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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　階層構造を有する複数項目のうち、選択決定された項目である選択決定項目の下位の項
目を表示するための表示領域と、選択決定項目の履歴である履歴項目を表示するための履
歴表示領域とを有する表示手段と、
　上記表示領域の上記下位の項目のうち、最端の項目が選択されている状態で、更に端方
向へ選択項目を移動させる指示が入力されたとき、上記履歴表示領域の上記履歴項目のう
ち一の履歴項目を選択させる制御手段とを備え、
　上記制御手段は、操作手段の操作に連動して上記表示手段上に表示される指示マークを
、上記履歴表示領域と上記表示領域との間でシームレスに移動させ、上記履歴表示領域中
の最上位履歴項目と上記表示領域の最下位項目との間を連続的に移動させると共に、上記
履歴表示領域に表示された履歴項目が操作手段を用いて選択されたとき、選択された履歴
項目に応じた項目を上記表示領域に表示させる
　情報処理装置。
【請求項２】
　上記制御手段は、上記履歴項目と上記項目とを、上記表示手段の所定の領域に縦方向に
表示させる請求項１記載の情報処理装置。
【請求項３】
　上記制御手段は、操作手段を用いての選択に応じて上記履歴表示領域に、上記履歴項目
を階層的に表示させる請求項１記載の情報処理装置。
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【請求項４】
　上記表示領域に表示される現在の項目に、下階層があるときにはその旨を示すマークが
付される請求項１記載の情報処理装置。
【請求項５】
　上記表示領域に一度に表示しきれない項目が存在するときは、その旨を示すマークを上
下に付し、上マークと下マークとの間にそれら項目をサイクリックに表示する請求項１記
載の情報処理装置。
【請求項６】
　上記上マークと下マークの間を上記項目がスクロールする請求項５記載の情報処理装置
。
【請求項７】
　操作手段の操作に応じてカーソルを、上記表示領域の項目上にフォーカスさせるとき、
上記上マークと下マークとの間の中央部まではカーソルを移動し、中央部を過ぎたら上記
項目をスクロールさせる請求項５記載の情報処理装置。
【請求項８】
　階層構造を有する複数項目のうち、選択決定された項目である選択決定項目の下位の項
目を表示領域に表示し、選択決定項目の履歴である履歴項目を履歴表示領域に表示する表
示工程と、
　上記表示領域の上記下位の項目のうち、最端の項目が選択されている状態で、更に端方
向へ選択項目を移動させる指示が入力されたとき、上記履歴表示領域の上記履歴項目のう
ち一の履歴項目を選択させる制御工程とを備え、
　上記制御工程では、操作手段の操作に連動して上記表示領域に表示される指示マークを
、上記履歴表示領域中の最上位履歴項目と上記表示領域の最下位項目との間を連続的に移
動させると共に、上記履歴表示領域と上記表示領域との間でシームレスに移動させ、上記
履歴表示領域に表示された履歴項目が操作手段を用いて選択されたとき、選択された履歴
項目に応じた項目を上記表示領域に表示させる
　情報処理方法。
【請求項９】
　コンピュータに、
　階層構造を有する複数項目のうち、選択決定された項目である選択決定項目の下位の項
目を表示領域に表示し、選択決定項目の履歴である履歴項目を履歴表示領域に表示する表
示工程と、
　上記表示領域の上記下位の項目のうち、最端の項目が選択されている状態で、更に端方
向へ選択項目を移動させる指示が入力されたとき、上記履歴表示領域の上記履歴項目のう
ち一の履歴項目を選択させる制御工程とを実行させ、
　上記制御工程では、操作手段の操作に連動して上記表示領域に表示される指示マークを
、上記履歴表示領域中の最上位履歴項目と上記表示領域の最下位項目との間を連続的に移
動させると共に、上記履歴表示領域と上記表示領域との間でシームレスに移動させ、上記
履歴表示領域に表示された履歴項目が操作手段を用いて選択されたとき、選択された履歴
項目に応じた項目を上記表示領域に表示させるためのプログラムを記録したコンピュータ
読み取り可能な記録媒体。
【発明の詳細な説明】
【０００１】
【発明の属する技術分野】
　本発明は、プログラムに基づいて所定の処理を行う情報処理装置及び方法、並びに記録
媒体に関する。
【０００２】
【従来の技術】
携帯電話装置、携帯情報端末等の携帯用小型の情報処理装置では、片手での操作性を向上
したり、操作手順を簡易化するために、単一軸制御のユーザーインターフェースデバイス
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であるジョグダイヤルを備えているものがある。
【０００３】
例えば、ジョグダイヤルを使用した携帯電話装置等の機器の操作メニューは、ジョグダイ
ヤルの回転移動と、押し込みによる決定操作といった極めてシンプルなメニュー操作を実
現できる。
【０００４】
一方、米国マイクロソフト社製のWindows95（商標）やWindows98（商標）に代表される、
パーソナルコンピュータ（ＰＣ）用や、携帯情報端末（Personal Digital Assistant：Ｐ
ＤＡ）用のオペレーティング（Operating System：ＯＳ）の場合、いわゆる「メニュー」
といわれる随時階層構造が辿るメニューインターフェースがある。また、メニューではな
いが、ファイルシステムの基本インターフェースとして、ツリービューとリストビューを
横に並べるインターフェース、（例えば米国マイクロソフト社製のWindowsでは「エクス
プローラウィンドウ（Explore Window）」がそれにあたる）があり、それらにより、ツリ
ー構造の現在のポジションを示したり、直接、任意の階層に戻ることなどができる。
【０００５】
【発明が解決しようとする課題】
ところで、上記ジョグダイヤルを用いた操作メニューにおいてメニュー自体が階層構造を
持っている場合でも、そのツリー構造のポジションまでを表現することはできないため、
ユーザーが制御中にメニュー内の位置を知ることが困難であった。また、階層を戻る場合
も、トップ（Top）メニューに戻るか、直前の階層に戻ることしかできず、ユーザーに提
供できる操作の柔軟性においては、十分ではなかった。
【０００６】
また、上記オペレーティング（Operating System：ＯＳ）の場合、いわゆる「メニュー」
といわれる随時階層構造が辿るメニューインターフェースや、ツリービューとリストビュ
ーを横に並べるインターフェースがあるが、これらはその構造上、表示部にある程度の横
幅を確保する必要があり、人が手にもって使う携帯電話装置など縦型の筐体や、縦型の表
示パネルが要求される携帯機器のインターフェースとしては、必ずしも適切ではなかった
。
【０００７】
本発明は、上記実情に鑑みてなされたものであり、ユーザーインターフェースデバイスを
用い、階層構造を有する操作メニューシステムにおいて、現在位置する履歴階層を表現で
きる情報処理装置及び方法の提供を目的とする。
【０００８】
また、履歴階層自体がメニューの一部になり、そこにフォーカスを移動し決定することで
、辿ってきた特定の階層に戻ることが可能となる情報処理装置及び方法の提供を目的とす
る。
【０００９】
また、カレントメニューにおける、複数のメニュー項目をサイクリックに表示したり、フ
ォーカスを受けたメニューの文字列が表示部上でスクロールするなど、メニュー自体の横
幅を抑えることができる情報処理装置及び方法の提供を目的とする。
【００１０】
　さらに、上記情報処理方法の各工程をコンピュータに実行させるためのプログラムを記
録したコンピュータ読み取り可能な記録媒体の提供を目的とする。
【００１１】
【課題を解決するための手段】
　本発明に係る情報処理装置は、上記課題を解決するために、階層構造を有する複数項目
のうち、選択決定された項目である選択決定項目の下位の項目を表示するための表示領域
と、選択決定項目の履歴である履歴項目を表示するための履歴表示領域とを有する表示手
段と、上記表示領域の上記下位の項目のうち、最端の項目が選択されている状態で、更に
端方向へ選択項目を移動させる指示が入力されたとき、上記履歴表示領域の上記履歴項目
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のうち一の履歴項目を選択させる制御手段とを備え、上記制御手段は、操作手段の操作に
連動して上記表示手段上に表示される指示マークを、上記履歴表示領域と上記表示領域と
の間でシームレスに移動させ、上記履歴表示領域中の最上位履歴項目と上記表示領域の最
下位項目との間を連続的に移動させると共に、上記履歴表示領域に表示された履歴項目が
操作手段を用いて選択されたとき、選択された履歴項目に応じた項目を上記表示領域に表
示させる。
【００１２】
この情報処理装置は、上記制御手段の制御により、上記操作手段を用いた選択に応じて過
去から現在までに辿られた履歴情報を、上記項目と区別して上記表示手段上に関連づけて
表示する。
【００１３】
このため、ジョグダイヤルなどの単一軸制御のユーザーインターフェースデバイスを対象
とした、階層構造を有する操作メニューシステムにおいて、現在位置する履歴階層が表現
できる。
【００１４】
更に、履歴階層自体がメニューの一部になり、そこにフォーカスを移動し決定することで
、辿ってきた特定の階層に戻ることが可能となる。
【００１５】
また、フォーカスを受けたメニューの文字列がスクロールするなど、メニュー自体の横幅
を抑えることができるので、使用範囲はＰＣアプリケーションソフトウェアに留まらず、
特に携帯電話装置などの縦長の筐体や縦型の表示パネルを要求される製品に有効である。
【００１６】
【発明の実施の形態】
以下、本発明に係る情報処理装置及び方法のいくつかの実施の形態について図面を参照し
ながら説明する。
【００１７】
先ず、第１の実施の形態について図１～図８を用いて説明する。この第１の実施の形態は
、図１に示すように、ＲＯＭ１０１に格納されたメニュー表示プログラムを実行し、メニ
ューシステムとして機能する情報処理装置１００であり、ユーザによる操作を受け付ける
操作部１０２と、画像情報を所定の表示領域に表示する表示部１０３と、履歴情報と現在
のメニュー階層の項目とを区別して表示部１０３上の表示領域に縦方向に表示させるコン
トローラ１０４とを備える。コントローラ１０４は、ＲＯＭ１０１、操作部１０２及び表
示部１０３に、バス１０５を介して接続されている。
【００１８】
メニュー表示プログラムは、本発明の情報処理方法の具体例となるものである。本発明の
情報処理方法は、操作部１０２を用いての選択の対象となる項目を表示部１０３に表示す
ると共に、上記項目の表示に関する履歴情報を表示部１０３に階層的に表示し、表示部１
０３における上記項目の表示及び選択と、上記履歴情報の階層的な表示及び選択とを制御
するものである。
【００１９】
操作部１０２には、単一軸制御のユーザーインターフェースデバイスとなる、ジョグダイ
ヤル等を用いる。ジョグダイヤルは、回転操作に対応して表示部１０３上のカーソルを移
動し、押し込み操作に対応して、カーソルが移動されている項目を決定する。ジョグダイ
ヤルは、図２に示すように、接点取り付け基板１１の上に回転型エンコーダ部１２とプッ
シュスイッチ部１３とを配してなる。回転型エンコーダ部１２は、回転されることにより
上記カーソルを移動させ、上記各メニュー項目を選択的に目立たせる。回転型エンコーダ
部１２は、移動用ガイドレール１４に沿って一定の範囲で水平方向にスライドできるよう
にされている。プッシュスイッチ部１３は固定されており、回転型エンコーダ部１２が矢
印Ｈ１方向に押し込まれることを検知して、上記「決定」コマンドを出す。プッシュスイ
ッチ部１３は、操作ボタン３０を回転型エンコーダ部１２に対向させている。回転型エン
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コーダ部１２は外周操作タイプの円盤状操作つまみ２７によって覆われている。
【００２０】
表示部１０３は液晶表示装置（ＬＣＤ）でなり、後述する、メニュー全体表示領域として
使われるが、その大きさは、装置自体の小型化の影響により、図４以降に示すように制限
がある。
【００２１】
コントローラ１０４は、操作部１０２の操作に応じて過去から現在までに辿った操作メニ
ューの履歴情報と、現在のメニュー階層の項目とを区別して表示部１０３上の後述する表
示領域に縦方向に表示させる。
【００２２】
図３には、情報処理装置１００が上記メニュー表示プログラムを実行して機能するメニュ
ーシステムの構造を示す。「トップメニュー“Top Menu”」は、例えば三つのメニュー「
メニューＡ“MenuＡ”」、「メニューＢ“MenuＢ”」、「メニューＣ“MenuＣ”」に遷移
する。さらに、「メニューＡ“MenuＡ”」は、「メニューＡ-１“MenuＡ-１”」、「メニ
ューＡ-２“MenuＡ-２”」、「メニューＡ-３“MenuＡ-３”」に遷移する。また、さらに
「メニューＡ-１“MenuＡ-１”」は、「メニューＡ-１-１“MenuＡ-１-１”」、「メニュ
ーＡ-１-２“MenuＡ-１-２”」、「メニューＡ-１-３“MenuＡ-１-３”」、「メニューＡ
-１-４“MenuＡ-１-４”」、「メニューＡ-１-５“MenuＡ-１-５”」、「メニューＡ-１-
６“MenuＡ-１-６”」に遷移する。そして、この内の「メニューＡ-１-１“MenuＡ-１-１
”」は、さらに、「メニューＡ-１-１-1“MenuＡ-１-１-１”」と、「メニューＡ-１-１-
２“MenuＡ-１-１-２”」に遷移し、「メニューＡ-１-４“MenuＡ-１-４”」は、さらに
、「メニューＡ-１-４-１“MenuＡ-１-４-１”」と、「メニューＡ-１-４-２“MenuＡ-１
-４-２”」に遷移する。
【００２３】
また、「メニューＢ“MenuＢ”」は、「メニューＢ-１“MenuＢ-１”」、「メニューＢ-
２“MenuＢ-２”」に、また、「メニューＣ“MenuＣ”」は、「メニューＣ-１“MenuＣ-
１”」、「メニューＣ-２“MenuＣ-２”」に遷移する。
【００２４】
図４には、上記図３に示したメニューシステムとして機能するときの、情報処理装置１０
０の表示部１０３上のメニュー全体表示領域１０６における表示例を示す。
【００２５】
このメニュー全体表示領域１０６は、履歴階層メニュー領域１０６ａと、カレントメニュ
ー領域１０６ｂとに分けられる。
【００２６】
履歴階層メニュー領域１０６ａは、操作部１０２の操作に応じて過去に辿った操作の履歴
から現在の階層までの履歴情報を表示すると共に操作部１０２を用いたユーザによる選択
動作が行われる領域である。階層が増える毎に行が、例えば「トップメニュー“TOP Menu
”」、「--メニューＡ“--MenuＡ”」、「---メニューＡ-１“---MenuＡ-１”」のように
増え、現在の階層「---メニューＡ-１“---MenuＡ-１”」を最下層に表示する。インデン
トやマーク１０７により階層構造であることを示す。また、操作部１０２により移動され
、決定されると、後述するように、その階層まで直接戻ることができる。
【００２７】
カレントメニュー領域１０６ｂは、現在のメニュー階層の項目を示す。さらに下位項目が
あるメニューには、フォルダマーク１０８が付く。
【００２８】
操作部１０２の操作に応じてメニュー全体表示領域１０６中に表示されるカーソル１０９
は、後述するように、履歴階層メニュー領域１０６ａ、カレントメニュー領域１０６ｂを
シームレスに移動する。また、履歴階層メニュー領域１０６ａ中の最上位メニューとカレ
ントメニュー領域１０６ｂの最下位メニューとの間を連続的に移動する。
【００２９】
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カーソル１０９は、操作部１０２であるジョグダイヤル（インプットデバイス）の回転操
作に応じて移動する。カーソル１０９が移動され、ジョグダイヤルの押し込みに対応した
「決定」コマンドで選択されたメニューがコントローラ１０４により実行される。カーソ
ル１０９が移動されてフォーカスされたメニュー項目は文字のフォントを大きくする。ま
た、メニュー項目の名称が長い場合は、選択時にスクロール表示する。
【００３０】
次に、操作部１０２としてジョグダイヤル（ここではジョグダイヤル１０２と記す）を用
いたときの、上記シームレスなカーソルの移動、下階層のメニューの選択と表示、選択さ
れた階層までの直接戻りの具体例について図５及び図６を用いて説明する。
【００３１】
先ず、シームレスなカーソルの移動の具体例について説明する。初めに、カーソル１０９
は、図５にＮＯ．１で示したメニュー全体表示領域（以下、メニュー全体表示領域は変化
状態に応じてＮＯ．＃で表す）の履歴階層メニュー領域１０６ａに表示されている、「ト
ップメニュー“TOP Menu”」にフォーカスしている（ステップＳ１）。カーソル１０９が
「トップメニュー“TOP Menu”」にフォーカスしているこの状態で、ジョグダイヤル１０
２を押し込んで「決定」すると、このメニュー表示は非表示状態となる。
【００３２】
ＮＯ．１のカレントメニュー領域１０６ｂには、「メニューＡ“MenuＡ”」、「メニュー
Ｂ“MenuＢ”」、「メニューＣ“MenuＣ”」、「メニューＤ“MenuＤ”」という四つのメ
ニューがフォルダマーク１０８付で表示されている。ここで、ジョグダイヤル１０２を下
に回す（ステップＳ２）と、カーソル１０９は、ＮＯ．４のカレントメニュー領域１０６
ｂの「メニューＡ“MenuＡ”」に移動する。また、ステップＳ３でジョグダイヤル１０２
を下に回すと、カーソル１０９は図６に示すＮＯ．７のカレントメニュー領域１０６ｂの
「メニューＢ“MenuＢ”」に移動する。さらに、ステップＳ４、ステップＳ５でジョグダ
イヤル１０２をそれぞれ下に回すと、カーソル１０９はＮＯ．８、ＮＯ．９のカレントメ
ニュー領域１０６ｂの「メニューＣ“MenuＣ”」、「メニューＤ“MenuＤ”」に移動する
。そして、ステップＳ６でジョグダイヤル１０２をさらに下に回すと、カーソル１０９は
、図５に示すＮＯ．１の履歴階層メニュー領域１０６ａにある「トップメニュー“TOP Me
nu”」に移動する。また、ＮＯ．５に示すように、カレントメニュー領域１０６ｂに表示
されている「メニューＡ-１“MenuＡ-１”」、「メニューＡ-２“MenuＡ-２”」、「メニ
ューＡ-３“MenuＡ-３”」、「メニューＡ-４“MenuＡ-４”」の内、「メニューＡ-１“M
enuＡ-１”」上にあるカーソル１０９は、ジョグダイヤル１０２を上に回す（ステップＳ
３１）ことにより、ＮＯ．２の履歴階層メニュー領域１０６ａにある「--メニューＡ“--
MenuＡ”」に移動する。また、ＮＯ．６に示すように、カレントメニュー領域１０６ｂに
表示されている「メニューＡ-１-１“MenuＡ-１-１”」、「メニューＡ-１-２“MenuＡ-
１-２”」、「メニューＡ-１-３“MenuＡ-１-３”」、「メニューＡ-１-４“MenuＡ-１-
４”」の内、「メニューＡ-１-１“MenuＡ-１-１”」上にあるカーソル１０９は、ジョグ
ダイヤル１０２を上に回す（ステップＳ３２）ことにより、ＮＯ．３の履歴階層メニュー
領域１０６ａにある「---メニューＡ-１“--MenuＡ-１”」に移動する。
【００３３】
次に、ジョグダイヤル１０２の操作に応じた下階層のメニューの選択と表示の具体例につ
いて説明する。メニュー全体表示領域がＮＯ．４の状態で、カレントメニュー領域１０６
ｂの「メニューＡ“MenuＡ”」がジョグダイヤル１０２の回転操作と押し込み操作に応じ
て決定される（ステップＳ１１）と、ＮＯ．５に示すように、「メニューＡ“MenuＡ”」
を選択したことを示す履歴情報が履歴階層メニュー領域１０６ａに「--メニューＡ“--Me
nuＡ”」と表示され、カレントメニュー領域１０６ｂには下階層の「メニューＡ-１“Men
uＡ-１”」、「メニューＡ-２“MenuＡ-２”」、「メニューＡ-３“MenuＡ-３”」、「メ
ニューＡ-４“MenuＡ-４”」がフォルダマーク１０８付で表示される。このＮＯ．５の状
態で、カレントメニュー領域１０６ｂの「メニューＡ-１“MenuＡ-１”」がジョグダイヤ
ル１０２の回転操作と押し込み操作に応じて決定される（ステップＳ１２）と、ＮＯ．６
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に示すように、「メニューＡ-１“MenuＡ-１”」を選択したことを示す履歴情報が履歴階
層メニュー領域１０６ａに、「--メニューＡ“--MenuＡ”」の下に新たに「---メニュー
Ａ-１“---MenuＡ-１”」と表示され、カレントメニュー領域１０６ｂには「メニューＡ-
１“MenuＡ-１”」の下階層の「メニューＡ-１-１“MenuＡ-１-１”」、「メニューＡ-１
-２“MenuＡ-１-２”」、「メニューＡ-１-３“MenuＡ-１-３”」、「メニューＡ-１-４
“MenuＡ-１-４”」が表示される。「メニューＡ-１-１“MenuＡ-１-１”」及び「メニュ
ーＡ-１-４“MenuＡ-１-４”」には、さらに下階層があることを示すフォルダマーク１０
８が付されている。このＮＯ．６の状態で、カレントメニュー領域１０６ｂの「メニュー
Ａ-１-１“MenuＡ-１-１”」がジョグダイヤル１０２の回転操作と押し込み操作に応じて
決定される（ステップＳ１３）と、図６のＮＯ．１０に示すように、「メニューＡ-１-１
“MenuＡ-１-１”」を選択したことを示す履歴情報が履歴階層メニュー領域１０６ａに、
「---メニューＡ-１“---MenuＡ-１”」の下に新たに「----メニューＡ-１-１“----Menu
Ａ-１-１”」と表示され、カレントメニュー領域１０６ｂには「メニューＡ-１-１“Menu
Ａ-１-１”」の下階層の「メニューＡ-１-１-１“MenuＡ-１-１-１”」、「メニューＡ-
１-１-２“MenuＡ-１-１-２”」が表示される。
【００３４】
次に、選択された階層までの直接戻りの具体例について説明する。ＮＯ．２には「メニュ
ーＡ“MenuＡ”」を選択したことを示す履歴情報が履歴階層メニュー領域１０６ａの「ト
ップメニュー“TOP Menu”」の下に「--メニューＡ“--MenuＡ”」と表示され、カレント
メニュー領域１０６ｂには下階層の「メニューＡ-１“MenuＡ-１”」、「メニューＡ-２
“MenuＡ-２”」、「メニューＡ-３“MenuＡ-３”」、「メニューＡ-４“MenuＡ-４”」
がフォルダマーク１０８が付されて表示されている。この状態（ＮＯ．２）から履歴階層
メニュー領域１０６ａに表示されている「--メニューＡ“--MenuＡ”」がジョグダイヤル
１０２の回転操作と押し込み操作に応じて決定される（ステップＳ２１）と、メニュー全
体表示領域はＮＯ．４のように「メニューＡ“MenuＡ”」を含むカレントメニュー領域１
０６ｂを表示する。また、ＮＯ．３には「メニューＡ-１“MenuＡ-１”」を選択したこと
を示す履歴情報が履歴階層メニュー領域１０６ａの「--メニューＡ“--MenuＡ”」の下に
「---メニューＡ-１“---MenuＡ-１”」と表示され、カレントメニュー領域１０６ｂには
下階層の「メニューＡ-１-１“MenuＡ-１-１”」、「メニューＡ-１-２“MenuＡ-１-２”
」、「メニューＡ-１-３“MenuＡ-１-３”」、「メニューＡ-１-４“MenuＡ-１-４”」が
表示されている。この状態（ＮＯ．３）から履歴階層メニュー領域１０６ａに表示されて
いる「---メニューＡ-１“--MenuＡ-１”」がジョグダイヤル１０２の回転操作と押し込
み操作に応じて決定される（ステップＳ２２）と、メニュー全体表示領域はＮＯ．５のよ
うに「メニューＡ-１“MenuＡ-１”」を含むカレントメニュー領域１０６ｂを表示する。
【００３５】
次に、図７には、情報処理装置１００の表示部１０３上のメニュー全体表示領域１０６に
おける他の表示例を示す。この他の表示例では、カレントメニュー領域１０６ｂに、リス
トアップボタン１１０ｕとリストダウンボタン１１０ｄを示している。これらリストアッ
プボタン１１０ｕとリストダウンボタン１１０ｄは、メニューの縦幅が固定の場合で、メ
ニュー項目が同時に収まらない場合にのみ表示され、隠れているメニュー項目の存在を示
す。図７の場合には、「メニューＡ-１-１“MenuＡ-１-１”」、「メニューＡ-１-２“Me
nuＡ-１-２”」、「メニューＡ-１-３“MenuＡ-１-３”」、「メニューＡ-１-４“MenuＡ
-１-４”」の他に、他のメニュー、例えば「メニューＡ-１-５“MenuＡ-１-５”」、「メ
ニューＡ-１-６“MenuＡ-１-６”」が存在していることを示す。
【００３６】
リストアップボタン１１０ｕ／リストダウンボタン１１０ｄが表示されたカレントメニュ
ー領域１０６ｂでジョグダイヤル１０２から連続した上下移動のコマンドが行われた場合
は、カレントメニュー領域１０６ｂの中央まではスクロール１０９によるフォーカスが移
動し、それを超えると後述するようにリスト側がスクロールする。
【００３７】
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また、リストアップボタン１１０ｕ／リストダウンボタン１１０ｄはジョグダイヤル１０
２で上下の移動を行うコマンドが行われた際に、強調表示される。これは、ユーザの操作
のフィードバックになる。この強調表示は、リスト自体がスクロールするときに、特に有
効である。
【００３８】
次に、リストアップボタン１１０ｕとリストダウンボタン１１０ｄで囲まれた中での、ジ
ョグダイヤル１０２のコマンドに対応したメニュー表示の具体例について図８を用いて説
明する。
【００３９】
先ず、ＮＯ．１１のカレントメニュー領域１０６ｂには、リストアップボタン１１０ｕと
リストダウンボタン１１０ｄの間に、「メニューＡ-１-１“MenuＡ-１-１”」、「メニュ
ーＡ-１-２“MenuＡ-１-２”」、「メニューＡ-１-３“MenuＡ-１-３”」、「メニューＡ
-１-４“MenuＡ-１-４”」が表示されている。これらは履歴階層メニュー領域１０６ａに
ある「メニューＡ-１“MenuＡ-１”」の下階層メニューである。なお、「メニューＡ-１
“MenuＡ-１”」の下階層メニューとしては、「メニューＡ-１-５“MenuＡ-１-５”」、
「メニューＡ-１-６“MenuＡ-１-６”」もある。ＮＯ．１１においてカーソル１０９は「
メニューＡ-１-１“MenuＡ-１-１”」にフォーカスした状態である。ここで、ジョグダイ
ヤル１０２を下に回す（ステップＳ４１）と、ＮＯ．１２のカレントメニュー領域１０６
ｂに示すように、カーソル１０９は「メニューＡ-１-１“MenuＡ-１-１”」の下側の「メ
ニューＡ-１-２“MenuＡ-１-２”」に移動する。さらにジョグダイヤル１０２を下に回す
（ステップＳ４２）とカーソル１０９はＮＯ．１３に示すように「メニューＡ-１-２“Me
nuＡ-１-２”」の下側の「メニューＡ-１-３“MenuＡ-１-３”」に移動する。
【００４０】
さらにジョグダイヤル１０２を下に回す（ステップＳ４３）とカーソル１０９は動かずに
、ＮＯ．１４に示すように「メニューＡ-１-３“MenuＡ-１-３”」の下側の「メニューＡ
-１-４“MenuＡ-１-４”」がカーソル１０９の位置に移動する。このとき、リストアップ
ボタン１１０ｕとリストダウンボタン１１０ｄの間には、「メニューＡ-１-１“MenuＡ-
１-１”」が消え、新たに「メニューＡ-１-５“MenuＡ-１-５”」が表示される。さらに
、ジョグダイヤル１０２を下に回す（ステップＳ４４）とＮＯ．１５に示すように「メニ
ューＡ-１-４“MenuＡ-１-４”」の下側の「メニューＡ-１-５“MenuＡ-１-５”」がカー
ソル１０９の位置に移動する。このとき、リストアップボタン１１０ｕとリストダウンボ
タン１１０ｄの間には、「メニューＡ-１-３“MenuＡ-１-３”」～「メニューＡ-１-６“
MenuＡ-１-６”」が表示される。さらに、ジョグダイヤル１０２を下に回す（ステップＳ
４５）とカーソル１０９はＮＯ．１６に示すように「メニューＡ-１-５“MenuＡ-１-５”
」の下側の「メニューＡ-１-６“MenuＡ-１-６”」に移動する。リストアップボタン１１
０ｕとリストダウンボタン１１０ｄの間に存在している、「メニューＡ-１“MenuＡ-１”
」の下階層メニューは「メニューＡ-１-６“MenuＡ-１-６”」が最後である。さらに、ジ
ョグダイヤル１０２を下に回す（ステップＳ４６）とカーソル１０９はカレントメニュー
領域１０６ｂから出て、ＮＯ．１７に示すように、履歴階層メニュー領域１０６ａに表示
されている「トップメニュー“TOP Menu”」に移動する。さらに、ステップＳ４７、ステ
ップＳ４８でジョグダイヤル１０２を下にそれぞれ回すと、ＮＯ．１８、ＮＯ．１９に示
すように、カーソル１０９は、履歴階層メニュー領域１０６ａに表示されている、「--メ
ニューＡ“--MenuＡ”」、「---メニューＡ-１“---MenuＡ-１”」に移動する。そして、
ステップＳ４９でジョグダイヤル１０２を下に回すとカーソル１０９はＮＯ．１１に示す
ようにカレントメニュー領域１０６ｂの「メニューＡ-１-１“MenuＡ-１-１”」に移動す
る。
【００４１】
このように、図１に示した情報処理装置１００では、ジョグダイヤル１０２の回転操作、
押し込み操作に対応して選択したメニューを階層的に表示することにより、メニュー内の
現在位置する履歴階層が表現できる。階層履歴を表示することにより、ユーザーのメニュ
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ー構造の理解や、操作手順の習熟の容易さが増すというメリットがある。また、辿ってき
た特定の階層に、ダイレクトに戻れるという機能の提供が可能となり、更に柔軟性のある
ユーザーインターフェースを実現できる。
【００４２】
次に、第２の実施の形態について説明する。この第２の実施の形態は、図９に外観を示す
ノート型パーソナルコンピュータ１である。このノート型パーソナルコンピュータ１は、
基本的に、本体２と、この本体２に対して開閉自在とされる表示部３により構成されてい
る。このノート型パーソナルコンピュータ１の本体２には、各種の文字や記号などを入力
するとき操作されるキーボード５、マウスカーソルを移動させるときなどに操作されるポ
インティングデバイスとしてのタッチパット６、そして電源スイッチ８が、その上面に設
けられている。
【００４３】
また、表示部３の正面には、画像を表示するＬＣＤ（Liquid Crystal Display）７が設け
られている。さらに、表示部３の右上部には、電源ランプＰＬ、電池ランプＢＬ、必要に
応じてメッセージランプＭＬ、その他のＬＥＤよりなるランプが設けられている。
【００４４】
また、本体２上のキーボード５のキーＡ，キーＢ（右端のキー）の間にはジョグダイヤル
４が組み込まれている。このジョグダイヤル４は、図１０に示すように、キーＡ，キーＢ
とほぼ同じ高さになるように取り付けられている。ジョグダイヤル４は、図１０中の矢印
ａに示す回転操作に対応して所定の処理を実行し、同図中矢印ｂに示す移動操作に対応し
て所定の処理を実行する。
【００４５】
このジョグダイヤル４は、本体２の左側面に配置されてもよいのはもちろんである。また
、タッチパッド６を人差し指で操作しながら親指で操作可能なようにジョグダイヤルを前
面の中央部に配置してもよい。また、ＬＣＤ７が設けられた表示部３の左側面又は右側面
に配置してもよい。また、タッチパッド６の左端縁又は右端縁に沿って縦方向に配置して
もよい。また、タッチパッド６の上端縁又は下端縁に沿って横方向に配置してもよい。ま
た、タッチパッド６の右ボタンと左ボタンの間に縦方向に配置してもよい。また、キーボ
ード部５のＧキーとＨキーの間に縦方向に配置してもよい。また、縦方向や横方向に限定
せず、各指で操作し易い斜め方向へ、所定角度を付けて配置してもよい。さらに、ポイン
ティングデバイスであるマウスの側面の親指で操作可能な位置に配置してもよい。
【００４６】
次に、ノート型パーソナルコンピュータ１の電気的構成例について図１１を用いて説明す
る。中央処理装置（ＣＰＵ）５１は、例えば、intel社製のPentium（商標）プロセッサ等
で構成されて、ホストバス５２に接続されている。ホストバス５２には、さらに、ノース
ブリッジ５３が接続されており、ノースブリッジ５３は、ＰＣＩバス５６にも接続されて
いる。ノースブリッジ５３は、例えば、intel社製の400BXなどで構成されており、ＣＰＵ
５１やメインメモリ５４周辺の制御を行うようになされている。なお、このノースブリッ
ジ５３と後述するサウスブリッジ５８とで、いわゆるチップセットが構成されている。
【００４７】
ノースブリッジ５３は、さらに、メインメモリ５４及びキャッシュメモリ５５とも接続さ
れている。キャッシュメモリ５５は、ＣＰＵ５１が使用するデータをキャッシュするよう
になされている。なお、図示していないが、ＣＰＵ５１にも１次的なキャッシュメモリが
内蔵されている。
【００４８】
メインメモリ５４は、例えば、ＤＲＡＭ（Dynamic Read Only Memory）で構成され、ＣＰ
Ｕ５１が実行するプログラムや、ＣＰＵ５１の動作上必要なデータを記憶するようになさ
れている。具体的に、メインメモリ５４には、起動が完了した時点において、例えば電子
メールプログラム５４Ａ、オートパイロットプログラム５４Ｂ、ジョグダイヤル状態監視
プログラム５４Ｃ、ジョグダイヤルドライバ５４Ｄ、オペレーティングプログラム（ＯＳ
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）５４Ｅ、その他のアプリケーションプログラム５４Ｆ1～５４ＦnがＨＤＤ７０から転送
され、記憶される。
【００４９】
なお、特に、このノート型パーソナルコンピュータ１は、ジョグダイヤル対応のアプリケ
ーションプログラム５４Ｆ1として、本発明にかかる情報処理方法の具体例が適用される
、地図ビューワソフトプログラムを、ＨＤＤ６７から取り出し実行する。この地図ビュー
ワソフトプログラムの具体例としては、ＧＰＳによる現在位置の地図表示ツールであるナ
ビン・ユー（Navin'You）（商標）がある。このナビン・ユーの詳細については、ＵＲＬ
がhttp://vaio.sony.co.jp/software/NavinYou/top.htmlのインターネットホームページ
上に記載されている。以下、抜粋すると、このナビン・ユーは、従来の平面的な地図表示
に加え、上空から眺めるように進行に合わせて交差点や表示が近づいてくる、遠近感のあ
るリアルな視覚で地図を操作できるソフトである。所定の操作によりフライトの高さを自
由に調節でき、さらに、ポインタを進行したい方向に進めるだけで高速にスクロールでき
る。飛行機を操縦しているような感覚で操作することができる。
【００５０】
この地図ビューワソフトプログラムでは、ＬＣＤ７に図１２以降に示すように、地図を表
示するのであるが、その際のメニュー表示領域を階層表示にしながらも領域を拡大するこ
となく、地図表示領域が必要以上に隠れるのを防ぐものである。このときの動作例につい
ては後述する。
【００５１】
電子メールプログラム５４Ａは、後述するモデム７５を介して電話回線７６のような通信
回線などからネットワーク経由で通信文を授受するプログラムである。電子メールプログ
ラム５４Ａは、特定機能としての着信メール取得機能を有している。この着信メール取得
機能は、プロバイダ７７が備えるメールサーバ７８に対して、そのメールボックス７９内
に自分（利用者）宛のメールが着信しているかどうかを確認して、自分宛のメールがあれ
ば取得する処理を実行する。
【００５２】
オートパイロットプログラム５４Ｂは、予め設定された複数の処理（またはプログラム）
などを、予め設定された順序で順次起動して、処理するプログラムである。
【００５３】
ＯＳ（基本プログラムソフトウェア）５４Ｅは、例えばマイクロソフト社のいわゆるWind
ows９５や９８（共に商標）、アップルコンピュータ社のいわゆるマックＯＳ（商標）等
に代表される、コンピュータの基本的な動作を制御するものである。
【００５４】
ジョグダイヤル状態監視プログラム５４Ｃは、上記各アプリケーションからジョグダイヤ
ル対応であるか否かの通知を受け取り、例えば対応であればジョグダイヤル４を操作する
ことで何が行えるかを表示するために動作する。通常、ジョグダイヤル４のイベント待ち
になっているし、アプリケーションからの通知を受け取るリストも持っている。ジョグダ
イヤルドライバ５４Ｄは、ジョグダイヤル４の操作に対応して各種機能を実行する。
【００５５】
ビデオコントローラ５７は、ＰＣＩバス５６に接続されており、そのＰＣＩバス５６を介
して供給されるデータに基づいて、表示部３上のＬＣＤ７の表示を制御するようになされ
ている。
【００５６】
ＰＣＩバス５６には、サウンドコントローラ６４が接続され、マイクロホン６６からの入
力を取り込み、あるいはスピーカ６５に対して音声信号を供給する。また、ＰＣＩバス５
６にはモデム７５も接続されている。モデム７５は、公衆電話回線７６、インターネット
サービスプロバイダ７７を介して、インターネット等の通信ネットワーク８０やメールサ
ーバ７８等に接続することができる。
【００５７】
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また、ＰＣＩバス５６にはサウスブリッジ５８も接続されている。サウスブリッジ５８は
、例えば、intel社製のPIIX4Eなどで構成されており、各種のＩ／Ｏ（Input / Output）
を制御するようになされている。即ち、サウスブリッジ５８は、ＩＤＥ（Integrated Dri
ve Electronics）コントローラ／コンフィギュレーションレジスタ５９、タイマ回路６０
、およびＩＤＥインタフェース６１等で構成され、ＩＤＥバス６２に接続されるデバイス
や、ＩＳＡ／ＥＩＯ（Industry Standard Architecture / Extended Input Output）バス
６３およびエンベディットコントローラ６８を介して接続されるデバイスの制御等を行う
ようになされている。
【００５８】
ＩＤＥコントローラ／コンフィギュレーションレジスタ５９は、いわゆるプライマリＩＤ
ＥコントローラとセカンダリＩＤＥコントローラとの２つのＩＤＥコントローラ、および
コンフィギュレーションレジスタ（configuration register）等から構成されている（い
ずれも図示せず）。
【００５９】
プライマリＩＤＥコントローラは、ＩＤＥバス６２を介して、コネクタ（図示は省略）に
接続しており、コネクタには、ＨＤＤ６７が接続されている。また、セカンダリＩＤＥコ
ントローラは、他のＩＤＥバス等を介して、図示を省略したＣＤ－ＲＯＭドライブや、セ
カンドＨＤＤ、ＦＤＤなどといった、いわばＩＤＥデバイスであるベイデバイスが装着さ
れたときに、その装着されたベイデバイスのコネクタが電気的に接続されるようになされ
ている。
【００６０】
なお、ＨＤＤ６７には、電子メールプログラム６７Ａ、オートパイロットプログラム６７
Ｂ、ジョグダイヤル状態監視プログラム６７Ｃ、ジョグダイヤルドライバ６７Ｄ、ＯＳ（
基本プログラムソフトウェア）６７Ｅの他、上記地図ビューワソフトプログラムであるア
プリケーションプログラム６７Ｆ1や、その他複数のアプリケーションソフトウェア６７
Ｆn等が記憶されている。ＨＤＤ６７内の上記各プログラム６７Ａ、６７Ｂ、６７Ｃ、６
７Ｄ、６７Ｅ、６７Ｆ1～６７Ｆn等は、起動（ブートアップ）処理の過程で、ＲＡＭ５４
内に順次転送され、格納される。
【００６１】
ＩＳＡ／ＥＩＯバス６３には、さらに、エンベデットコントローラ６８が接続されている
。このエンベデットコントローラ６８は、マイクロコントローラからなりＩ／Ｏコントロ
ーラとして使われる。すなわち、エンベデットコントローラ６８は、Ｉ／Ｏインターフェ
ース６９、ＲＯＭ７０、ＲＡＭ７１、ＣＰＵ７２が相互に接続されて構成されている。
【００６２】
ＲＯＭ７０の中には、ＬＥＤ制御プログラム７０Ａ、タッチパッド入力監視プログラム７
０Ｂ、キー入力監視プログラム７０Ｃ、ウェイクアッププログラム７０Ｄ、ジョグダイヤ
ル状態監視プログラム７０Ｅが予め格納されている。
【００６３】
ＬＥＤ制御プログラム７０Ａは、電源ランプＰＬ、電池ランプＢＬ、必要に応じてメッセ
ージランプＭＬ、その他のＬＥＤよりなるランプの点灯の制御を行うプログラムである。
タッチパッド入力監視プログラム７０Ｂは、タッチパッド６からのユーザによる入力を監
視するプログラムである。キー入力監視プログラム７０Ｃは、キーボード５やその他のキ
ースイッチからの入力を監視するプログラムである。ウェイクアッププログラム７０Ｄは
、サウスブリッジ５８内のタイマ回路６０から供給される現在時刻データに基づいて、予
め設定された時刻になったかどうかをチェックして、設定された時刻になると、所定の処
理（またはプログラム）等を起動するために各チップ電源の管理を行うプログラムである
。
【００６４】
ジョグダイヤル状態監視プログラム７０Ｅは、ジョグダイヤル４の回転型エンコーダ部１
２が回転されたか、或いは押されたかを常に監視するためのプログラムである。
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【００６５】
ＲＯＭ７０には、さらにＢＩＯＳ７０Ｆが書き込まれている。ＢＩＯＳ（Basic Input/Ou
tput System）とは、基本入出力システムのことをいい、ＯＳやアプリケーションソフト
と周辺機器（ディスプレイ、キーボード、ＨＤＤ等）の間でのデータの受け渡し（入出力
）を制御するソフトウェアプログラムである。
【００６６】
ＲＡＭ７１は、ＬＥＤ制御、タッチパッド入力ステイタス、キー入力ステイタス、設定時
刻用の各レジスタ等や、ジョグダイヤル状態監視用のＩ／Ｏレジスタ等を、レジスタ７１
Ａ～７１Ｆとして有している。例えば、ＬＥＤ制御レジスタ７１Ａは、ジョグダイヤル４
が押されて、後述する電子メールの瞬時の立ち上げ状態を表示するメッセージランプＭＬ
の点灯を制御する。キー入力ステイタスレジスタ７１Ｃは、後述するワンタッチ操作用に
ジョグダイヤル４が押されると、操作キーフラグが格納されるようになっている。設定時
刻レジスタ７１Ｄは、ある時刻を任意に設定することができる。
【００６７】
また、このエンベデットコントローラ６８には、図示を省略したコネクタを介して、ジョ
グダイヤル４、タッチパッド６、キーボード５がそれぞれ接続されており、ジョグダイヤ
ル４、タッチパッド６、キーボード５それぞれの操作に対応した信号を、ＩＳＡ／ＥＩＯ
バス６３に出力するようになされている。また、エンベデットコントローラ６８には、電
源ランプＰＬ、電池ランプＢＬ、メッセージランプＭＬ、その他のＬＥＤよりなるランプ
が接続されている。
【００６８】
エンベデットコントローラ６８には、さらに、電源制御回路７３が接続されている。電源
制御回路７３は、内蔵バッテリ７４又はＡＣ電源に接続されており、各ブロックに、必要
な電源を供給するとともに、内蔵バッテリ７４や、周辺装置のセカンドバッテリの充電の
ための制御を行うようになされている。また、エンベデットコントローラ６８は、電源を
オン又はオフするとき操作される電源スイッチ８を監視している。
【００６９】
エンベデットコントローラ６８は、電源８がオフ状態でも、常に内部電源により、上記各
プログラム７０Ａ、７０Ｂ、７０Ｃ、７０Ｄ、７０Ｅを実行することができる。つまり、
上記各プログラムは、表示部３のＬＣＤ７上に何のウィンドウが開いて無くても、常時働
いている。つまり、エンベデットコントローラ６８は電源スイッチ８がオフでＯＳ５４Ｅ
がＣＰＵ５１で起動していなくても、常時、ジョグダイヤル状態監視プログラム７０Ｅを
実行し、特に、詳細は省略するが、ノート型パーソナルコンピュータ１に、専用のキーを
設けなくとも、プログラマブルパワーキー（ＰＰＫ）機能を持たせ、例えば省電力状態、
あるいは電源オフ時に、ジョグダイヤル４をユーザが押すだけで好みのソフトウェアやス
クリプトファイルを起動できるようにしてある。
【００７０】
次に、このノート型パーソナルコンピュータ１がＨＤＤ６７上に格納されている地図ビュ
ーワソフトプログラム６７Ｆ1を、ＲＡＭ５４に取り出し（地図ビューワソフトプログラ
ム５４Ｆ1）て実行するときのいくつかの動作例について説明する。動作例としては、図
１２及び図１３を用いてナビゲーションメニュー（ナビメニュー「Navi Menu」）の表示
、図１４及び図１５を用いてナビゲーションメニューの消去、図１６～図２４を用いてナ
ビゲーションメニューによる目的地設定、図２５～図３１を用いてナビゲーションメニュ
ーによる目的地設定変更、図３２～図４０を用いてナビゲーションメニューによるスクロ
ール処理を説明する。ここで、ナビゲーションメニューを表示する領域（以下、ナビゲー
ションメニュー表示領域）１０６は、上記メニュー全体表示領域１０６に相当する。この
ナビゲーションメニュー表示領域１０６は、上記履歴階層メニュー領域１０６ａと、カレ
ントメニュー領域１０６ｂに分けられる。
【００７１】
先ず、ナビゲーションメニューの表示と、消去について説明する。図１２に示す地図表示
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の状態から、右下に表示されている「ナビメニュー“Navi Menu”」ボタン１２０上にカ
ーソルをタッチパット６で移動してからクリックボタンを押下するか、或いはマウスでカ
ーソルを移動してから右ボタンでクリックすると図１３に示すナビゲーションメニューが
表示される。また、ジョグダイヤル４の上又は下への回転操作や、押し込み操作、或いは
キーボード上の「上矢印ボタン」の押下操作に対応させてナビゲーションメニューが表示
されるように設定してもよい。ナビゲーションメニューの表示、すなわち「ナビメニュー
“Navi Menu”」１２１は、履歴階層メニュー領域１０６ａに示される。
【００７２】
次に、ナビゲーションメニューを非表示にするときには、図１４に示す地図表示の状態か
ら、履歴階層メニュー領域１０６ａ上に表示されている「ナビメニュー“Navi Menu”」
１２１上にカーソルをタッチパット６で移動してからクリックボタンを押下するか、或い
はマウスでカーソルを移動してから右ボタンでクリックすると図１５に示すようにナビゲ
ーションメニューが消去される。また、「ナビメニュー“Navi Menu”」１２１上にカー
ソルを合わせてから、キーボード上の「エンタキー」、「スペースキー」を押下してナビ
ゲーションメニューが消去されるように設定してもよい。
【００７３】
次に、ナビゲーションメニューによる目的地設定について説明する。図１６に示すように
、履歴階層メニュー領域１０６ａに「ナビメニュー“Navi Menu”」１２１（ナビゲーシ
ョンメニュー）が表示された状態からジョグダイヤル４を回転操作してカーソルを、カレ
ントメニュー領域１０６ｂ中の「住所で目的地を選ぶ」に移動し、ジョグダイヤル４を押
し込んで決定すると、図１７に示すように、ナビゲーションメニュー表示領域１０６の履
歴階層メニュー領域１０６ａには「住所で目的地を選ぶ」が履歴情報として表示され、カ
レントメニュー領域１０６ｂにはリストアップボタン１１０ｕとリストダウンボタン１１
０ｄに挟まれて、「北海道」から「新潟県」までが表示される。ここで表示された各都道
府県名の前には下階層を持つことを示すフォルダマーク１０８が付されている。初期状態
では、「北海道」にカーソル１０９がフォーカスしている。
【００７４】
図１８に示すように、カレントメニュー領域１０６ｂに表示されている、「東京都」に、
ジョグダイヤル４の操作に応じてカーソル１０９を移動しようとすると、カレントメニュ
ー領域１０６ｂの中央部にカーソル１０９が移動し、それを超えるとリスト側がスクロー
ルし、中央部に「東京都」が位置する。このとき、リストアップボタン１１０ｕとリスト
ダウンボタン１１０ｄの中には、「東京都」が上に４行分スクロールしたことにより、リ
ストアップボタン１１０ｕ側から「北海道」と「青森県」と「秋田県」と「岩手県」が消
え、リストダウンボタン１１０ｄ側に「富山県」と「岐阜県」と「石川県」と「福井県」
が入ってくる。
【００７５】
「東京都」にカーソル１０９がフォーカスし、ジョグダイヤル４が押し込まれて選択が決
定されると、図１９に示すように、履歴階層メニュー領域１０６ａには「東京都」が履歴
情報として「住所で目的地を選ぶ」の下に表示される。このとき、カレントメニュー領域
１０６ｂには、「東京都」の下階層情報となる、「青ヶ島村」から「国立市」までが表示
される。初期状態においてカーソル１０９は「青ヶ島村」にフォーカスされている。
【００７６】
そして、図２０に示すように、「大田区」までカーソル１０９を移動しようとすると、カ
レントメニュー領域１０６ｂの中央部にカーソル１０９が移動し、それを超えるとリスト
側がスクロールし、中央部に「大田区」が位置する。このとき、リストアップボタン１１
０ｕとリストダウンボタン１１０ｄの中には、「大田区」が上に２行分スクロールしたこ
とにより、リストアップボタン１１０ｕ側から「青ヶ島村」と「昭島市」が消え、リスト
ダウンボタン１１０ｄ側に「神津島村」と「江東区」が入ってくる。
【００７７】
「大田区」にカーソル１０９がフォーカスし、ジョグダイヤル４が押し込まれて選択が決
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定されると、図２１に示すように、履歴階層メニュー領域１０６ａには「大田区」が履歴
情報として「東京都」の下に表示される。このとき、カレントメニュー領域１０６ｂには
、「大田区」の下階層情報となる、「池上」から「北嶺町」までが表示される。初期状態
においてカーソル１０９は「池上」にフォーカスしている。
【００７８】
そして、図２２に示すように、「蒲田」までカーソル１０９を移動しようとすると、カレ
ントメニュー領域１０６ｂの中央部にカーソル１０９が移動し、それを超えるとリスト側
がスクロールし、中央部に「蒲田」が位置する。このとき、リストアップボタン１１０ｕ
とリストダウンボタン１１０ｄの中には、「蒲田」が上に２行分スクロールしたことによ
り、リストアップボタン１１０ｕ側から「池上」と「石川町」が消え、リストダウンボタ
ン１１０ｄ側に「久が原」と「京浜島」が入ってくる。
【００７９】
「蒲田」にカーソル１０９がフォーカスし、ジョグダイヤル４が押し込まれて選択が決定
されると、図２３に示すように、履歴階層メニュー領域１０６ａには「蒲田」が履歴情報
として「大田区」の下に表示される。このとき、カレントメニュー領域１０６ｂには、「
蒲田」の下階層情報となる、番地情報「１－１」から「１－１５」までが表示される。初
期状態においてカーソル１０９は「１－１」にフォーカスされている。
【００８０】
そして図２３においてジョグダイヤル４の操作により番地の選択が決定されると、図２４
に示すように、地図上には、現在地をスタート（START）、目的地「東京都大田区蒲田＃
－＃」をゴールフラッグマークＧＦで表示する。ここで、「＃－＃」には、番地情報「１
－１」から「１－１５」のうちのいずれかが入る。
【００８１】
次に、ナビゲーションメニューによる目的地設定変更について説明する。ここでは、図２
５に示した状態からの目的地設定変更とする。図２５では、履歴階層メニュー領域１０６
ａに、「住所で目的地を選ぶ」、「東京都」、「大田区」、「蒲田」という階層の履歴情
報が表示され、カレントメニュー領域１０６ｂに、「蒲田」の番地情報「１－１」～「１
－１５」が表示されている。先ず、目的地の「区」の設定を変更するには、図２６に示す
ように、履歴階層メニュー領域１０６ａに表示されている「大田区」をジョグダイヤル４
の操作に応じて選択する。すると、図２７に示すように、カレントメニュー領域１０６ｂ
には、「大田区」を含む、「区」（この場合、村、市も含む）が、「青ヶ島村」から「国
立市」まで表示される。
【００８２】
そして、図２８に示すように、「渋谷区」までカーソル１０９を移動しようとすると、カ
レントメニュー領域１０６ｂの中央部にカーソル１０９が移動し、それを超えるとリスト
側がスクロールし、中央部に「渋谷区」が位置する。このとき、リストアップボタン１１
０ｕとリストダウンボタン１１０ｄの中では、図２７の状態で、表示されていなかった「
渋谷区」が上に１６行分スクロールしたことにより、リストアップボタン１１０ｕ側から
「青ヶ島村」～「清瀬市」が消え、リストダウンボタン１１０ｄ側に「神津島村」～「多
摩市」が入ってくる。
【００８３】
「渋谷区」にカーソル１０９がフォーカスし、ジョグダイヤル４が押し込まれて選択が決
定されると、図２９に示すように、履歴階層メニュー領域１０６ａには「渋谷区」が履歴
情報として「東京都」の下に表示される。このとき、カレントメニュー領域１０６ｂには
、「渋谷区」の下階層情報となる、「上原」から「神南」までが表示される。初期状態に
おいてカーソル１０９は「上原」にフォーカスしている。
【００８４】
そして、図３０に示すように、「恵比寿」までジョグダイヤル４を使ってカーソル１０９
を移動し、選択を決定すると、図３１に示すように、履歴階層メニュー領域１０６ａに、
「恵比寿」という階層履歴情報が、「渋谷区」の下に表示され、カレントメニュー領域１
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０６ｂには、番地情報が「１－１」～「１－１５」と表示される。ここで、ジョグダイヤ
ル４の操作により番地の選択が決定されると、図示を省略するが、地図上には現在地をス
タート（START）、目的地「東京都渋谷区恵比寿＃－＃」をゴールフラッグマークで表示
する。
【００８５】
次に、ナビゲーションメニューによるスクロール処理について説明する。ここでの説明は
、図３２の履歴階層メニュー領域１０６ａに表示されているように「住所で目的地を選ぶ
」というメニューに対応した、カレントメニュー領域１０６ｂにおける都道府県名表示を
例にして行う。初期状態では、カーソル１０９は、「北海道」にフォーカスしているが、
ジョグダイヤル４の下方向への回転操作に伴ってカーソル１０９は図３３に示すように途
中においては下側の「岩手県」に移動し、さらにジョグダイヤル４の下方向への回転操作
に伴って、図３４に示すようにカレントメニュー領域１０６ｂの中央部の「茨城県」まで
移動する。カーソル１０９のフォーカスがカレントメニュー領域１０６ｂの中央部を超え
ると、カーソル自体は動かずに、都道府県名のリストが図３５、図３６及び図３７に示す
ようにスクロールする。そして、図３７の状態、すなわち「高知県」が中央部のカーソル
１０９の位置にくると、リストアップボタン１１０ｕとリストダウンボタン１１０ｄの間
のカレントメニュー領域１０６ｂには「沖縄県」を最後に全ての都道府県名が表示される
ので、隠れている都道府県名はなくなり、リスト側のスクロールは停止する。ここで、さ
らにジョグダイヤル４の回転操作が続いていれば、カーソル１０９は図３８から図３９に
示すように、「熊本県」から「沖縄県」まで移動し、最後に図４０に示すようにカレント
メニュー領域１０６ｂから消えて履歴階層メニュー領域１０６ａ上の「ナビメニュー“Na
vi Menu”」１２１に移動する。
【００８６】
リストアップボタン１１０ｕ／リストダウンボタン１１０ｄはジョグダイヤル４で上下の
移動を行うコマンドが行われた際に、強調表示される。これは、ユーザの操作のフィード
バックになる。この強調表示は、上述したようにリスト自体がスクロールするときに、特
に有効である。
【００８７】
このように、図９に示したノート型パーソナルコンピュータ１では、ジョグダイヤル４の
回転操作、押し込み操作に対応した階層メニュー表示を、地図ビューワソフトプログラム
に適用することができるので、地図ビューワソフトプログラムに関するメニュー内の現在
位置する履歴階層が表現できる。階層履歴を表示することにより、ユーザーの地図ビュー
ワソフトプログラムに関するメニュー構造の理解や、操作手順の習熟の容易さが増すとい
うメリットがある。また、辿ってきた特定の階層に、ダイレクトに戻れるという機能の提
供が可能となり、更に柔軟性のあるユーザーインターフェースを実現できる。
【００８８】
次に、第３の実施の形態について説明する。この第３の実施の形態は、図４１に示す携帯
電話装置１０である。この携帯電話装置１０は、筐体の上面に送信用のアンテナ１１が設
けられ、筐体の正面の上部と下部に受話器１２と送話器１３とが設けられる。また、受話
器１２と送話器１３との間には、ダイヤルキー１４や、液晶表示素子を用いたディスプレ
イ１５が設けられる。
【００８９】
また、図４１に示す携帯電話装置１０には、回動が可能であると共に半径方向に移動可能
な円形のつまみを備えたジョグダイヤル１６が設けられる。このジョグダイヤル１６は、
その回動によるカーソルの移動機能と、半径方向のプッシュによるノンロック式の決定キ
ーとしての機能を有する。ジョグダイヤル１６は、携帯電話装置に備えられた各種機能を
行うために使われる。例えば、ジョグダイヤル１６を操作して登録された電話番号の表示
画面への切り替えや、表示された番号の選択を行うことができる。いわゆる電話帳機能で
あり、登録した電話番号を順次、ディスプレイ１５に表示し、所望の電話番号を選択して
発信することができる。
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【００９０】
ジョグダイヤル１６の操作による登録された電話番号の表示及び選択の方法としては、以
下の方法がある。
【００９１】
第１の方法は五十音の行グループ別に電話番号が登録されている場合である。この場合、
第１段階としてジョグダイヤルの回転操作によって五十音のあかさなた・・・の各行グル
ープを表示画面にスクロールさせながら表示して所望の行グループをジョグダイヤルの押
し込み操作によって選択し、次に、第２段階として選択した行グループに含まれる登録し
た電話番号をジョグダイヤルの回転操作によって表示画面にスクロールさせながら表示し
て所望の電話番号をジョグダイヤルの押し込み操作によって選択する。
【００９２】
第２の方法は個人毎の個別のグループ別に電話番号が登録されている場合である。この場
合、第１段階としてジョグダイヤルの回転操作によって各グループを表示画面にスクロー
ルさせながら表示して所望のグループをジョグダイヤルの押し込み操作によって選択し、
次に、第２段階として選択したグループに含まれる五十音順に登録された電話番号をジョ
グダイヤルの回転操作によって表示画面にスクロールさせながら表示して所望の電話番号
をジョグダイヤルの押し込み操作によって選択する。
【００９３】
図４１に示した携帯電話装置１０は、上記第１の方法、第２の方法ともに、ジョグダイヤ
ル１６とディスプレイ１５を用いて行うことができる。さらに、この携帯電話装置１０は
、電話番号の選択と表示を行うためのメニュー表示領域を階層表示にしながらも領域を拡
大することなくディスプレイ１５に示すことができる。この動作については後述する。
【００９４】
図４２には携帯電話装置１０の電気的構成を示す。この図４２において、上記図４１に対
応する部分には同一の符号を付して一部説明を省略する。
【００９５】
図４２において、携帯電話装置１０のアンテナ１１と高周波送受信回路２１とが接続され
て、高周波送信信号及び高周波受信信号の授受が行われると共に、高周波送受信回路２１
とベースバンド処理回路２２とが接続されて、送信信号及び受信信号の授受が行われる。
【００９６】
ベースバンド処理回路２２は、音声増幅回路２３、２４を介して、受話器１２及び送話器
１３とそれぞれ接続されて、音声信号の授受が行われると共に、システム制御回路（ＣＰ
Ｕ）３１と接続されて、制御信号の授受が行われる。
【００９７】
システム制御回路３１には、ダイヤルキー１４及びジョグダイヤル１６を含む操作部と、
文字入力ルーチンを含む、各種のプログラムを格納したＲＯＭ３２が接続される。また、
駆動回路３３を介して、液晶表示装置（ＬＣＤ）１５が接続されて、入力文字が表示され
る。なお、電池３９から各部の動作に必要な電力が供給される。
【００９８】
ＲＯＭ３２には、ジョグダイヤル１６の操作による登録された電話番号の表示及び選択の
方法に基づく電話帳プログラムが格納されている。特に、この電話帳プログラムは、五十
音のグループ別に電話番号を表示及び選択させる第１の方法と、個別グループ別に電話番
号を表示及び選択させる第２の方法とにメニューを分ける。このとき、上述したように、
電話番号の選択と表示を行うためのメニュー表示領域を階層表示にしながらも領域を拡大
することなく表示部１５に示すことができる
ＲＯＭ３２に格納された上記電話帳プログラムは、システム制御部３１によって実行され
る。以下、この携帯電話装置１０のシステム制御部３１が電話帳プログラムを実行したと
きの動作及び表示部１５上の具体例について図４３～図４８を用いて説明する。
【００９９】
先ず、ダイヤルキー１４や、他の操作キー又はジョグダイヤル１６の内の、所定の操作キ
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ーによって、上記電話帳プログラムの実行が指示されると、システム制御部３１が上記プ
ログラムを実行し、ディスプレイ１５上に図４３（ａ）に示すメニュー全体表示領域１０
６が表示される。メニュー全体表示領域１０６は、上述したように、履歴階層メニュー領
域１０６ａと、カレントメニュー領域１０６ｂに分けられており、履歴階層メニュー領域
１０６ａには、「電話帳トップメニュー」が表示され、カレントメニュー領域１０６ｂに
は、上記第１の方法に基づく「五十音グループ」メニュー、第２の方法に基づく「個別グ
ループ」メニューがそれぞれフォルダマーク１０８付で表示される。初期状態では、「五
十音グループ」メニューにカーソル１０９がフォーカスしている。
【０１００】
図４３（ａ）に示したカーソル１０９のフォーカス状態で、ジョグダイヤル１６が押し込
まれて選択が決定されると、図４３（ｂ）に示すように、履歴階層メニュー領域１０６ａ
には「五十音グループ」という階層履歴情報が「電話帳トップメニュー」の下に表示され
、カレントメニュー領域１０６ｂにはリストアップボタン１１０ｕとリストダウンボタン
１１０ｄの中に、「あ」，「か」，「さ」，「た」，「な」及び「は」行がフォルダマー
ク１０８付で表示される。初期状態では「あ」行にカーソル１０９がフォーカスしている
。
【０１０１】
次に、図４３（ｃ）に示すように、ジョグダイヤル１６の下方向への回転操作にしたがっ
てカーソル１０９が「か」行に移動され、ジョグダイヤル１６が押し込まれて選択が決定
されると、図４４（ａ）に示すように、履歴階層メニュー領域１０６ａには「か行」とい
う階層履歴情報が「五十音グループ」の下に表示され、カレントメニュー領域１０６ｂの
リストアップボタン１１０ｕとリストダウンボタン１１０ｄの間には「か行」の各登録名
称と電話番号が表示される。初期状態においては最上部の「加藤」にカーソル１０９がフ
ォーカスしている。
【０１０２】
そして、図４４（ｂ）に示すように、ジョグダイヤル１６の回転操作によりカーソル１０
９が「木村」に移動され、ジョグダイヤル１６の押し込み操作により選択が決定されると
、「木村」への発信が自動的に行われる。
【０１０３】
ここで、電話先を変更するときには、図４４（ｃ）に示すように、履歴階層メニュー領域
１０６ａに表示されている「-か行」にカーソル１０９が移動され、決定される。すると
、図４５（ａ）に示すように、カレントメニュー領域１０６ｂには、リストアップボタン
１１０ｕとリストダウンボタン１１０ｄの間に、「か行」を含めた「あ」，「か」，「さ
」，「た」，「な」及び「は」行がフォルダマーク１０８付で表示される。初期状態では
「あ」行にカーソル１０９がフォーカスしている。
【０１０４】
そして、図４５（ｂ）に示すように、カレントメニュー領域１０６ｂに表示されている、
「さ」行にカーソル１０９が移動され、決定されると、図４５（ｃ）に示すように、履歴
階層メニュー領域１０６ａには「-さ行」の選択を示す階層履歴情報が「五十音グループ
」の」下に表示され、カレントメニュー領域１０６ｂには、「さ行」の各登録名称と電話
番号が表示される。初期状態においては最上部の「佐藤」にカーソル１０９がフォーカス
している。
【０１０５】
そして、図４６（ａ）に示すように、ジョグダイヤル１６の回転操作によりカーソル１０
９が「佐々木」に移動され、ジョグダイヤル１６の押し込み操作により選択が決定される
と、「佐々木」への発信が自動的に行われる。
【０１０６】
次に、上記図４６（ａ）に示した状態から、上記第２の方法に基づく、個別グループの電
話番号の表示及び選択に変更する具体例について説明する。図４６（ｂ）に示すように、
履歴階層メニュー領域１０６ａに表示されている「-五十音グループ」にカーソル１０９
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を移動して選択を決定すると、図４６（ｃ）に示すように、カレントメニュー領域１０６
ｂには、「五十音グループ」を含め「個別グループ」もフォルダマーク１０８付で表示さ
れる。初期状態では「五十音グループ」にカーソル１０９がフォーカスしている。
【０１０７】
そして、図４７（ａ）に示すように、ジョグダイヤル１６の回転操作、押し込み操作にし
たがってカーソル１０９が「個別グループ」に移動され、選択が決定されると、図４７（
ｂ）に示すように、履歴階層メニュー領域１０６ａには、「-個別グループ」の選択を示
す階層履歴情報が「電話帳トップメニュー」の下に表示される。初期状態においてカレン
トメニュー領域１０６ｂでは、最上行の「友人」にカーソル１０９がフォーカスしている
。
【０１０８】
図４７の（ｃ）に示すように、ジョグダイヤル１６の回転操作に応じてカーソル１０９が
「会社」に移動され、ジョグダイヤル１６の押し込み操作に応じて選択が決定されると、
図４８（ａ）に示すように、履歴階層メニュー領域１０６ａには、「--会社」の選択を示
す階層履歴情報が「-個別グループ」の下に表示される。このとき、カレントメニュー領
域１０６ｂにはリストアップボタン１１０ｕとリストダウンボタン１１０ｄの間に、「会
社」の各登録名称と電話番号が表示される。初期状態においては最上部の「安部」にカー
ソル１０９がフォーカスしている。この状態で、ジョグダイヤル１６が押し込み操作によ
り選択が決定されると、「安部」への発信が自動的に行われる。
【０１０９】
ここで、電話先を変更するときには、図４８（ｂ）に示すように、履歴階層メニュー領域
１０６ａに表示されている「--会社」にカーソル１０９が移動され、決定される。すると
、図４８（ｃ）に示すように、カレントメニュー領域１０６ｂには、「友人」、「会社」
、「親戚」がフォルダマーク１０８を付して表示される。初期状態においてカレントメニ
ュー領域１０６ｂでは、最上行の「友人」にカーソル１０９がフォーカスしている。
【０１１０】
このように、図４１に示した携帯電話装置１０では、ジョグダイヤル１６の回転操作、押
し込み操作に対応した階層メニュー表示を、電話帳プログラムに適用することができるの
で、電話帳プログラムに関するメニュー内の現在位置する履歴階層が表現できる。階層履
歴を表示することにより、ユーザーの電話帳プログラムに関するメニュー構造の理解や、
操作手順の習熟の容易さが増すというメリットがある。また、辿ってきた特定の階層に、
ダイレクトに戻れるという機能の提供が可能となり、更に柔軟性のあるユーザーインター
フェースを実現できる。
【０１１１】
なお、上記第１～第３の実施の形態では、ユーザーインターフェースデバイスをいずれも
、単一軸制御のジョグダイヤルとしたが、本発明では、ジョグダイヤルにのみ限定するも
のではなく、他の操作キー、例えば十字キー等を用いてもよい。
【０１１２】
また、適用するソフトプログラムとしては、地図ビューワプログラムや、電話帳プログラ
ムを挙げたが、階層メニュー表示により、情報が表示及び選択されるものであれば、それ
らに限定されるものではない。特に、メニューの表示領域に制限のあるものに適する。
【０１１３】
例えば、画像整形プログラムや、画像取り込みプログラムにおいて、画像表示領域に影響
を与えず、決まった大きさのメニュー表示領域内で、メニューの表示及び選択を階層的に
行う場合に有効である。
【０１１４】
【発明の効果】
本発明によれば、階層構造を有する操作メニューシステムにおいて、現在位置する履歴階
層を表現できる。また、履歴階層自体がメニューの一部になり、そこにフォーカスを移動
し決定することで、辿ってきた特定の階層に戻ることが可能となる。カレントメニューに
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おける、複数のメニュー項目をサイクリックに表示したり、フォーカスを受けたメニュー
の文字列が表示部上でスクロールするなど、メニュー自体の横幅を抑えることができる。
【図面の簡単な説明】
【図１】本発明の第１の実施の形態となる、情報処理装置を示すブロック図である。
【図２】ジョグダイヤルを説明するための図である。
【図３】上記情報処理装置が機能するメニューシステムの遷移図である。
【図４】上記情報処理装置の表示部上のメニュー表示を説明するための第１の図である。
【図５】上記メニュー表示の具体例における第１の遷移図である。
【図６】上記メニュー表示の具体例における第２の遷移図である。
【図７】上記情報処理装置の表示部上のメニュー表示を説明するための第２の図である。
【図８】上記メニュー表示の具体例における第３の遷移図である。
【図９】本発明の第２の実施の形態となる、ノート型パーソナルコンピュータを示す外観
斜視図である。
【図１０】上記ノート型パーソナルコンピュータに取り付けたジョグダイヤル付近の拡大
図である。
【図１１】上記ノート型パーソナルコンピュータの電気的構成図である。
【図１２】上記ノート型パーソナルコンピュータにおける、ＬＣＤ上の第１の表示例を示
す図である。
【図１３】上記ノート型パーソナルコンピュータにおける、ＬＣＤ上の第２の表示例を示
す図である。
【図１４】上記ノート型パーソナルコンピュータにおける、ＬＣＤ上の第３の表示例を示
す図である。
【図１５】上記ノート型パーソナルコンピュータにおける、ＬＣＤ上の第４の表示例を示
す図である。
【図１６】上記ノート型パーソナルコンピュータにおける、ＬＣＤ上の第５の表示例を示
す図である。
【図１７】上記ノート型パーソナルコンピュータにおける、ＬＣＤ上の第６の表示例を示
す図である。
【図１８】上記ノート型パーソナルコンピュータにおける、ＬＣＤ上の第７の表示例を示
す図である。
【図１９】上記ノート型パーソナルコンピュータにおける、ＬＣＤ上の第８の表示例を示
す図である。
【図２０】上記ノート型パーソナルコンピュータにおける、ＬＣＤ上の第９の表示例を示
す図である。
【図２１】上記ノート型パーソナルコンピュータにおける、ＬＣＤ上の第１０の表示例を
示す図である。
【図２２】上記ノート型パーソナルコンピュータにおける、ＬＣＤ上の第１１の表示例を
示す図である。
【図２３】上記ノート型パーソナルコンピュータにおける、ＬＣＤ上の第１２の表示例を
示す図である。
【図２４】上記ノート型パーソナルコンピュータにおける、ＬＣＤ上の第１３の表示例を
示す図である。
【図２５】上記ノート型パーソナルコンピュータにおける、ＬＣＤ上の第１４の表示例を
示す図である。
【図２６】上記ノート型パーソナルコンピュータにおける、ＬＣＤ上の第１５の表示例を
示す図である。
【図２７】上記ノート型パーソナルコンピュータにおける、ＬＣＤ上の第１６の表示例を
示す図である。
【図２８】上記ノート型パーソナルコンピュータにおける、ＬＣＤ上の第１７の表示例を
示す図である。
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【図２９】上記ノート型パーソナルコンピュータにおける、ＬＣＤ上の第１９の表示例を
示す図である。
【図３０】上記ノート型パーソナルコンピュータにおける、ＬＣＤ上の第２０の表示例を
示す図である。
【図３１】上記ノート型パーソナルコンピュータにおける、ＬＣＤ上の第２１の表示例を
示す図である。
【図３２】上記ノート型パーソナルコンピュータにおける、ＬＣＤ上の第２２の表示例を
示す図である。
【図３３】上記ノート型パーソナルコンピュータにおける、ＬＣＤ上の第２３の表示例を
示す図である。
【図３４】上記ノート型パーソナルコンピュータにおける、ＬＣＤ上の第２４の表示例を
示す図である。
【図３５】上記ノート型パーソナルコンピュータにおける、ＬＣＤ上の第２５の表示例を
示す図である。
【図３６】上記ノート型パーソナルコンピュータにおける、ＬＣＤ上の第２６の表示例を
示す図である。
【図３７】上記ノート型パーソナルコンピュータにおける、ＬＣＤ上の第２７の表示例を
示す図である。
【図３８】上記ノート型パーソナルコンピュータにおける、ＬＣＤ上の第２８の表示例を
示す図である。
【図３９】上記ノート型パーソナルコンピュータにおける、ＬＣＤ上の第２９の表示例を
示す図である。
【図４０】上記ノート型パーソナルコンピュータにおける、ＬＣＤ上の第３０の表示例を
示す図である。
【図４１】本発明の第３の実施の形態となる、携帯電話装置を示す正面図である。
【図４２】上記携帯電話装置の電気的構成図である。
【図４３】上記携帯電話装置の表示部における第１の表示例を示す図である。
【図４４】上記携帯電話装置の表示部における第２の表示例を示す図である。
【図４５】上記携帯電話装置の表示部における第３の表示例を示す図である。
【図４６】上記携帯電話装置の表示部における第４の表示例を示す図である。
【図４７】上記携帯電話装置の表示部における第５の表示例を示す図である。
【図４８】上記携帯電話装置の表示部における第６の表示例を示す図である。
【符号の説明】
１　ノート型パーソナルコンピュータ、４　ジョグダイヤル、７　ＬＣＤ、１０　携帯電
話装置、１５　ＬＣＤ、１６　ジョグダイヤル、１００　情報処理装置、１０２　操作部
（ジョグダイヤル）、１０３　表示部、１０６　メニュー全体表示領域、１０６ａ　履歴
階層メニュー領域、１０６ｂ　カレントメニュー領域１０６ｂ、１０８　フォルダマーク
、１０９　カーソル、１１０ｕ　リストアップボタン、１１０ｄ　リストダウンボタン
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