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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　電子メールを送信及び受信する機能を有する携帯端末装置において、送信あるいは受信
した電子メールに関する情報を送信ボックスあるいは受信ボックスに表示する表示方法で
あって、
　１件の電子メールに関する情報を前記送信ボックスあるいは前記受信ボックスに３行で
表示する３行表示あるいは１行で表示する１行表示のいずれかの選択を求める画面を前記
携帯端末装置の表示画面に表示し、
　前記携帯端末装置の入力部を用いて前記携帯端末装置の使用者により前記３行表示ある
いは前記１行表示が選択されると、前記選択に応じて１件の電子メールに関する情報を３
行あるいは１行で表示するように切換え、
　前記１行表示が選択された場合には、前記３行表示が選択された場合に比べて多くの件
数の電子メールに関する情報を一度に前記表示画面に表示し、
　前記３行表示が選択された場合には、電子メールの発信時間に関する情報と、件名に関
する情報と、宛先あるいは差出人に関する情報とを１行ずつ表示することを特徴とする表
示方法。
【発明の詳細な説明】
【０００１】
【発明の属する技術分野】
　本発明は電子メールを送受信可能な携帯端末装置に係り、特に受信ボックス、送信ボッ
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クスの表示に好適な表示方法に関する。
【０００２】
【従来の技術】
従来、画面表示の切換を行うものとして特開２００１－１１７６９１号が挙げられる。こ
の従来技術は、メニュー画面中から必要とする項目を選択するために、メニューを階層構
造にして、この階層的メニューを構成するサブメニューに、上位階層メニューへの後退項
目を設けたものである。
【０００３】
【発明が解決しようとする課題】
従来技術では、メニュー画面の表示パターンは予め定められており、階層を変えてもメニ
ュー画面の表示パターンは変わっておらず、携帯端末の使用者が利用しやすいパターンに
表示を変えられないという問題がある。一般に携帯端末装置の電子メールの送信ボックス
または受信ボックスには発信日時・時刻と件名と差出人が３行にわたって表示されている
。特に、携帯端末装置が携帯電話機である場合は表示画面の大きさに制限があり、表示で
きる行数は一般に６行～８行程度である。そのため、メールに関する情報を２人分しか表
示できないという問題がある。
【０００４】
　本発明の目的は、携帯端末装置の送信ボックスまたは受信ボックスを利用者が利用しや
すい表示方法を提供することにある。
【０００５】
【課題を解決するための手段】
　本発明は、電子メールを送信及び受信する機能を有する携帯端末装置において、送信あ
るいは受信した電子メールに関する情報を送信ボックスあるいは受信ボックスに表示する
表示方法であって、１件の電子メールに関する情報を前記送信ボックスあるいは前記受信
ボックスに複数行で表示する複数行表示あるいは１行で表示する１行表示のいずれかの選
択を求める画面を前記携帯端末装置の表示画面に表示する。前記携帯端末装置の入力部を
用いて前記携帯端末装置の使用者により前記複数行表示あるいは前記１行表示が選択され
ると、前記選択に応じて１件の電子メールに関する情報を複数行あるいは１行で表示する
ように切換える。前記１行表示が選択された場合には、前記複数行表示が選択された場合
に比べて多くの件数の電子メールに関する情報を一度に前記表示画面に表示する。そして
、前記１行表示には、前記電子メールの件名を表示する第１の１行表示と前記電子メール
の宛先あるいは差出人を表示する第２の１行表示を含み、前記携帯端末装置の使用者によ
り前記第１の１行表示あるいは前記第２の１行表示を選択可能であることを特徴とする。
【０００６】
　また、本発明は、電子メールを送信及び受信する機能を有する携帯端末装置において、
送信あるいは受信した電子メールに関する情報を送信ボックスあるいは受信ボックスに表
示する表示方法であって、１件の電子メールに関する情報を前記送信ボックスあるいは前
記受信ボックスに３行で表示する３行表示あるいは１行で表示する１行表示のいずれかの
選択を求める画面を前記携帯端末装置の表示画面に表示する。前記携帯端末装置の入力部
を用いて前記携帯端末装置の使用者により前記３行表示あるいは前記１行表示が選択され
ると、前記選択に応じて１件の電子メールに関する情報を３行あるいは１行で表示するよ
うに切換える。前記１行表示が選択された場合には、前記３行表示が選択された場合に比
べて多くの件数の電子メールに関する情報を一度に前記表示画面に表示する。そして、前
記３行表示が選択された場合には、電子メールの発信時間に関する情報と、件名に関する
情報と、宛先あるいは差出人に関する情報とを１行ずつ表示することを特徴とする。
【０００８】
【発明の実施の形態】
以下、本発明の実施の形態を図１～図１２により説明する。本実施の形態においては携帯
端末装置は携帯電話機である。
【０００９】
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本発明の１実施の形態における携帯電話機の主要部の構成及び外形形状を図１、図２、図
１１、図１２により説明する。図１１、図１２に示すように、携帯電話機は、筐体１００
内に高周波回路部４２０と、音声回路部４３０と、ＣＰＵを有して各種の機能を制御する
制御部１０２を備え、制御部１０２はこれに接続された記憶部１０３に記憶された制御プ
ログラムに従って高周波回路部４２０、音声回路部４３０、を制御する。制御部１０２は
制御装置としての機能を有している。音声回路部４３０には受話器４４５、マイクロフォ
ン（以下マイク）４４０が接続される。また、高周波回路部４２０は通信用のアンテナ４
１０に接続される。本実施の形態では携帯電話機はさらに制御部１０２には入力装置とし
ての入力部１０１および表示装置としての表示部１０４が接続され、制御部１０２は入力
部１０１からの入力によっても制御プログラムに基づいて高周波回路部４２０、音声回路
部４３０の制御を行い、通信に必要な情報（電波状態、相手の電話番号、メールアドレス
、受信あるいは送信されるメールデータ等）または携帯電話の使用者が必要とする情報を
表示装置としての表示部１０４の表示画面に表示させる。本実施の形態においては、表示
部１０４は発光体により液晶表示器が照明される表示装置により構成されている。以下、
説明の便宜上、表示部１０４のある面を正面、その反対側を背面とする。また、「上下左
右」を、携帯電話機を正面から見て文字が正しく読める状態においた場合の上下左右に対
応させ、図１２においてはマイク４４０を有する側を下側、受話機４４５を有する側を上
側と定義する。
【００１０】
本実施の形態では表示部１０４と入力部１０１はいずれも筐体４００の正面に設けられて
いる。入力部１０１からは文字入力も行われ、制御部１０２は入力部１０１から入力され
た文字入力の処理も行う。図１２に示されるように、入力部１０１は表示画面や各種の機
能を制御するファンクションキー（カーソル上下左右キー及びソフトキーを含む）と主と
して数値や文字を入力するダイヤルキーを有している。表示部１０４は携帯電話の使用者
が必要とする情報を表示するとともに、文字入力時においては入力文字と文字入力に関連
するデータを表示する。記憶部１０３は制御部１０２にて必要な文字入力に関するデータ
を記憶するエリアを有する。
【００１１】
次に、本実施の形態における携帯電話機の主要な機能に関連する部分を図１により説明す
る。１０４は文字や図形等を表示する表示装置、１０１は文字の入力、操作を行うキーボ
ード等の入力装置、３０はメール情報３１や、表示設定情報３２等を格納記憶しておく記
憶装置で、記憶部１０３中でこの機能のために割り当てられたエリアである。４０は入力
装置１０１の入力に基づいて、各種設定や制御等の処理を行って記憶装置３０に記憶を行
う制御処理装置で、制御部１０２の機能の一部である。
制御処理装置４０はＣＰＵの情報処理プログラムによって実現され、入力制御を行う入力
処理部４１、表示制御を行う表示処理部４２、メール機能の全体制御を行うメール処理部
４３、メール機能の受信ボックス、送信ボックスの一覧表示において表示方法および表示
順番の切替え条件の設定を行う表示条件設定手段４４を含んでいる。すなわち、入力処理
部４１、表示処理部４２、メール処理部４３、表示条件設定手段４４はソフトウェアによ
り実現される構成要件である。
【００１２】
図２は入力部１０１の詳細である。２０１はダイヤルキーであり、数字キーと記号キーよ
り構成される。２０２は方向キーであり、上下左右の４種類のキーより構成される。２０
３は機能キーである。機能キーは画面最下行に表示される機能に対応し、機能操作過程の
各状況においてキーの機能が変化する。本実施例においては図４に示すように３個の機能
キーを具備し、左機能キーＳ１に４０１、中央機能キーＳ２に４０２、右機能キーＳ３に
４０３が対応する。
【００１３】
図３は表示条件設定手段４４の処理の流れを表すフローチャートである。以下、受信ボッ
クスの例について説明するが、送信ボックスの場合でも「差出人」が「宛先」に変わるだ
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けで、他は受信ボックスの場合と同じである。まず、図４の画面で「サブメニュー」に対
応する右機能キーＳ３（４０３）を操作すると、図５に示すサブメニュー画面が表示され
る。このサブメニュー画面中では受信ボックスのデータについて、１：選択保護／解除、
２：１件消去、３：選択消去、４：すべて消去、５：表示設定の５つの選択肢の中から１
つの機能を選択することができる。表示条件設定を行うときは方向キー２０２を操作して
カーソルを５：表示設定に合わせて中央機能キーＳ２（４０２）を操作して確定するか、
あるいはダイヤルキー２０１の中から「５」のキーを操作して５：表示設定を選択し中央
機能キーＳ２（４０２）を操作して確定する。これに伴い、表示条件設定手段では、先ず
初期化を行い図６に示す表示設定選択画面を表示し（ステップＳ３０１）、キー待ち状態
に移行する（ステップＳ３０２）。この画面では、ダイヤルキー２０１の中から「１」を
入力すると１：表示方法が選択され、「２」を選択すると２：表示順番が選択される。「
１」または「２」を選択後中央機能キーＳ２（４０２）を操作して確定する。
【００１４】
キー待ち状態（ステップＳ３０２）の画面でキーが入力されると入力されたキーが“１”
または、“２”、“Ｓ２”か否かの判定を行う（ステップＳ３０３）。入力されたキーが
“１”、“２”、“Ｓ２”以外の場合、機能終了が割り当てられた“Ｓ１”か否かの判定
を行い、“Ｓ１”以外であれば再度キー待ち状態に移行し、“Ｓ１”であれば処理を終了
する（ステップＳ３１６）。入力されたキーが“１”、“２”、“Ｓ２”の何れかの場合
、記憶装置に格納されている表示設定情報の読み出しを行う（ステップＳ３０４）。次に
、入力されたキーがカーソル位置の項目選択機能に対応する “Ｓ２”か否かの判定を行
い（ステップＳ３０５）、“Ｓ２”の場合、カーソル位置取得処理を行い、カーソル選択
された項目番号を取得する（ステップＳ３０６）。
【００１５】
次に、“1”キーあるいは、前記カーソル位置取得の結果が“１”が否かの判定を行い（
ステップＳ３０７）、“1”キーあるいは、カーソル位置取得結果が“１”の場合は図７
に示す表示方法選択画面の表示、有効キー設定等の表示方法選択初期処理（ステップＳ３
０８）を行う。入力が“1”キー以外あるいは、カーソル位置取得結果が“１”以外の場
合は図８に示す表示順番選択画面の表示、有効キー設定等の表示順番選択初期処理を行い
（ステップＳ３０９）、キー入力待ち状態に遷移する（ステップＳ３１０）。前記にてキ
ーが入力されると入力されたキーが各画面時の有効キーか否かの判定を行い（ステップＳ
３１１）、有効キー以外の場合は再度キー入力待ち状態に遷移する。
【００１６】
有効キーの場合、各設定画面の終了に対応する“Ｓ１”か否かの判定を行い、“Ｓ１”で
あれば処理を終了し表示設定選択画面に戻る（ステップＳ３１２）。“Ｓ１”以外の場合
は、カーソル位置の項目選択機能に対応する “Ｓ２”か否かの判定を行う（ステップＳ
３１３）。入力されたキーが “Ｓ２”の場合はカーソル位置取得処理を行いカーソル選
択された項目番号を取得（ステップＳ３１４）、 “Ｓ２”以外の場合はキー入力のコー
ドより設定値を算出し表示設定選択値として記憶装置に格納し（ステップＳ３１５）、処
理を終了する。
【００１７】
図９は表示条件設定手段４４により設定された表示設定情報を元に件名のみを１行で表示
する件名１行表示を行った場合の画面を例示したものである。本実施の形態では件名が６
件表示され、どのような件名のメールが来ているか、一度に多く見ることができる。
図１０は表示条件設定手段４４により設定された表示設定情報を元に差出人のみを１行で
表示する差出人１行表示を行った場合の画面表示を例示したものである。本実施の形態で
は差出人名が６人分表示され、誰からメールが来ているか、一度に多く見ることができる
。
これにより、本実施の形態では３行表示、件名１行表示、差出人１行表示、日付順、アド
レス順という表示パターンを入力装置１０１から指定でき、携帯端末装置の使用者が自分
で使いやすいパターンで件名、差出人、日付・時間等の情報の文字列を表示させることが
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できる。
【００１８】
また、図９、図１０の何れの場合も、設定されている表示順番設定値に応じた順に表示さ
れる。表示方法だけ選択した場合には、通常、デフォルトで「１」の日付順に表示される
。これをアドレス順に変更するには、この状態でサブメニューを選択し、図５で５：表示
設定を選択し、図６で２：表示順番を選択し、図８で２：アドレス順を選択すればよい。
【００１９】
図９、図１０は図６で表示方法が選択された場合の表示であるが図６で表示順番が選択さ
れたときは、日付順、アドレス順のいずれでも、表示方法についてはデフォルトで「１」
の３行表示が選択される。表示方法を変えるには上記と同様にサブメニューに戻り、図５
で５：表示設定を選択し、図６で１：表示方法を選択し、図８で２：件名１行表示あるい
は３：差出人１行表示を選択すればよい。
【００２０】
本実施の形態では携帯情報端末が、携帯電話機である例について説明したが、これに限る
ことはなく、通信機能をそれ自体で有する、あるいはＰＨＳや携帯電話等の通信機器に接
続された、ＰＤＡ（Ｐｅｒｓｏｎａｌ　Ｄｉｇｉｔａｌ　Ａｓｓｉｓｔａｎｔ）またはハ
ンドヘルドコンピュータなどであってもよい。
【００２１】
【発明の効果】
本発明によれば、携帯端末装置の送信ボックスまたは受信ボックスの表示方法が選択可能
になり、利用者が利用しやすい携帯端末装置を得ることができる。
【図面の簡単な説明】
【図１】本発明の１実施の形態における携帯端末装置の主要部の構成を示すブロック図で
ある。
【図２】本発明の１実施の形態における携帯端末装置の入力装置の構成を示す正面図であ
る。
【図３】本発明の１実施の形態における携帯端末装置の表示切替処理を示すフローチャー
トである。
【図４】本発明の１実施の形態における携帯端末装置の受信ボックスの画面表示で３行表
示画面を示す図である。
【図５】本発明の１実施の形態における携帯端末装置の受信ボックスの画面表示でサブメ
ニュー画面を示す図である。
【図６】本発明の１実施の形態における携帯端末装置の受信ボックスの画面表示で表示設
定画面を示す図である。
【図７】本発明の１実施の形態における携帯端末装置の受信ボックスの画面表示で表示方
法設定画面を示す図である。
【図８】本発明の１実施の形態における携帯端末装置の受信ボックスの画面表示で表示順
番設定画面を示す図である。
【図９】本発明の１実施の形態における携帯端末装置の受信ボックスの画面表示で件名１
行表示画面を示す図である。
【図１０】本発明の１実施の形態における携帯端末装置の受信ボックスの画面表示で差出
人１行表示画面を示す図である。
【図１１】本発明の１実施の形態における携帯端末装置の構成を示すブロック図である。
【図１２】本発明の１実施の形態における携帯端末装置の外観を示す正面図である。
【符号の説明】
３０：記憶装置、３１：メール情報、３２：表示設定情報、４０：制御処理装置、４１：
入力処理部、４２：表示処理部、４３：メール処理部、４４：表示条件設定手段、１００
：筐体、１０１：入力部、１０２：制御部、１０３：記憶部、１０４：表示部、２０１：
ダイヤルキー、２０２：方向キー、２０３：機能キー、４０１：左機能キーＳ１、４０２
：中央機能キーＳ２、４０３：右機能キーＳ３、４１０：通信用のアンテナ、４２０：高
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周波回路部、４３０：音声回路部、４４０：マイクロフォン、４４５：受話器。

【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】
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