形態において説明された各処理は、制御部２が記憶装置７に記憶
されたプログラムを実行することにより実現される。なお、当該プログラムの一部または
全部が携帯電話機１（または１００）から着脱可能な記録媒体（メモリカード等）に記録
され、制御部２が当該記録媒体に記録されたプログラムを適宜読み出して実行することに
よって各処理が実現されても良い。また、上記した各実施の形態において、制御部２にお
いて各プログラムを実行するのと同じ機能を有するＬＳＩ（Large Scale Integration）
等のハードウェアが搭載されることによって各処理が実行されても良い。
【０１３０】
　また、以上説明した各実施の形態において、タッチパネル５に対して操作がなされた場
合に、操作された位置を検出する位置検出部９と検出された位置に応じた情報の読込み等
を行なう制御部２とによって、表示部に対する接触操作の内容に対応した情報を制御部に
入力する入力部が構成されている。
【０１３１】
　また、以上説明した各実施の形態では、発信履歴に応じた顔アイコンがタッチパネル５
に表示された。なお、携帯電話機１（または１００）では、着信履歴が記憶されていても
良く、また、イメージ画面用テーブルでは、着信履歴に関する人物画像が表示領域と関連
付けられていても良く、そして、イメージ画面では着信履歴に応じた顔アイコンがタッチ
パネル５に表示されても良い。
【０１３２】
　また、以上説明した各実施の形態では、発信履歴に対応した画像がすべて記憶装置７に
記憶されている例を示したが、発信履歴に対応するすべての画像が記録装置７に記憶され
ていなくても本発明は実施可能である。なお、このような場合、イメージ画面の中の、対
応する画像が記憶装置７に記憶されていない発信履歴に対応する表示領域には、予め定め
られた別の画像が表示されていても良いし、または、基本画面で表示させていた数字キー
等をそのまま表示させても良い。
【０１３３】
　今回開示された実施の形態はすべての点で例示であって制限的なものではないと考えら
れるべきである。本発明の範囲は上記した説明ではなくて特許請求の範囲によって示され
、特許請求の範囲と均等の意味および範囲内でのすべての変更が含まれることが意図され
る。また、以上説明した各実施の形態は、単独でも、可能な限り組合されても、実施可能
なものであると考えられる。
【図面の簡単な説明】
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【０１３４】
【図１】本発明の携帯電話機の第１の実施の形態の正面図である。
【図２】図１の携帯電話機のハードウェア構成を模式的に示す図である。
【図３】図１の携帯電話機のタッチパネルに対する表示領域の定義を説明するための図で
ある。
【図４】図１の携帯電話機に記憶されたアドレス帳の内容を模式的に示す図である。
【図５】図１の携帯電話機のタッチパネルに表示されるイメージ画面の一例を示す図であ
る。
【図６】図１の携帯電話機において実行される処理のフローチャートである。
【図７】図１の携帯電話機の変形例を示す図である。
【図８】図１の携帯電話機の変形例を説明するための図である。
【図９】図１の携帯電話機のタッチパネルに表示されるイメージ画面の他の例を示す図で
ある。
【図１０】図１の携帯電話機のタッチパネルに表示されるイメージ画面のさらに他の例を
示す図である。
【図１１】図１の携帯電話機のタッチパネルに対する表示領域の定義の他の例を説明する
ための図である。
【図１２】図１の携帯電話機のタッチパネルに表示されるイメージ画面のさらに他の例を
示す図である。
【図１３】図１の携帯電話機のタッチパネルに対する表示領域の定義のさらに他の例を説
明するための図である。
【図１４】図１の携帯電話機のタッチパネルに表示されるイメージ画面のさらに他の例を
示す図である。
【図１５】図１の携帯電話機のタッチパネルに対する表示領域のさらに他の例を説明する
ための図である。
【図１６】図１の携帯電話機のタッチパネルに表示されるイメージ画面のさらに他の例を
示す図である。
【図１７】図８に示した携帯電話機の変形例のさらなる変形例を説明するための図である
。
【図１８】図１の携帯電話機がイメージ画面を表示させている状態でユーザから操作され
る状態を説明するための図である。
【図１９】図６のイメージ画面用処理のサブルーチンのフローチャートである。
【図２０】図１の携帯電話機のタッチパネルに表示されるメニュー画面の一例を示す図で
ある。
【図２１】図１の携帯電話機において発信処理が行なわれている際のタッチパネルの表示
態様の一例を示す図である。
【図２２】図１の携帯電話機のタッチパネルに表示されるメニュー画面の他の例を示す図
である。
【図２３】図１の携帯電話機のタッチパネルに表示される電子メール編集画面を示す図で
ある。
【図２４】本発明の携帯電話機の第２の実施の形態において記憶されるアドレス帳の内容
を模式的に示す図である。
【図２５】本発明の携帯電話機の第２の実施の形態のタッチパネルの表示態様の一例を示
す図である。
【図２６】本発明の携帯電話機の第３の実施の形態のアドレス帳の記憶内容を模式的に示
す図である。
【図２７】本発明の携帯電話機の第３の実施の形態のタッチパネルにおける表示態様を説
明するための図である。
【図２８】本発明の携帯電話機の第３の実施の形態における、イメージ画面用処理のサブ
ルーチンのフローチャートである。
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【符号の説明】
【０１３５】
　１，１００　携帯電話機、２　制御部、３　カメラ、４　表示用ドライバ、５　タッチ
パネル、６　入力情報処理部、７　記憶装置、８　通信制御部、９　位置検出部、１０　
アンテナ、５０１～５１０　数字キー、５１１，５１２　記号キー、５２１　電波状態ア
イコン、５２２　メニューキー、５２３　状況表示窓、５２４　マルチガイドボタン、５
２５　切換キー、５２６　終了キー、６０１～６１７　人物画像、７００　メニュー表示
部、７０１　カーソル、７２１　アドレス表示部、７２２　本文表示部、７３１～７４２
　キー。

【図１】 【図２】
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【図３】 【図４】

【図５】 【図６】
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【図７】 【図８】

【図９】 【図１０】
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【図１１】 【図１２】

【図１３】 【図１４】
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【図１５】 【図１６】

【図１７】 【図１８】
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【図１９】 【図２０】

【図２１】 【図２２】
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【図２３】 【図２４】

【図２５】 【図２６】
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【図２７】 【図２８】
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