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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　複数の表示情報を表示する表示部と、
　前記複数の表示情報から一つを選択する選択手段と、
　選択された前記表示情報のうち、あらかじめ定められた部分の画像を拡大し、
　前記選択された前記表示情報以外の前記複数の表示情報を表示したままで、前記拡大さ
れた部分の全体と前記選択された表示情報の拡大されていない部分とを、文字情報を付加
して、前記表示部に表示する制御部とを含み、
　前記制御部は、前記選択された表示情報以外の前記複数の表示情報それぞれの全体を、
表示サイズを変えずに、前記選択された表示情報とともに前記表示部に表示する、
　ことを特徴とする携帯端末。
【請求項２】
　前記拡大されていない部分は拡大する前と同じサイズで表示されることを特徴とする請
求項１に記載の携帯端末。
【請求項３】
　前記選択された前記表示情報の一部分は画像であることを特徴とする請求項１または2
に記載の携帯端末。
【請求項４】
　前記選択された前記表示情報は画像であり、前記制御部は前記文字情報を、前記画像に
付加することを特徴とする請求項１または2に記載の携帯端末。
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【請求項５】
　前記文字情報は、前記画像の前記拡大された部分に付加されることを特徴とする請求項
４に記載の携帯端末。
【請求項６】
　複数の表示情報を表示する表示ステップと、
　前記複数の表示情報から一つを選択する選択ステップと、
　選択された前記表示情報のうち、あらかじめ定められた部分の画像を拡大し、
　前記選択された前記表示情報以外の前記複数の表示情報を表示したままで、前記拡大さ
れた部分の全体と前記選択された表示情報の拡大されていない部分とを、文字情報を付加
して、前記表示部に表示する制御ステップとを含み、
　前記制御ステップは、前記選択された表示情報以外の前記複数の表示情報それぞれの全
体を、表示サイズを変えずに、前記選択された表示情報とともに前記表示部に表示する、
　ことを特徴とする携帯端末における表示方法。
【請求項７】
　前記拡大されていない部分は拡大する前と同じサイズで表示されることを特徴とする請
求項６に記載の表示方法。
【請求項８】
　前記選択された前記表示情報の一部分は画像であることを特徴とする請求項６または7
に記載の携帯端末における表示方法。
【請求項９】
　前記選択された前記表示情報は画像であり、前記制御ステップは前記文字情報を、前記
画像に付加することを特徴とする請求項６または7に記載の携帯端末における表示方法。
【請求項１０】
　前記文字情報は、前記画像の前記拡大された部分に付加されることを特徴とする請求項
９記載の携帯端末における表示方法。
【請求項１１】
　コンピュータに、
　複数の表示情報を表示する表示ステップと、
　前記複数の表示情報から一つを選択する選択ステップと、
　選択された前記表示情報のうち、あらかじめ定められた部分の画像を拡大し、
　前記選択された前記表示情報以外の前記複数の表示情報を表示したままで、前記拡大さ
れた部分の全体と前記選択された表示情報の拡大されていない部分とを、文字情報を付加
して、前記表示部に表示する制御ステップとを実行させるためのプログラムであって、
　前記制御ステップは、前記選択された表示情報以外の前記複数の表示情報それぞれの全
体を、表示サイズを変えずに、前記選択された表示情報とともに前記表示部に表示する、
　ことを特徴とするプログラム。
【請求項１２】
　前記拡大されていない部分は拡大する前と同じサイズで表示されることを特徴とする請
求項１２に記載のプログラム。
【請求項１３】
　前記選択された前記表示情報の一部分は画像であることを特徴とする請求項１１または
１２に記載のプログラム。
【請求項１４】
　前記選択された前記表示情報は画像であり、前記制御ステップは前記文字情報を、前記
画像に付加することを特徴とする請求項１１または１２に記載のプログラム。
【請求項１５】
　前記文字情報は、前記画像の前記拡大された部分に付加されることを特徴とする請求項
１４記載のプログラム。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
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【０００１】
　本発明は、携帯端末および携帯端末における表示方法ならびにプログラムに関し、特に
携帯電話機等における携帯端末および携帯端末における表示方法ならびにプログラムに関
する。
【背景技術】
【０００２】
　従来の携帯電話機、ＰＨＳ(personal handy phone system) 、ＰＤＡ（personal digit
al assistant）およびパーソナルコンピュータ等の携帯端末は、情報を表示する表示部を
含んでおり、文字や画像を拡大できるものが存在する。
【０００３】
　図１１および図１２は従来の携帯端末の表示部における文字拡大表示の一例を示す図で
ある。図１１は文字が拡大されたメニュー画面の一例で、「各種設定を行う」という項目
が選択（フォーカス）されていることを示している。
【０００４】
　しかし、従来の文字の拡大は画面に表示される文字の全てが一様に拡大される構成であ
ったため、表示できる文字数が拡大前に比べ少なくなるという課題があった。
【０００５】
　たとえば、図１１において「ツールを使う」という項目の上の項目は、文字の拡大によ
りメニュー画面から消えてしまっており、その項目を確認するためには画面を下にスクロ
ールしなければならなかった。
【０００６】
　図１２はスクロール後の画面を示している。図１２を参照すると、画面を下にスクロー
ルしたことにより、「ツールを使う」という項目の上に「カメラを使う」という項目が存
在することが確認できる。
【０００７】
　このように、従来の文字の拡大は項目を検索するのにスクロール操作が必要になる場合
があり、操作が煩雑になるという課題があった。
【０００８】
　一方、これらの課題の解決するための従来例の一例として、３行の文字列が選択され、
そのうちの第２行が拡大表示され、第１行と第３行が縮小表示される技術が開示され（特
許文献１参照）、他の例として、数字キーをシフトしながら最後に入力された６桁の数字
を拡大表示する技術（特許文献２参照）、予め設定した文字、絵文字、英数字を拡大する
技術（特許文献３参照）、アイコンを選択すると、その下にアイコンの意味を示す文字が
現れる技術（特許文献４参照）がそれぞれ開示されている。
【０００９】
【特許文献１】特開２０００－２８４７７４号公報（段落００２２，００２３、図４（ｂ
））
【特許文献２】特開平０６－０１２０４７号公報（段落００１４、図３）
【特許文献３】特開平０９－２８４３６５号公報（段落００１７、図２（ｂ））
【特許文献４】特開平１０－０２３１１７号公報（段落００２７，００２８、図３）
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【００１０】
　しかし、これら従来技術（とくに特許文献１）により、文字拡大後も拡大前と同様の文
字数を表示画面に確保できるとしても、単に文字が拡大できるにすぎない。
【００１１】
　たとえば、メニュー画面で「電話」の項目を選択し拡大した場合に、使用者は実は電話
番号を調べたかったのだが、次の画面を開いてみると、それとは異なる「電話の機能」を
示す画面が現れてしまったということが有りうる。その場合、使用者は再び、メニュー画
面に戻って項目の検索を再度行わなければならない。
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【００１２】
　一方、特許文献４ではアイコンを選択すると、アイコンの意味を示す文字が現れる技術
が開示されているが、文字の拡大とはなんら関係がなく、したがって、本発明とは全くの
別発明である。
【００１３】
　そこで本発明の目的は、所望の表示情報の拡大が可能で、しかもその拡大した情報をわ
かり易く表示することが可能な携帯端末および携帯端末における表示方法ならびにプログ
ラムを提供することにある。
【課題を解決するための手段】
【００１４】
　前記課題を解決するために本発明による携帯端末は、複数の表示情報を表示する表示部
と、前記複数の表示情報から一つを選択する選択手段と、選択された前記表示情報のうち
、あらかじめ定められた部分の画像を拡大し、前記選択された前記表示情報以外の前記複
数の表示情報を表示したままで、前記拡大された部分の全体と前記選択された表示情報の
拡大されていない部分とを、文字情報を付加して、前記表示部に表示する制御部とを含み
、前記制御部は、前記選択された表示情報以外の前記複数の表示情報それぞれの全体を、
表示サイズを変えずに、前記選択された表示情報とともに前記表示部に表示する、ことを
特徴とする。
【００１５】
　また、本発明による携帯端末における表示方法は、複数の表示情報を表示する表示ステ
ップと、前記複数の表示情報から一つを選択する選択ステップと、選択された前記表示情
報のうち、あらかじめ定められた部分の画像を拡大し、前記選択された前記表示情報以外
の前記複数の表示情報を表示したままで、前記拡大された部分の全体と前記選択された表
示情報の拡大されていない部分とを、文字情報を付加して、前記表示部に表示する制御ス
テップとを含み、前記制御ステップは、前記選択された表示情報以外の前記複数の表示情
報それぞれの全体を、表示サイズを変えずに、前記選択された表示情報とともに前記表示
部に表示する、ことを特徴とする。
【００１６】
　また、本発明によるプログラムは、コンピュータに、複数の表示情報を表示する表示ス
テップと、前記複数の表示情報から一つを選択する選択ステップと、選択された前記表示
情報のうち、あらかじめ定められた部分の画像を拡大し、前記選択された前記表示情報以
外の前記複数の表示情報を表示したままで、前記拡大された部分の全体と前記選択された
表示情報の拡大されていない部分とを、文字情報を付加して、前記表示部に表示する制御
ステップとを実行させるためのプログラムであって、前記制御ステップは、前記選択され
た表示情報以外の前記複数の表示情報それぞれの全体を、表示サイズを変えずに、前記選
択された表示情報とともに前記表示部に表示する、ことを特徴とする。
【００１７】
　本発明によれば、表示情報を拡大するとともにその情報がわかり易くなるように情報量
を増加させる。
【発明の効果】
【００１８】
　本発明によれば、上記構成を含むため、所望の表示情報の拡大が可能で、しかもその拡
大した情報をわかり易く表示することが可能となる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００１９】
　以下、本発明の実施例について添付図面を参照しながら説明する。
【実施例１】
【００２０】
　図１は本発明に係る携帯端末の一例の構成図である。同図は携帯端末の一例として携帯
電話機の構成を示している。
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【００２１】
　同図を参照すると、携帯電話機は、オンフック、オフフックボタンや、ダイヤル等を入
力するボタン入力部１０と、ボタン入力部１０から入力されたボタンにより、文字表示お
よび画像表示や通信制御をプログラム制御により行う制御部２０と、携帯電話機の図示し
ない基地局との電波を送受信する送受信部３０と、実際に電波を送受信するアンテナ部４
０と、制御部２０の指示により文字情報や画像情報を表示する表示部５０と、表示部５０
に表示する文字情報および画像情報が格納されるＲＯＭ(read only memory)６０とを含ん
で構成される。
【００２２】
　さらに、制御部２０は、ボタン入力部１０より押下されたボタンの種類を判断する押下
ボタン判断部２１と、押下ボタン判断部２１からの判断結果により、どの様な動作をする
べきか、どの様な状態にあるのかを監視する状態監視部２２と、状態監視部２２の監視結
果に応じて基地局とのやりとりを制御する通信制御部２３と、表示情報拡大方法のプログ
ラムが格納される記憶部２４とを含んで構成される。状態監視部２２は記憶部２４に格納
されたプログラムに基づいて表示部５０を制御する。
【００２３】
　図２は本発明に係る携帯端末の一例の外観図である。同図を参照すると、本発明に係る
携帯電話機は、ボタン入力部１０として、数字および符号ボタンが配置されるダイヤルボ
タン部１１と、表示部５０に表示される文字列にカーソルを当て、または表示される画像
の選択範囲を指定し、もしくは画面を切り替えるのに使用する上下左右方向のボタンを有
する方向ボタン部１２と、メニューボタンや電話帳ボタン等が配置される機能ボタン部１
３とを含んでいる。
【００２４】
　次に、表示情報の情報量を増加させる機能および表示情報を拡大する機能について説明
する。図３は表示部５０に表示される情報の一例を示す図、図４は表示部５０に表示され
る情報量が増加した情報の一例を示す図、図５はＲＯＭ６０の構成図である。
【００２５】
　図３および図４はメニュ－画面の一例を示しているが、これに限定されるものではなく
、たとえば、電話帳や受信メールの一覧表等の文字情報でもよい。
【００２６】
　図３に「ツール」、「設定」、「機能」、「電話」、「メール」、「インターネット」
、「カメラ」という文字列が表示されているが、これらの文字列が標準サイズでＲＯＭ６
０の標準サイズ格納領域６１に格納されている。
【００２７】
　また、これらの文字列の情報量を増加させた文字列（詳細表示情報）が拡大サイズでＲ
ＯＭ６０の拡大サイズ格納領域６２に格納されている。図４を参照すると、詳細表示情報
とは、「ツール」に対し「ツール類を使う」、「設定」に対し「各種設定を使う」、「機
能」に対し「すべての機能を使う」、「電話」に対し「電話機能を使う」、「メール」に
対し「メールを使う」、「インターネット」に対し「インターネットを使う」、「カメラ
」に対し「カメラを使う」というより詳細な情報のことをいう。
【００２８】
　さらに、図３に示す「ツール」、「設定」、「機能」、「電話」、「メール」、「イン
ターネット」、「カメラ」という文字列が縮小サイズでＲＯＭ６０の縮小サイズ格納領域
６３に格納されている。
【００２９】
　次に、表示情報拡大方法について説明する。図６は本発明に係る表示情報拡大方法の一
例を示すフローチャートである。
【００３０】
　初期設定として、表示部５０には図３に示すメニュー画面が表示されているものとする
。これは状態監視部２２がＲＯＭ６０の標準サイズ格納領域６１から標準サイズの文字列
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情報を読み出して表示したものである。
【００３１】
　まず、使用者が方向ボタン部１２を用いて、一例として、メニュー画面から「電話」を
選択すると（ステップＳ１），押下ボタン判断部２１が「電話」が選択されたことを状態
監視部２２へ通知する。状態監視部２２はこの通知を受け取ると、「電話」を「電話機能
を使う」という情報量の増加した表示に変換する（ステップＳ２）。次いで、状態監視部
２２は「電話機能を使う」の文字列を拡大する（ステップＳ３）。
【００３２】
　具体的には、状態監視部２２によりＲＯＭ６０の拡大サイズ格納領域６２から拡大され
た「電話機能を使う」の文字列情報が読み出され、表示部５０のメニュー画面上の標準文
字列「電話」と置換される。
【００３３】
　次いで、状態監視部２２は「電話」以外の標準サイズの文字列（「ツール」、「設定」
、「機能」、「メール」、「インターネット」、「カメラ」）を縮小する（ステップＳ４
）。
【００３４】
　具体的には、状態監視部２２によりＲＯＭ６０の縮小サイズ格納領域６３から縮小され
た「ツール」、「設定」、「機能」、「メール」、「インターネット」、「カメラ」の文
字列情報が読み出され、表示部５０のメニュー画面上の同名の文字列と置換される。
【００３５】
　なお、ステップＳ４は省略することも可能である。
【００３６】
　図７は「電話」の文字列を選択した場合の表示部５０の表示を示す図である。この場合
、「電話」に代えて「電話機能を使う」の文字列が拡大されて表示されている。また、ス
テップＳ４を実行した場合は、「ツール」、「設定」、「機能」、「メール」、「インタ
ーネット」、「カメラ」の文字列も縮小表示されて同一画面に表示される。
【００３７】
　図８は「機能」の文字列を選択した場合の表示部５０の表示を示す図である。
　この場合、「機能」に代えて「すべての機能を使う」の文字列が拡大されて表示されて
いる。また、ステップＳ４を実行した場合は、「カメラ」、「ツール」、「設定」、「電
話」、「メール」、「インターネット」の文字列も縮小表示されて同一画面に表示される
。
【００３８】
　すなわち、第１実施例によれば、所望の表示情報の拡大が可能で、しかもその拡大した
情報をわかり易く表示することが可能となる。また、ステップＳ４の処理を追加すると、
選択されなかった文字列は縮小表示されるため、「電話機能を使う」の文字列を拡大表示
した状態で、文字列「ツール」、「設定」、「機能」、「メール」、「インターネット」
、「カメラ」が同一画面上に縮小表示される。したがって、メニュー項目が次頁に移行す
ることがなく、希望する機能の選択が容易となる。
【実施例２】
【００３９】
　第１実施例では１行の文字列を選択する場合について述べたが、これに限定されるもの
ではなく、１列、複数行あるいは複数列の文字列情報をＲＯＭ６０に格納しておくことに
より、それらの選択が可能である。さらに、所定の単語または所定長の文字列情報をＲＯ
Ｍ６０に格納しておくことにより、それらの選択が可能である。
【００４０】
　第２実施例によれば、選択可能な文字列の範囲を拡大することが可能となる。
【実施例３】
【００４１】
　第１実施例では標準サイズの文字列情報と拡大または縮小サイズの文字列情報とをＲＯ
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Ｍ６０に格納しておき、拡大または縮小表示する場合にＲＯＭ６０から拡大または縮小サ
イズの文字列情報を読み出して表示部５０に表示するようにしたが、ＲＯＭ６０に標準サ
イズの文字列情報のみを格納しておき、かつその文字列情報を拡大縮小可能なフォントデ
ータ（スケーラブルフォント）で構成しておけば、状態監視部２２がＲＯＭ６０から標準
サイズの文字列情報を読み出し、これを段階的に拡大縮小して表示部５０に表示すること
が可能となる。
【００４２】
　第３実施例によれば、拡大および縮小サイズの文字列情報をＲＯＭ６０に格納する必要
をなくすことができ、これによりＲＯＭ６０に必要とされる記憶容量を低減させることが
可能となる。
【実施例４】
【００４３】
　上述の実施例では文字列を選択する場合について説明したが、画像を選択する場合につ
いても本発明の適用が可能である。図９は複数の画像の一つとして山の画像が選択されて
表示部５０に表示された場合の一例の図である。この山の画像情報がＲＯＭ６０の図示し
ない標準画像格納領域に格納されている。
【００４４】
　図１０は表示部５０にその山の画像の中央部分を拡大した画像が表示された場合の図で
ある。この山の画像の中央部分を拡大した画像情報がＲＯＭ６０の図示しない拡大画像格
納領域に格納されている。さらに、拡大された山の画像の下方にはその山を撮影した日の
データ（一例として、撮影日：２００Ｘ年１２月１０日）が含まれている。すなわち、Ｒ
ＯＭ６０の図示しない拡大画像格納領域にはこの山を撮影した日のデータという詳細表示
情報も格納されている。
【００４５】
　さらに、ＲＯＭ６０の図示しない縮小画像格納領域にはこの山の画像の中央部分以外の
縮小画像情報が格納されている。
【００４６】
　次に、表示情報拡大方法について図６を参照しながら説明する。
【００４７】
　初期設定として、表示部５０には図示しない複数の画像が表示されているものとする。
これは状態監視部２２がＲＯＭ６０の図示しない標準画像格納領域から標準サイズの画像
情報を読み出して表示したものである。
【００４８】
　まず、使用者が方向ボタン部１２を用いて、一例として、表示部５０に表示された複数
の画像から「山の画像」を選択すると（ステップＳ１），押下ボタン判断部２１が「山の
画像」が選択されたことを状態監視部２２へ通知する。状態監視部２２はこの通知を受け
取ると、「山の画像」を「山の画像の中央部分に山を撮影した日のデータが付加された画
像」という情報量の増加した表示に変換する（ステップＳ２）。
【００４９】
　次いで、状態監視部２２は「山の画像の中央部分に山を撮影した日のデータが付加され
た画像」の中央部分を拡大する（ステップＳ３）。
【００５０】
　具体的には、状態監視部２２によりＲＯＭ６０の図示しない拡大画像格納領域から「山
の画像の中央部分が拡大されかつその拡大部分の下部に山を撮影した日のデータが付加さ
れた画像」の画像情報が読み出され、表示部５０のメニュー画面上の標準サイズの「山の
画像」と置換される。
【００５１】
　次いで、状態監視部２２は「山の画像の中央部分」以外の標準サイズの画像を縮小する
（ステップＳ４）。
【００５２】
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　具体的には、状態監視部２２によりＲＯＭ６０の図示しない縮小画像格納領域から縮小
された「山の画像の中央部分以外の画像」情報が読み出され、表示部５０の同一部分の画
像と置換される。
【００５３】
　また、詳細表示情報の一例として、山を撮影した日のデータを挙げたが、これに限定さ
れるものではなく、山を撮影した時間あるいは露光時間、絞り情報もしくはメモ等の情報
でもよい。
【００５４】
　また、画像の一例として「山の画像」のような写真画像を挙げたが、これに限定される
ものではなく、地図等の画像でもよい。
【００５５】
　第４実施例によれば、所望の画像情報の拡大が可能で、しかもその拡大した情報をわか
り易く表示することが可能となる。
【実施例５】
【００５６】
　第４実施例では標準サイズの画像情報と拡大または縮小サイズの画像情報とをＲＯＭ６
０に格納しておき、拡大または縮小表示する場合にＲＯＭ６０から拡大または縮小サイズ
の画像情報を読み出して表示部５０に表示するようにしたが、ＲＯＭ６０に標準サイズの
画像情報のみを格納しておき、状態監視部２２がＲＯＭ６０からこの標準サイズの画像情
報を読み出し、これを段階的に拡大縮小して表示部５０に表示することが可能となる。
【００５７】
　なお、ステップＳ４は省略することも可能である。また、画像の拡大縮小には対応する
アルゴリズムとして公知のものを使用するが、これは本発明とは無関係であるため、その
説明を省略する。
【００５８】
　第５実施例によれば、拡大および縮小サイズの画像情報をＲＯＭ６０に格納する必要を
なくすことができ、これによりＲＯＭ６０に必要とされる記憶容量を低減させることが可
能となる。
【実施例６】
【００５９】
　第６実施例は表示情報拡大方法のプログラムに関するものである。前述したように、図
１の記憶部２４にはプログラムが格納されている。このプログラムは図６にフローチャー
トで示される表示情報拡大方法のプログラムである。コンピュータ（状態監視部２２）は
記憶部２４からこの表示情報拡大方法のプログラムを読み出し、そのプログラムにしたが
って表示部５０およびＲＯＭ６０を制御する。その制御の内容については既に述べたので
ここでの説明は省略する。
【図面の簡単な説明】
【００６０】
【図１】本発明に係る携帯端末の一例の構成図である。
【図２】本発明に係る携帯端末の一例の外観図である。
【図３】表示部５０に表示される情報の一例を示す図である。
【図４】表示部５０に表示される情報量が増加した情報の一例を示す図である。
【図５】ＲＯＭ６０の構成図である。
【図６】本発明に係る表示情報拡大方法の一例を示すフローチャートである。
【図７】「電話」の文字列を選択した場合の表示部５０の表示を示す図である。
【図８】「機能」の文字列を選択した場合の表示部５０の表示を示す図である。
【図９】複数の画像の中から山の画像が選択されて表示部５０に表示された場合の一例の
図である。
【図１０】表示部５０にその山の画像の中央部分を拡大した画像が表示された場合の図で
ある。
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【図１１】従来の携帯端末の表示部における文字拡大表示の一例を示す図である。
【図１２】従来の携帯端末の表示部における文字拡大表示の一例を示す図である。
【符号の説明】
【００６１】
　　１０　ボタン入力部
　　２０　制御部
　　２１　押下ボタン判断部
　　２２　状態監視部
　　２３　通信制御部
　　２４　記憶部
　　３０　送受信部
　　４０　アンテナ部
　　５０　表示部
　　６０　ＲＯＭ
　　６１　標準サイズ格納領域
　　６２　拡大サイズ格納領域
　　６３　縮小サイズ格納領域

【図１】 【図２】
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【図４】

【図５】

【図６】

【図７】

【図８】

【図９】
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【図１１】

【図１２】



(12) JP 4890754 B2 2012.3.7

10

フロントページの続き

(51)Int.Cl.                             ＦＩ                                                        
   Ｈ０４Ｍ   1/247    (2006.01)           Ｇ０９Ｇ   5/36    ５２０Ｅ          　　　　　
   　　　　                                Ｈ０４Ｍ   1/247   　　　　          　　　　　

(56)参考文献  特開平５－２７３９４８（ＪＰ，Ａ）
              特開２００１－３０６３７５（ＪＰ，Ａ）
              特開２００３－２３３３６８（ＪＰ，Ａ）
              特開２００２－１５８９３６（ＪＰ，Ａ）
              特開２００２－２６１９１８（ＪＰ，Ａ）
              特開２０００－３１４６３６（ＪＰ，Ａ）
              特開２００２－３５４２９９（ＪＰ，Ａ）

(58)調査した分野(Int.Cl.，ＤＢ名)
              G09G 5/00 - 5/42
              G06F 3/048
              G06F 3/14 - 3/153


	biblio-graphic-data
	claims
	description
	drawings
	overflow

