
(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　複数の項目をグループ分けして階層構造に形成し、ユーザの操作に応じて所定 階層の
項目をリスト表示する表示手段を備える通信端末装置において、
　上記階層の上記項目を リスト表示させるとき、現在
リスト表示されている上記 が属する を 、上
記項目を上記 表示開始位置より所定

と共に、上記 に
おける一番目の項目にカーソルを設定する制御手段
　を具えることを特徴とする通信端末装置。
【請求項２】
　
　
　
【請求項３】
　上記制御手段は、
　リスト表示させる上記項目が属する上記階層毎に 表示 位置を変える
　ことを特徴とする請求項１に記載の通信端末装置。
【請求項４】
　上記制御手段は、
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の

上記グループごとに上記表示手段に
項目 上記グループの名称 上記表示手段に表示し

グループの名称の 文字分だけ字下げして表示すること
によりリスト表示された各上記項目より左側に空白部分を設ける グループ

上記制御手段は、
上記グループの名称を上記表示手段における一行目の先頭から左詰めして表示する
ことを特徴とする請求項１に記載の通信端末装置。

上記項目の 開始



　

上記階層毎に
　ことを特徴とする請求項１に記載の通信端末装置。
【請求項５】
　上記制御手段は、
　

上記階層毎に

　ことを特徴とする請求項１に記載の通信端末装置。
【請求項６】
　上記制御手段は、
　リスト表示させる上記階層の項目が属する上記階層毎に表示させる文字 を変え
る
　ことを特徴とする請求項１に記載の通信端末装置。
【請求項７】
　上記制御手段は、
　表示されている上記項目が属する上記グループにおける最初の項目の前又は最後の項目
の次の項目に上記カーソルを移動させる旨の指示が上記ユーザの操作に応じてなされると
、前又は次の上記グループにおける上記項目をリスト表示する
　ことを特徴とする請求項１に記載の通信端末装置。
【請求項８】
　上記制御手段は、
　 グループの境界を示す を上記表示手段に表示させる
ことを特徴とする請求項 に記載の通信端末装置。
【請求項９】
　上記制御手段は、
　

　
【請求項１０】
　
　
　
【発明の詳細な説明】
【０００１】
【目次】
以下の順序で本発明を説明する。
発明の属する技術分野
従来の技術
発明が解決しようとする課題
課題を解決するための手段
発明の実施の形態
（１）第１実施例
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表示手段における所定の表示範囲内に表示されていない上記項目に上記カーソルを移動
する旨の指示が上記ユーザの操作に応じてなされると、上記グループの名称を上記表示手
段に表示したままで、上記表示手段に表示する画面をスクロールすることにより指示され
た上記項目に上記カーソルを移動させて表示すると共に、上記スクロールとしてページス
クロールと項目を順次シフトして行くようなスクロールとを 切り替える

表示手段における所定の表示範囲内に表示されていない上記項目に上記カーソルを移動
する旨の指示が上記ユーザの操作に応じてなされると、上記グループの名称を上記表示手
段に表示したままで、上記表示手段に表示する画面をスクロールすることにより指示され
た上記項目に上記カーソルを移動させて表示すると共に、上記表示範囲を 切
り替える

フォント
ようにして、表示手段に表示させる画像イメージを変化させる

上記 線、文字又は記号
７

表示されている上記項目が属する上記グループにおける最初の項目の前又は最後の項目
の次の項目に上記カーソルを移動させる旨の指示が上記ユーザの操作に応じてなされると
、前又は次のグループにおける上記項目をリスト表示すると共に、上記前のグループにお
ける最後の項目又は上記次のグループにおける最初の項目に上記カーソルを移動させる

ことを特徴とする請求項１に記載の通信端末装置。

上記制御手段は、
一番上に表示される上記項目を上記グループの名称の右側に表示する
ことを特徴とする請求項１に記載の通信端末装置。



（１－１）全体構成
（１－１－１）装置本体（図１及び図２）
（１－１－２）操作キー（図３～図５）
（１－２）メニユー表示（図６～図１０）
（１－３）動作及び効果
（２）第２実施例（図１１～図１６）
（３）他の実施例（図１７及び図１８）
発明の効果
【０００２】
【発明の属する技術分野】
本発明は通信端末装置に関し、例えば携帯電話装置においてメニユーに登録されている複
数の項目をリスト表示する際に適用して好適なものである。
【０００３】
【従来の技術】
近年、携帯電話装置の普及が著しく、それに伴つて多種多様の機能が携帯電話装置に付加
されるようになつてきている。その機能としては種々あるが、一例を上げれば次のような
ものがある。例えば名前毎に電話番号を登録し得る電話帳機能、短い電文を送信するシヨ
ートメツセージ送信機能、着呼を別の端末に転送する転送機能、発着信を制限する発着信
制限機能等がある。
通常、これらの機能はメニユーに登録されており、そのメニユーを読み出して順次所望の
項目を選択していけば、ユーザの希望に応じて任意に設定し得るようになされている。
【０００４】
【発明が解決しようとする課題】
ところで携帯電話装置に設けられているメニユーは、機能項目が増えたことや表示手段と
して設けられている液晶デイスプレイの行数及び桁数が少ないこともあつて、一般に関連
のある項目毎にグループ分けされて階層的に構成されている。そのため所定の機能項目を
設定しようとした場合、まずその機能項目が属するグループを選択し、そのグループ下に
ある項目リストを表示させる。そしてその項目リストをスクロールさせながら希望の機能
項目を捜し出し、その部分にカーソルを合わせてその機能項目を選択し、設定を行う。
【０００５】
ところが従来のメニユー表示では、上位階層であるグループの表示と下位階層である機能
項目の表示とで表示の仕方が同じであるため、希望の機能項目を捜し出しているときに現
在どの階層にいるかが分からなくなり、希望の機能項目を捜せ出せなくなるといつた不都
合がある。この問題は階層が増えて構造が複雑になればなるほど発生し、今後、機能増大
に伴つて機能項目数が増えれば益々起こり得ると考えられる。
【０００６】
本発明は以上の点を考慮してなされたもので、複数の項目をリスト表示する際、ユーザに
とつて目的の項目を捜しやすい表示を提供し得る通信端末装置を提案しようとするもので
ある。
【０００７】
【課題を解決するための手段】
　かかる課題を解決するため本発明においては、複数の項目をグループ分けして階層構造
に形成し、ユーザの操作に応じて所定 階層の項目をリスト表示する表示手段を備える通
信端末装置において、階層の項目を リスト表示させるとき、現
在リスト表示されている が属する 、項目を

表示開始位置より所定
と共に、 における一番目の項目にカー

ソルを設定するようにした。
【０００８】
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の
グループごとに表示手段に

項目 グループの名称を表示手段に表示し グルー
プ名の名称の 文字分だけ字下げして表示することによりリスト表示
された各項目より左側に空白部分を設ける グループ

このようにすることにより、表示されている項目が属する上位階層の名前を表示手段に



ユーザは画面イメージの違いを見て
これによつて目的の項目を捜しだすことができる。

【０００９】
【発明の実施の形態】
以下図面について、本発明の一実施例を詳述する。
【００１０】
（１）第１実施例
（１－１）全体構成
（１－１－１）装置本体
まず図１及び図２を用いて携帯電話装置１の全体構成及び回路構成を説明する。この携帯
電話装置１は大きく分けて装置本体２とその側面に回動（開閉）自在に取り付けられたア
ームマイク３とによつて構成されている。従つて使用時以外はアームマイク３を閉じるこ
とにより携帯電話装置１の大きさを一段と小型化できる。
【００１１】
このアームマイク３には開閉動作に連動してオンフツク又はオフフツクを制御する機能の
他、閉状態のとき特定キー以外の操作を無効とする機能（以下、キーロツク機能と呼ぶ）
が設けられている。因みに、このキーロツク状態はアームマイク３を開くことで解除でき
るようになされている。
このようなキーロツク機能を設けることにより、携帯電話装置１をポケツトや鞄の中に入
れたとき操作キーが誤つて押されて誤動作することを未然に防ぐことができる。
【００１２】
一方、装置本体２には各種の操作キー及び処理回路が設けられている。装置本体２の表面
にはアームマイク３と対をなすスピーカ４の他、液晶デイスプレイ（ＬＣＤ： Liquid Cry
stal Display）５及び各種の機能が割り当てられた複数の操作キー６が設けられ、さらに
その本体内部にはこれらを入出力装置とするＣＰＵ（ Central Processing Unit ）７が内
蔵されている。
【００１３】
ＣＰＵ７は液晶デイスプレイドライバ５Ａを介して液晶デイスプレイ５を制御し、操作キ
ー６から入力された指示に応じた情報を適切な大きさの文字フオントで表示する。またＣ
ＰＵ７は送受信回路部１０を制御し、これに接続されたアンテナ１１を介して基地局装置
との間で情報を送受信する。このようなＣＰＵ７はＲＯＭ（ Read Only Memory）８に記憶
されているプログラムやＲＡＭ（ Random Access Memory）９に読み込んだデータに基づい
て動作するようになされている。因みに、ＣＰＵ７にはカードソケツト１３が接続されて
おり、これに挿入された加入者ＩＤカード１２（この実施例の場合にはＳＩＭ（ Subscrib
er Identity Module）カード）から加入者に関する一切の管理情報を読み出して制御に用
いるようになされている。
【００１４】
因みに、液晶デイスプレイ５には例えば４０ドツト×９７ドツトの画素がマトリクス状に
配列されたものが用いられており、これらのドツトを利用して２種類のフオントで情報を
表示し得るようになされている。１つは１文字を例えば縦７ドツト×横５ドツトで表示す
る小フオントであり、もう１つは１文字を例えば縦１５ドツト×横８ドツトで表示する大
フオントである。従つて小フオントを用いれば縦５文字、横１６文字の文字（すなわち５
行×１６桁の文字）を表示することができ、大フオントを用いれば縦２文字、横１０文字
の文字（すなわち２行×１０桁の文字）を表示することができる。
【００１５】
ここで大フオントは原則としてユーザが入力した文字を表示するのに用いられ、小フオン
トは装置側のメツセージ等を表示するのに用いられる。但し、ユーザが入力した文字数が
所定数（例えば２０文字程度）を越えると、フオントサイズは自動的に大フオントから小
フオントに切り換えられる。
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表示するため、ユーザは当該上位階層の名前を目安として目的の項目を捜しやすくなると
共に、 どの階層の項目が現在表示されているか分かり
やすくなり、



このようなフオントの切換機能を設けることにより、入力文字数が少ない間は大きな文字
で入力内容を確認しながら入力でき、誤入力を減らすことができる。また文字数が多い場
合にも同一項目についての入力情報を１画面上で確認でき、入力内容の把握が容易にでき
る。
【００１６】
（１－１－２）操作キー
続いて装置本体２に設けられている操作キー６について説明する。この実施例の場合、操
作キー６は次の１０個のキーで構成されている。すなわち電源キー６Ａ、「０」～「９」
の数字キー６Ｂ、「♯」キー６Ｃ、「＊」キー６Ｄ、センドキー６Ｅ、エンドキー６Ｆ、
メニユーキー６Ｇ、クリアキー６Ｈ、録音キー６Ｉ及びジヨグダイアル６Ｊの１０個で構
成されている。このうち操作キー６Ａ～６Ｈまでは装置本体２の前面に配置されており、
残る２個の操作キー６Ｉ及び６Ｊは装置本体２の側面に配置されている。
【００１７】
各操作キーに割り当てられている主な機能は次の通りである。まず電源キー６Ａは装置本
体２の内部回路に電源を投入するのに用いられるキーであり、１度目の押下操作で電源が
投入され、２度目の押下操作で電源の供給を切るようになされている。但し、電源キー６
Ａによつて電源が投入された後、３０秒間に亘つてユーザからパーソナルアイデンテテイ
番号（ＰＩＮ： Personal ID Number）が入力されなかつた場合には、ＣＰＵ７がこれを検
知して自動的に電源を切るようになされている。これにより誤動作によつて電源が入つた
ままの状態になることを防止し得る。
【００１８】
次に１０個の数字キー６Ｂについて説明する。これら１０個の数字キー６Ｂは数字の入力
の他、アルフアベツトの入力に用いられる。この実施例の場合、「０」及び「１」キーを
除く８つの数字キー「２」～「９」に複数のアルフアベツトがそれぞれ割り当てられてお
り、これらによつてアルフアベツトを入力し得るようになされている。例えば「２」キー
には「ａ」～「ｃ」、「３」キーには「ｄ」～「ｆ」が割り当てられ、他のキーにも同様
にアルフアベツトが割り当てられている。
アルフアベツトを入力する際には同じキーを１回押すことで１番目の文字を入力でき、２
回押すことで２番目の文字を入力でき、３回押すことで３番目の文字を順送りに入力でき
るようになされている。
【００１９】
センドキー６Ｅは数字キー６Ｂによつてマニユアル入力された電話番号や、或いは電話帳
リスト画面で選択された相手先電話番号に発呼動作する際の動作開始指示を入力するため
のキーであり、この他にも過去のダイヤル履歴等を呼び出す際にも用いられる。
エンドキー６Ｆは通話終了指示を入力するためのキーである。因みに、通話終了指示はア
ームマイク３を閉じることによつても入力できるようになされている。
【００２０】
メニユーキー６Ｇは液晶デイスプレイ５に表示させる画面を初期画面とメニユー画面との
間で切り換えるのに用いられるキーである。通常、携帯電話装置１では初期画面として例
えば時刻等を表示しているが、この状態でメニユーキー６Ｇを押すと、各種機能項目を設
定するためのメニユー画面に表示を切り換えることができる。またこのようにメニユー画
面を表示している最中にメニユーキー６Ｇを押すと、どの画面にあつても直ちに初期画面
に戻ることができる。
【００２１】
またメニユーキー６Ｇにはキーロツク状態を解除できる唯一の操作キーとしての機能が割
り当てられている。すなわち上述したようにアームマイク３が閉じられた状態では、通常
、キーロツク状態になつているが、メニユーキー６Ｇを押せばキーロツク状態を脱してキ
ーアクテイブ状態に移行することができる。
【００２２】
録音キー６Ｉは通話中の会話を録音する場合と、その録音したものを再生する場合に用い
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られるキーであり、装置本体２を保持した手でそのまま操作できるように当該装置本体２
の上面のうちアームマイク３と反対側に取り付けられている。
【００２３】
最後に１０個の操作キーのうち中心的な機能を有するジヨグダイアル６Ｊについて説明す
る。ジヨグダイアル６Ｊは装置本体２の側面のうちアームマイク３の反対側上部であつて
スピーカ４の近傍位置に設けられており、録音キー６Ｉと同様に装置本体２を保持した手
でそのまま操作できるようになされている。
【００２４】
このジヨグダイアル６Ｊは円周方向及び半径方向についてそれぞれ独立に操作できるよう
になされたもので、図３に示すように、回転軸Ｏを中心とする円周方向（矢印Ａ及び矢印
Ｂ）に回動する円板状の部材（ロータリーエンコーダを構成する）と、半径方向（矢印Ｃ
及び矢印Ｄ）にスライドし得るスライド板（図示せず）と、スライドスイツチＳＷとによ
つて構成されている。
【００２５】
因みに、スライド板及びスライドスイツチＳＷは矢印Ｃの方向に付勢されている。また回
転軸Ｏはスライド板に対して固定されており、ジヨグダイアル６Ｊが矢印Ｄの方向に押さ
れた場合にはロータリーエンコーダがスライド板と一体にスライドしてスライドスイツチ
ＳＷを押し下げ、オン状態に制御できるようになされている。ＣＰＵ７はこのスライドス
イツチＳＷのオンオフ状態を検出することによつてジヨグダイアル６Ｊがクリツクされた
か否かを判別している。
【００２６】
スライド板と一体にスライドするロータリーエンコーダは、図４に示すように、２枚の円
板６Ｊ１及び６Ｊ２によつて構成されている。このうち円板６Ｊ１は円板６Ｊ２の上面に
積層された可動部材であり、スライド板に固定された円板６Ｊ２に対して相対的に回動し
得るように取り付けられている。ここで可動側の円板６Ｊ１には１組の対向電極６Ｊ２１
が設けられている。この対向電極６Ｊ２１は組み立てたとき、円板６Ｊ２の円周に沿つて
設けられた２０組の対向電極６Ｊ２２と摺接し得るようになされている。因みに、固定側
の円板６Ｊ２に設けられた対向電極６Ｊ２２は内周側と外周側とで位置がわずかづつずれ
て形成されている。
【００２７】
従つてジヨグダイアル６Ｊを矢印Ａの方向に回すと対向電極６Ｊ２２から出力される電位
は、図５（Ａ）に示すように、内周側の電位が先に接地電位に立ち下がるのに対し、矢印
Ｂの方向に回すと、図５（Ｂ）に示すように、外周側の電位が先に接地電位に立ち下がる
。これを利用して内周側の電位と外周側の電位のいずれが先に立ち下がるかを検出するこ
とにより、ジヨグダイアル６Ｊでは回動方向を検出するようになされている。またジヨグ
ダイアル６Ｊの回転量は外周側の電極から出力されるパルスの数をカウントすることによ
り検出し得るようになされている。
【００２８】
続いてジヨグダイアル６Ｊを用いた代表的な操作例を説明する。まず液晶デイスプレイ５
に各種リスト画面が表示されている状態で、ジヨグダイアル６Ｊを円周方向にアツプ又は
ダウン操作することにより当該液晶デイスプレイ５に表示されているカーソルを上下方向
に移動することができるようになされている。この場合、この状態でジヨグダイアル６Ｊ
を半径方向に押せば（以下、これをクリツクと呼ぶ）、カーソルの位置する項目に関する
詳細情報やクリツクした項目の下位階層の項目の読み出しをＣＰＵ７に指示することがで
きる。
また通話中にジヨグダイアル６Ｊを円周方向に回動操作することにより受話音量の大きさ
を調整することができるようになされている。また通話中にジヨグダイアル６Ｊをクリツ
クすることによりミユートができるようになされている。
【００２９】
（１－２）メニユー表示
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この携帯電話装置１では、近年の携帯電話の高機能化の流れを受けて例えば電話帳機能や
転送機能、或いはシヨートメツセージ送信機能や発着信制限機能等といつた各種機能が設
けられている。これらの機能はメニユー内に登録されており、メニユー画面を呼び出すこ
とによつてユーザのニーズに合わせて随時設定し得るようになされている。
【００３０】
ここでこの携帯電話装置１におけるメニユーについて説明する。但し、ここではメニユー
の構造及びその表示方法についてだけ説明し、機能項目の内容については説明を省略する
。まず図６に示すように、この携帯電話装置１のメニユーは、関連する機能項目毎に１０
個のグループに分けられ、その各グループ下に各機能項目が収められるようになされてお
り、いわゆる階層構造によつて形成されている。例えばグループ１の下位階層には機能項
目１～ｘが収められ、グループ２の下位階層には機能項目１～ｙが収められるといつた具
合である。
【００３１】
ところでこのように階層構造を持つメニユーの場合には、「発明が解決しようとする課題
」の項で述べたように、通常、リスト表示したときにどの階層にいるかが分からなくなる
おそれがある。そのためこの携帯電話装置１では、階層の深さによつて画面のイメージを
変えることにより現在メニユー内のどの階層にいるのかを分かりやすくするようにしてい
る。
その具体的な表示方法について図７～図９に示すメニユー画面のイメージ図を用いて説明
する。
【００３２】
まずこの携帯電話装置１では、メニユーキー６Ｇを押すと、図７（Ａ）に示すように、グ
ループ１～５までの各グループ名がメニユー画面の１頁目として液晶デイスプレイ５に表
示される。その際、現在選択されている部分を表すカーソル（すなわち白黒反転表示して
いる部分）は１行目のグループ１のところに位置するようになされており、また各グルー
プ名は各行の先頭から左詰めで表示されるようになされている。
【００３３】
この１頁目の表示においてジヨグダイアル６Ｊを上方向又は下方向に回転させると（以下
、これをアツプ又はダウン操作と呼ぶ）、カーソルを上方又は下方に移動することができ
る。例えば図７（Ａ）に示す状態でジヨグダイアル６Ｊを１回ダウン操作すると、図７（
Ｂ）に示すように、カーソルを１行下げてグループ２のところに移動することができる。
さらにこの状態からジヨグダイアル６Ｊを１回ダウン操作すると、図７（Ｃ）に示すよう
に、カーソルをさらに１行下げてグループ３のところに移動することができる。同様にジ
ヨグダイアル６Ｊを順次ダウン操作して行くと、図７（Ｄ）や図７（Ｅ）に示すように、
カーソルを４行目のグループ４のところや５行目のグループ５のところに移動することが
できる。
またこれとは逆にジヨグダイアル６Ｊをアツプ操作して行くと、図７（Ｅ）～（Ａ）に示
すように、カーソルを順に一行ずつ上方に移動することができる。
【００３４】
図７（Ｅ）に示すようにメニユー画面の１頁目の終わりであるグループ５のところにカー
ソルがある状態でジヨグダイアル６Ｊを１回ダウン操作すると、今度は図７（Ｆ）に示す
ようにグループ６～１０までがメニユー画面の２頁目として表示される。その際、２頁目
も１頁目と同様に各グループ名は各行の先頭から左詰めで表示される。
【００３５】
またこの２頁目においてもジヨグダイアル６Ｊをアツプ又はダウン操作すると、カーソル
を上方又は下方に移動することができる。例えば図７（Ｆ）に示す状態でジヨグダイアル
６Ｊを１回ダウン操作すると、図７（Ｇ）に示すように、カーソルを２行目のグループ７
のところに移動することができる。さらにこの状態でジヨグダイアル６Ｊを１回ダウン操
作すると、図７（Ｈ）に示すように、カーソルを３行目のグループ８のところに移動する
ことができる。同様にジヨグダイアル６Ｊを順次ダウン操作して行くと、図７（Ｉ）や図
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７（Ｊ）に示すように、カーソルを４行目のグループ９のところや５行目のグループ１０
のところに移動することができる。
またこの２頁目においても、これとは逆にジヨグダイアル６Ｊを順にアツプ操作して行く
と、図７（Ｊ）～（Ｆ）に示すように、カーソルを順に一行ずつ上方に移動することがで
きる。
【００３６】
ここでこの携帯電話装置１では、所望のグループ名のところにカーソルを合わせてジヨグ
ダイアル６Ｊをクリツク操作すると、そのグループの下位階層の項目を表示するようにな
されている。例えば図７（Ｊ）に示すようにカーソルがグループ１０のところにある状態
でジヨグダイアル６Ｊをクリツク操作すると、図７（Ｋ）に示すように、そのグループ１
０の下にある機能項目を表示する。
【００３７】
その際、液晶デイスプレイ５の１行目にはその機能項目が収められている上位階層の名前
、すなわちこの場合にはグループ名が表示されるようになされており、２行目から５行目
にかけて各機能項目が表示されるようになされている。このようにして液晶デイスプレイ
５の１行目に上位階層の名前を表示することにより、ユーザはこれを見て現在下位階層に
いるか否かを容易に理解し得ると共に、何処の階層下にいるかを容易に理解し得る。
また各機能項目は各行の先頭から２文字分字下げして表示するようになされている。この
ようにして上位階層と下位階層とで表示フオーマツトを変えることにより、ユーザはグル
ープ名を読まなくても一目で下位階層にいることを理解し得る。
【００３８】
ここで下位階層において機能項目を選ぶ時のスクロール表示について説明する。ジヨグダ
イアル６Ｊをクリツク操作して最初に機能項目を表示させたとき、図８（Ａ）に示すよう
に、機能項目としては１番目から４番目の４つの項目が表示され、そのうち１番目の項目
のところにカーソルが表示されるようになされている。この状態でジヨグダイアル６Ｊを
１回ダウン操作すると、図８（Ｂ）に示すように、カーソルを１行下げて２番目の項目の
ところに移動することができる。さらにこの状態でジヨグダイアル６Ｊを１回ダウン操作
すると、図８（Ｃ）に示すように、カーソルをさらに１行下げて３番目の項目のところに
移動することができる。
【００３９】
ところで機能項目の表示に関してはグループ表示のときのようなページスクロールにはな
つておらず、ジヨグダイアル６Ｊをダウン操作して行つたとき、途中から機能項目リスト
を上方にシフトして行くことによつて機能項目リスト全体をスクロールするようになされ
ている。すなわち図８（Ｃ）に示すように３番目の項目のところにカーソルがある状態で
ジヨグダイアル６Ｊを１回ダウン操作すると、図８（Ｄ）に示すようにカーソルを画面内
で下げず（すなわち画面内の上から４行目に止める）、逆に機能項目リストを上方に１段
シフトし、これによつてカーソルを４番目の項目のところに移動する。因みに、この場合
、画面内の１行目に表示されているグループ名はスクロールされず、機能項目リストだけ
がスクロールされる。
【００４０】
図８（Ｄ）に示す状態でさらにジヨグダイアル６Ｊをダウン操作すると、図８（Ｅ）に示
すように、同様にカーソル自体を下げずに機能項目リストを１段上方にシフトし、これに
よつてカーソルを５番目の項目のところに移動する。以下同様にしてジヨグダイアル６Ｊ
をダウン操作して行くと、図８（Ｆ）～（Ｇ）に示すように、機能項目リストを１段ずつ
上方にシフトして行くことによつてカーソルを６番目、７番目の項目のところに順に移動
して行く。
【００４１】
図８（Ｇ）に示すように最後の機能項目である８番目の項目が画面の５行目に表示された
場合、ジヨグダイアル６Ｊをダウン操作すると、今度は図８（Ｈ）に示すように、機能項
目リストをシフトせずにカーソルを１行下げ、これによつてカーソルを８番目の項目のと
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ころに移動する。このように最後の機能項目に関してはカーソルの位置を変えるようにし
た理由は、画面内のカーソル位置によつて機能項目の最後であることを容易に知り得るよ
うにするためである。
【００４２】
図８（Ｈ）に示すように最後の機能項目のところにカーソルがある状態でさらにジヨグダ
イアル６Ｊをダウン操作すると、図８（Ｉ）に示すように、再び始めに戻つて１番目から
４番の項目が表示される。その際、カーソルは画面内の２行目、すなわち１番目の項目の
ところに表示される。以下同様にしてダウン操作すると、図８（Ｊ）、図８（Ｃ）、……
の順でカーソルが移動して行く。
このようにしてカーソルを所望の機能項目に合わせた後、ジヨグダイアル６Ｊをクリツク
操作すると、その機能項目の設定モードに入り込み、その機能についての設定が行える。
例えば図８（Ｊ）に示すように、２番目の項目のところでクリツク操作を行えば、その２
番目の項目の設定モードに入り込み、その設定が行える。
【００４３】
これに対してジヨグダイアル６Ｊをアツプ操作した場合には、機能項目は図９に示すよう
にスクロール表示される。すなわち図９（Ａ）に示すように機能項目を最初に表示した状
態でジヨグダイアル６Ｊをアツプ操作すると、図９（Ｂ）に示すように機能項目のうちの
後の４項目（すなわち５番目から８番目の項目）が表示される。その際、カーソルは画面
内の上から５行目、すなわち８番目の項目のところに表示される。
【００４４】
この状態でさらにジヨグダイアル６Ｊをアツプ操作して行くと、カーソルが順に１行ずつ
上方に移動し、図９（Ｃ）や図９（Ｄ）に示すように７番目、６番目の項目のところに順
に移動して行く。
この図９（Ｄ）に示す状態でさらにジヨグダイアル６Ｊをアツプ操作すると、今度は図９
（Ｅ）に示すようにカーソルを画面内で上げず（すなわち画面内の上から２行目の止める
）、逆に機能項目リストを下方に一段シフトし、これによつてカーソルを５番目のところ
に移動する。因みに、この場合にも、画面の１行目に表示されているグループ名はスクロ
ールされず、機能項目リストだけがスクロールされる。
【００４５】
以下同様にしてジヨグダイアル６Ｊを順にアツプ操作して行くと、図９（Ｆ）～図９（Ｈ
）に示すように、機能項目リストを１段ずつ下方にシフトして行くことによつてカーソル
を４番目、３番目、２番目の項目のところに順に移動して行く。
図９（Ｈ）に示すように機能項目の１番目が画面の２行目に表示された場合、ジヨグダイ
アル６Ｊをアツプ操作すると、今度は図９（Ｉ）に示すように、機能項目をシフトさせず
にカーソルを１行上げ、これによつてカーソルを１番目の項目のところに移動する。この
ように１番最初の機能項目に関してはカーソルの位置を変えるようにした理由は、画面内
のカーソル位置によつて機能項目の最初であることを容易に知り得るようにするためであ
る。
【００４６】
図９（Ｉ）に示すように最初の機能項目のところにカーソルがある状態でさらにジヨグダ
イアル６Ｊをアツプ操作すると、図９（Ｊ）に示すように、再び８番目の項目が表示され
、その部分にカーソルが表示される。以下同様にしてアツプ操作すると、図９（Ｃ）、図
９（Ｄ）、……の順でカーソルが移動して行く。
このようにしてカーソルを所望の機能項目に合わせた後、ジヨグダイアル６Ｊをクリツク
操作すると、上述したようにその機能項目の設定モードに入り込み、その機能についての
設定を行える。
【００４７】
ここでこれらのメニユー画面の表示はＣＰＵ７による表示制御によつて行われるが、その
際の処理手順について図１０に示すフローチヤートを用いて説明する。
まずステツプＳＰ１から入つたステツプＳＰ２において、ユーザによつてメニユーキー６
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Ｇが押されると、ＣＰＵ７はこれを受けて続くステツプＳＰ３に進み、ここでメニユーの
上位階層であるグループを液晶デイスプレイ５にリスト表示する。その際、メニユー画面
の１頁目としてまずグループ１～５までを表示する。
この表示の後、続くステツプＳＰ４においてユーザがジヨグダイアル６Ｊを操作してアツ
プ又はダウンを入力すると、ＣＰＵ７はこれを受けて続くステツプＳＰ５に進み、ここで
画面内に表示されているカーソルを移動する。その際、アツプ又はダウンで指定される移
動量がメニユー画面の２頁目に及ぶ場合には、２頁目であるグループ６～１０に表示を切
り換えてカーソルを移動する（すなわちページをめくるようにしてグループを表示し、カ
ーソルを移動する）。
【００４８】
ステツプＳＰ６において、希望するグループのところにカーソルを合わせた後にユーザが
ジヨグダイアル６Ｊをクリツク操作すると、そのグループが確定され、ＣＰＵ７は続くス
テツプＳＰ７に進む。
ステツプＳＰ７では、その確定されたグループの下位にある機能項目を、先程のグループ
表示と画面イメージを変えてリスト表示する。具体的には、上述したように画面の１行目
にグループ名を表示し、画面の２行目～５行目にかけて機能項目を表示する。また各機能
項目は各行の先頭から字下げして表示する。
【００４９】
このように機能項目を表示した後、ステツプＳＰ８においてユーザがジヨグダイアル６Ｊ
を操作してアツプ又はダウンを入力すると、ＣＰＵ７はこれを受けて続くステツプＳＰ９
に進み、ここで画面内に表示されているカーソルを移動する。その際、現在画面上に表示
されている機能項目以外の部分にカーソルを移動するようなアツプ又はダウンの指示を受
けた場合には、機能項目リストの方を順次シフトすることによつて指示された項目部分を
表示し、その項目部分にカーソルを移動する。すなわち機能項目に関しては、グループ表
示のときのようにページをめくるようにして表示するのではなく、機能項目リストを順次
シフトして行くことによつて所望の機能項目を表示する。
【００５０】
ステツプＳＰ１０において、希望する機能項目のところにカーソルを合わせた後にユーザ
がジヨグダイアル６Ｊをクリツク操作すると、その機能項目が確定され、ＣＰＵ７はその
機能項目を設定するための設定モードに入り込む。これが終わると続くステツプＳＰ１１
に進んでメニユー表示の処理手順を終了する。
【００５１】
（１－３）動作及び効果
以上の構成において、この実施例の場合には、メニユーキー６Ｇが押されると、まずメニ
ユーの上位階層であるグループをリスト表示する。ユーザがジヨグダイアル６Ｊを操作し
てカーソルを所望のグループのところに合わせた後、クリツク操作をすると、今度はその
選んだグループの下にある機能項目をリスト表示する。その状態で再びジヨグダイアル６
Ｊを操作してカーソルを所望の機能項目のところに合わせた後、クリツク操作すると、そ
の選んだ機能項目の設定モードに入り込み、その機能項目に対する設定を行うことができ
る。
【００５２】
ところでこの実施例の場合には、上位階層であるグループを表示する場合とそのグループ
の下位階層である機能項目を表示する場合とで画面イメージを変えている。具体的には、
グループを表示する際にはグループ名を左詰めして画面の上から順にリスト表示するのに
対し、機能項目を表示する際には画面の一番上の行にその機能項目の上位階層であるグル
ープ名を表示し、かつ機能項目については行の先頭から字下げして表示する。
【００５３】
このように下位階層の機能項目を表示する際には上位階層のグループ名を表示するように
したことにより、ユーザはそのグループ名を見て現在下位階層の機能項目が表示されてい
ることを容易に知り得ると共に、どの上位階層の下の機能項目が表示されているかを容易
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に知り得る。
また下位階層の機能項目を表示する際には各機能項目を行の先頭から字下げして表示し、
行の先頭に空白部分を設けるようにしたことにより、ユーザはグループ名を読まずとも表
示を一目見て、下位階層である機能項目が現在表示されていることを容易に知り得る。
【００５４】
またこの実施例の場合には、上位階層であるグループを表示する際にはページを１枚ずつ
めくつて行くようなページスクロールを行い、下位階層である機能項目を表示する際には
機能項目を順次シフトして行くようなスクロールを行うようにしている。このようにして
上位階層のグループを表示する場合と下位階層の機能項目を表示する場合とでスクロール
の仕方を変えるようにしたことにより、ユーザはこれを見て上位階層が表示されているの
か下位階層が表示されているのかを知り得る。
【００５５】
以上の構成によれば、上位階層の項目を表示する場合と下位階層の項目を表示する場合と
で画面イメージを変えるようにしたことにより、どの階層が現在表示されているかが容易
に分かり、これによつて目的の項目を容易に捜すことができる。かくするにつき複数の項
目をリスト表示する際、ユーザにとつて目的の項目を捜しやすい表示を提供し得る携帯電
話装置を実現し得る。
【００５６】
（２）第２実施例
上述の第１実施例においては、メニユーを階層的な構造にし、その構造に従つて階層的に
表示した場合について述べたが、この第２実施例においては、メニユーをグループ分けし
ただけの平面的な構造にし、グループ名とそれに属する項目名とを同時に表示することに
よつて目的の項目を捜しやすくする。
【００５７】
まず図１１を用いてこの第２実施例におけるメニユーについて説明する。この第２実施例
の場合には、図１１に示すように、関連する項目毎に機能項目を例えば３つのグループに
分ける。但し、第１実施例のように各グループの下に機能項目が収められるようにするの
ではなく、単に機能項目をグループ分けするだけである。例えばグループ１は６つの機能
項目からなり、グループ２は７つの機能項目からなり、グループ３は３つの機能項目から
なるようにグループ分けする。このようにグループ分けした上でグループ名と機能項目名
とを同時に表示する。
【００５８】
すなわちこの実施例の場合には、図１１に示すメニユーの構造そのものを１つのリストと
し、そのリストを順次スクロールして行つて全機能項目を表示するようにする。このため
ユーザとしてはグループ名と機能項目名の両方を同時に見ることができ、その２つの情報
を元にして現在表示されている部分と目的の機能項目との位置的な差を容易に判断し、目
的の機能項目を容易に捜し出すことができる。
【００５９】
なお、第１実施例の場合にもグループ名を表示するために現在表示されている部分と目的
の機能項目との位置的な差を容易に判断し得るという点においては同じであるが、第１実
施例の場合には、基本的に階層構造であるため、目的の機能項目が現在表示されている機
能項目とグループが異なつているとき、一旦、上位階層に戻つて目的の機能項目を含むグ
ループを選びなおさなければならず、目的の機能項目を表示させるまでのステツプ数が増
えるが、この第２実施例の場合には、階層的な構造ではないので項目リストをスクロール
するだけで良く、目的の機能項目を表示させるまでのステツプ数が増えるようなことはな
い。
【００６０】
ところでこの第２実施例の場合には、図１１に示すようなメニユー構造を１つのリストと
して表示するため、横長の液晶デイスプレイが必要になる。そのためこの第２実施例では
例えば４行×１８桁の文字を表示し得る横長の液晶デイスプレイを用いるようにする。因
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みに、第１実施例と同じく縦７×横５ドツトの小フオントで表示するとすれば、３２×１
０９ドツト程度の画素を有するものを用いれば良い。
【００６１】
ここでこの第２実施例におけるメニユー表示について、図１２～図１５に示す画面イメー
ジ図を用いて説明する。
まずユーザによつてメニユーキー６Ｇが押されると、この実施例による携帯電話装置では
、図１２（Ａ）に示すように、グループ１のうち最初の４項目が表示される。その際、画
面の左上にはグループ名が表示され、画面の右側には上から順に４つの機能項目が表示さ
れる。また現在選択されている部分を表すカーソルは１番目の機能項目のところに表示さ
れる。
【００６２】
この状態でジヨグダイアル６Ｊを１回ダウン操作すると、図１２（Ｂ）に示すように、カ
ーソルが１行下がつて２番目の機能項目のところに移動する。さらにジヨグダイアル６Ｊ
を１回ダウン操作すると、図１２（Ｃ）に示すように、カーソルがさらに１行下がつて３
番目の機能項目のところに移動する。
この状態でさらにジヨグダイアル６Ｊを１回ダウン操作すると、図１２（Ｄ）に示すよう
に、カーソルが下がらずに（すなわち画面の上から３行目に止まり）、機能項目リストが
１段上にシフトすることによつてカーソルが４番目の機能項目のところに移動する。但し
、その際、グループ名はシフトせず、画面の左上に表示されたままである。
【００６３】
同様にしてジヨグダイアル６Ｊを１回ダウン操作すると、図１２（Ｅ）に示すように、機
能項目リストが１段上にシフトしてカーソルが５番目の項目のところに移動する。
図１２（Ｅ）に示すようにグループ１の最後の項目すなわち６番目の機能項目が画面の４
行目に表示された状態でジヨグダイアル６Ｊを１回ダウン操作すると、今度は図１２（Ｆ
）に示すように、機能項目リストがシフトせずにカーソルが一段下に下がり、これによつ
てカーソルが６番目の項目のところに移動する。このようにして最後の機能項目のときに
は機能項目リストをシフトせずにカーソルを下げる理由は、ユーザに最後の機能項目であ
ることを知らしめるためである。
【００６４】
図１２（Ｆ）に示すようにグループ１の最後の機能項目のところにカーソルがある状態で
、さらにジヨグダイアル６Ｊをダウン操作すると、今度は図１２（Ｇ）に示すようにグル
ープ２の機能項目が表示される。その際、画面の左上に表示されるグループ名は、グルー
プが変わつたことを受けてグループ１からグループ２に切り換わる。また機能項目として
はグループ２のうちの最初の４項目が表示され、カーソルは最初の機能項目のところに表
示される。
この状態でジヨグダイアル６Ｊを順次ダウン操作すると、図１３（Ｈ）や図１３（Ｉ）に
示すように、カーソルが順に１行ずつ下がつて２番目の機能項目のところや３番目の機能
項目のところに移動する。
【００６５】
この後、ジヨグダイアル６Ｊを順次ダウン操作して行くと、図１３（Ｊ）に示すように、
グループ２の最後の機能項目である７番目の機能項目のところにカーソルが移動するが、
その際にも上述した場合と同様に、機能項目リストをシフトせずにカーソルを１行下げる
ことによつて当該カーソルを７番目の機能項目のところに移動する。
図１３（Ｊ）に示すようにグループ２の最後の機能項目のところにカーソルがある状態で
、さらにジヨグダイアル６Ｊを１回ダウン操作すると、今度は図１３（Ｋ）に示すように
、グループ３の機能項目が表示される。この場合にも、先程の場合と同様に、画面の左上
に表示されるグループ名はグループ３に切り換わり、最初の機能項目のところにカーソル
が表示される。
【００６６】
同様にしてジヨグダイアル６Ｊを順次ダウン操作すると、図１３（Ｌ）や図１３（Ｍ）に
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示すように、カーソルが順に１行ずつ下がつて２番目の機能項目のところや３番目の機能
項目のところに移動する。
図１３（Ｍ）に示すようにカーソルがグループ３の最後の機能項目のところにある状態で
、さらにジヨグダイアル６Ｊをダウン操作すると、図１３（Ｎ）に示すように、再びグル
ープ１に戻つて表示が繰り返される。
【００６７】
またこれとは逆にジヨグダイアル６Ｊをアツプ操作した場合には、図１４及び図１５に示
すようにして機能項目が表示される。すなわちメニユーキー６Ｇが押されて最初に機能項
目が表示された状態（すなわち図１４（Ａ）に示すようにグループ１の機能項目が表示さ
れている状態）で、ジヨグダイアル６Ｊをアツプ操作すると、図１４（Ｂ）に示すように
、グループ３の機能項目が表示される。その際、画面の左上には同様にしてグループ３の
グループ名が表示され、カーソルはグループ３の最後の機能項目である３番目の機能項目
のところに表示される。
【００６８】
この状態でさらにジヨグダイアル６Ｊをアツプ操作して行くと、図１４（Ｃ）や図１４（
Ｄ）に示すように、カーソルが１行ずつ上がって順に２番目の機能項目のところや１番目
の機能項目のところに移動する。
図１４（Ｄ）に示すように１番目の機能項目のところにカーソルがある状態で、さらにジ
ヨグダイアル６Ｊをアツプ操作すると、今度は図１４（Ｅ）に示すように、グループ２の
機能項目が表示される。その際、同様にして画面の左上にはグループ２のグループ名が表
示され、カーソルはグループ２の最後の機能項目である７番目の機能項目のところに表示
される。
【００６９】
この状態でさらにジヨグダイアル６Ｊをアツプ操作して行くと、図１４（Ｆ）や図１４（
Ｇ）に示すように、カーソルが順に１行ずつ上がつて６番目の機能項目のところや５番目
の機能項目のところに移動する。
図１４（Ｇ）に示すようにカーソルが上から２行目にある状態でジヨグダイアル６Ｊをア
ツプ操作すると、図１５（Ｈ）に示すように、カーソルが上がらずに（すなわちカーソル
が２行目に止まり）、機能項目リストが１段下にシフトすることによつてカーソルが４番
目の機能項目のところに移動する。
【００７０】
同様にしてジヨグダイアル６Ｊをアツプ操作して行くと、図１５（Ｉ）や図１５（Ｊ）に
示すように、順に機能項目リストが下にシフトすることによつてカーソルが３番目の機能
項目のところや２番目の機能項目のところに移動する。
図１５（Ｊ）に示すように、画面の１行目にグループ２の１番目の機能項目が表示されて
いる状態でジヨグダイアル６Ｊをアツプ操作すると、今度は図１５（Ｋ）に示すように、
機能項目リストがシフトせずにカーソルが１行上がることによつてカーソルが１番目の機
能項目のところに移動する。このようにして１番目の機能項目のときには機能項目リスト
をシフトせずにカーソルを上げる理由は、ユーザに１番目の機能項目であることを知らし
めるためである。
【００７１】
図１５（Ｋ）に示すように１番目の機能項目のところにカーソルがある状態でジヨグダイ
アル６Ｊをアツプ操作すると、図１５（Ｌ）に示すように、再びグループ１の機能項目が
表示される。その際、グループ１の機能項目のうちの後ろの４つ機能項目が表示され、カ
ーソルはグループ１の最後の機能項目である６番目の機能項目のところに表示される。
このようにしてこの実施例の場合には、ジヨグダイアル６Ｊをアツプ又はダウン操作する
と、グループ１からグループ３までの各機能項目がスクロール表示され、階層の切り換え
なしに所望の機能項目のところにカーソルを合わせることができる。このようにして所望
の機能項目のところにカーソルを合わせた後、ジヨグダイアル６Ｊをクリツク操作すれば
、その機能項目の設定モードに入り込み、その機能項目の設定を行い得る。
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【００７２】
ここでこれらのメニユー画面の表示はＣＰＵ７による表示制御によつて行われるが、その
際の処理手順について図１６に示すフローチヤートを用いて説明する。
まずステツプＳＰ２０から入つたステツプＳＰ２１において、ユーザによつてメニユーキ
ー６Ｇが押されると、ＣＰＵ７はこれを受けて続くステツプＳＰ２２に進み、ここでメニ
ユー画面としてグループ１の機能項目をリスト表示する。その際、上述したように画面の
左上にグループ名としてグループ１の名前を表示すると共に、カーソルをグループ１の最
初の機能項目である１番目の機能項目のところに表示する（図１２（Ａ）又は図１４（Ａ
）参照）。
【００７３】
次にステツプＳＰ２３において、ユーザによつてジヨグダイアル６Ｊがアツプ又はダウン
操作されると、ＣＰＵ７はこれを受けて次のステツプＳＰ２４に進み、ここでアツプ又は
ダウン操作で指示されるカーソルの位置を計算する。
次のステツプＳＰ２５においては、先程の計算結果に基づき、アツプ又はダウン操作で指
示された部分の機能項目リストを表示すると共に、その部分にカーソルを表示する。例え
ばアツプ又はダウン操作がグループ２の項目３に及ぶ場合には機能項目リストをスクロー
ルしてグループ２の項目３を表示し、その部分にカーソルを表示する。なお、この場合に
も、画面の左上には現在画面上に表示されている機能項目を含むグループの名前が表示さ
れる。
この後、ユーザによつてクリツク操作が行われると、その機能項目の設定モードに入り込
み、メニユー表示の処理手順としてはステツプＳＰ２６に進んで処理を終了する。
【００７４】
以上の構成において、この第２実施例の場合には、メニユーキー６Ｇが押されると、まず
最初にグループ１の１番目から４番目までの機能項目をリスト表示する。その際、画面の
左上にはグループ名としてグループ１の名前が表示され、表示されている機能項目のうち
１番目の機能項目のところにカーソルが表示される。この状態でジヨグダイアル６Ｊを操
作してカーソルを所望の機能項目のところに合わせた後、クリツク操作をすると、その選
んだ機能項目の設定モードに入り込み、その機能項目に対する設定を行うことができる。
【００７５】
ところでこの第２実施例の場合には、機能項目を幾つかのグループに分け、機能項目をリ
スト表示するときにそのグループの名前を表示するようにしたことにより、そのグループ
名を目安として目的の機能項目を容易に捜し出すことができる。
またこの第２実施例の場合には、機能項目をグループ分けしただけの構造にしたことによ
り（すなわち階層構造にしなかつたことにより）、現在表示されている機能項目が目的の
機能項目と違つている場合、ジヨグダイアル６Ｊを操作して機能項目リストをスクロール
するだけで容易に目的の機能項目を捜し出すことができる。因みに、第１実施例のように
階層構造にした場合には、現在表示されている機能項目が目的のものと違つている場合、
上位階層に戻らなければならないことがあるが、この第２実施例の場合にはそのようなこ
とはなく、ユーザの手間を省けて一段と使い勝手を向上し得る。
【００７６】
以上の構成によれば、機能項目をグループ分けし、当該機能項目をリスト表示する際には
そのグループ名を表示するようにしたことにより、そのグループ名を目安として目的の機
能項目を捜し出すことができ、これによつて目的の機能項目を容易に捜し出すことができ
る。かくするにつき複数の項目をリスト表示する際、ユーザにとつて目的の項目が捜しや
すい表示を提供し得る携帯電話装置を実現し得る。
【００７７】
（３）他の実施例
なお上述の第１実施例においては、下位階層である機能項目を表示するとき、機能項目を
字下げして表示することによつて上位階層のグループ表示と画面イメージを変えた場合に
ついて述べたが、本発明はこれに限らず、例えば図１７に示すように、機能項目を表示す
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る際には文字フオントを変えて表示する文字形状を変えるようにして上位階層と画面イメ
ージを変えるようにしても良い。またこれに限らず、例えばカラー液晶デイスプレイを用
いて上位階層と下位階層とで画面の色を変えることによつて画面イメージを変えるように
しても良い。要は、上位階層と下位階層とで画面イメージを変えるようにすれば、どの階
層にいるかを判別することができ、上述の場合と同様の効果を得ることができる。
【００７８】
また上述の第１実施例においては、下位階層である機能項目を表示するとき、行の先頭か
ら２文字分字下げした場合について述べたが、本発明はこれに限らず、機能項目を表示す
るときには例えば行の先頭から１文字分字下げするようにしても良い。要は、上位階層と
下位階層とで項目の表示位置を変えるようにすれば、上述の場合と同様の効果を得ること
ができる。
【００７９】
また上述の第１実施例においては、メニユーの構造を２段の階層構造にした場合について
説明したが、本発明はこれに限らず、階層構造がこれ以外の場合であつても階層の深さに
応じて画面イメージを変えるようにすれば上述の場合と同様の効果を得ることができる。
【００８０】
また上述の第１実施例においては、５行×１６桁の表示が行い得る液晶デイスプレイを用
いた場合について述べたが、本発明はこれに限らず、これ以外の行数又は桁数の液晶デイ
スプレイを用いた場合にも上述の場合と同様の効果を得ることができる。但し、ユーザに
見やすい表示を提供する上では３行程度以上の表示が行い得る液晶デイスプレイが望まし
い。
【００８１】
また上述の第２実施例においては、グループの最初或いは最後の機能項目のところでカー
ソルの位置を変えることによつてグループの境界をユーザに知らせた場合について述べた
が（図１２（Ｆ）や図１５（Ｋ）等）、本発明はこれに限らず、例えば図１８に示すよう
に、グループの境界を示す破線等を表示するようにしてグループの境界を知らせるように
しても良い。またこれに限らず、グループの境界を示すその他の線や文字、或いは記号等
を表示するようにしても良い。要は、グループの境界を示す情報を表示するようにすれば
、ユーザはその表示を見てグループの終わりや始めを認識し得る。
【００８２】
また上述の第２実施例においては、液晶デイスプレイの左上にグループ名を表示した場合
について述べたが、本発明はこれに限らず、例えば第１実施例のように機能項目の上側に
グループ名を表示するようにしたり、或いは画面内のその他の位置にグループ名を表示す
るようにしても良い。要は、グループ名の表示位置は本発明において限定されるものでは
ない。
【００８３】
また上述の第２実施例においては、４行×１８桁の表示を行い得る液晶デイスプレイを用
いた場合について述べたが、本発明はこれに限らず、これ以外の行数又は桁数の液晶デイ
スプレイを用いた場合にも上述の場合と同様の効果を得ることができる。但し、この場合
にも、ユーザに見やすい表示を提供する上では３行程度以上の表示が行い得る液晶デイス
プレイが望ましい。
【００８４】
また上述の第１及び第２実施例においては、カーソルの移動と項目の確定に用いる入力手
段として回転機構及びクリツク機構を有するジヨグダイアル６Ｊを用いた場合について述
べたが、本発明はこれに限らず、カーソルの移動を入力する操作方向と選択された項目を
確定する操作方向とが異なる入力装置であれば他の構造の入力装置を広く適用し得る。
例えば回転角が所定角度に制限されたいわゆるジヨグシヤトルを用いても良いし、或いは
クリツク機構付きのトラツクボールやジヨイステイツクを用いても良いし、また或いはク
リツク機構付きのスライドスイツチを用いても良い。これらを用いても上述の場合と同様
、操作キー数の少ない携帯性に優れた携帯電話装置を実現し得る。
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【００８５】
また上述の第１実施例においては、ＣＰＵ７の表示制御によつて階層毎に画面イメージを
変えるようにした場合について述べたが、本発明はこれに限らず、表示手段に項目をリス
ト表示させるとき、階層毎に画面イメージを変えて表示させるような制御手段を設ければ
、上述の場合と同様の効果を得ることができる。
【００８６】
また上述の第２実施例においては、ＣＰＵ７の表示制御によつて機能項目をリスト表示す
る際にグループ名を表示するようにした場合について述べたが、本発明はこれに限らず、
複数の項目をリスト表示する場合、複数の項目をグループ分けし、表示されている項目が
属するグループの名前を表示手段に表示させるような制御手段を設ければ、上述の場合と
同様の効果を得ることができる。
【００８７】
【発明の効果】
　上述のように本発明によれば、複数の項目をグループ分けして階層構造に形成し、ユー
ザの操作に応じて所定 階層の項目をリスト表示する表示手段を備える通信端末装置にお
いて、階層の項目を リスト表示させるとき、現在リスト表示さ
れている が属する 、項目を 表
示開始位置より所定

と共に、 における一番目の項目にカーソルを設定する
ようにしたことにより、ユーザはグループの名前を目安として目的の項目を捜しやすくな
る。
　かくするにつき、複数の項目をリスト表示する際、ユーザにとつて目的の項目を捜しや
すい表示を提供し得る通信端末装置を実現し得る。
【図面の簡単な説明】
【図１】本発明の一実施例による携帯電話装置の全体構成を示す略線図である。
【図２】その携帯電話装置の内部に設けられる回路構成を示すブロツク図である。
【図３】ジヨグダイアルの略線機構を示す略線図である。
【図４】ロータリーエンコーダの構成を示す略線図である。
【図５】ロータリーエンコーダからの出力波形を示す出力波形図である。
【図６】第１実施例によるメニユー構造の説明に供する略線図である。
【図７】第１実施例によるメニユー表示の説明に供する略線図である。
【図８】第１実施例によるメニユー表示の説明に供する略線図である。
【図９】第１実施例によるメニユー表示の説明に供する略線図である。
【図１０】第１実施例によるメニユー表示の処理手順を示すフローチヤートである。
【図１１】第２実施例によるメニユー構造の説明に供する略線図である。
【図１２】第２実施例によるメニユー表示の説明に供する略線図である。
【図１３】第２実施例によるメニユー表示の説明に供する略線図である。
【図１４】第２実施例によるメニユー表示の説明に供する略線図である。
【図１５】第２実施例によるメニユー表示の説明に供する略線図である。
【図１６】第２実施例によるメニユー表示の処理手順を示すフローチヤートである。
【図１７】文字フオントを変えることによつて画面イメージを変えた場合の説明に供する
略線図である。
【図１８】グループの境界を示す破線を表示した場合の説明に供する略線図である。
【符号の説明】
１……携帯電話装置、２……装置本体、３……アームマイク、４……スピーカ、５……液
晶デイスプレイ、６Ｇ……メニユーキー、６Ｊ……ジヨグダイアル、７……ＣＰＵ、１０
……送受信回路部。
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の
グループごとに表示手段に

項目 グループの名称を表示手段に表示し グループ名の名称の
文字分だけ字下げして表示することによりリスト表示された各項目よ

り左側に空白部分を設ける グループ



【 図 １ 】 【 図 ２ 】

【 図 ３ 】 【 図 ４ 】
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【 図 ５ 】 【 図 ６ 】

【 図 ７ 】 【 図 ８ 】
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【 図 ９ 】 【 図 １ ０ 】

【 図 １ １ 】

【 図 １ ８ 】

【 図 １ ２ 】
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【 図 １ ３ 】 【 図 １ ４ 】

【 図 １ ５ 】 【 図 １ ６ 】

(20) JP 3951193 B2 2007.8.1



【 図 １ ７ 】
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