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(57)【要約】
【課題】単純な操作によって迅速に発呼先を設定するこ
とができると共に、上述の単純な操作を用いてより多く
の発呼先から所望の発呼先を選択可能な通信端末装置を
提供する。
【解決手段】本発明に係る通信端末装置１は、テンキー
２２の何れかのキーへのタッチ操作が検出された場合に
、テンキー２２の各々に関連付けられた複数の発呼先特
定情報のうち、当該タッチ操作が行われたキーに関連づ
けられた複数の発呼先特定情報を表示し、複数の発呼先
特定情報の何れかが選択されたことが検出されると、当
該選択された発呼先特定情報により特定される電話番号
を発呼先に設定する制御部１２を備えている。
【選択図】図１
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　複数のキーを表示する表示パネルと、
　上記表示パネルに重ねて設けられ、ユーザによるタッチ操作を検出するタッチパネルと
、
　上記タッチパネルによって上記複数のキーの何れかへのタッチ操作が検出された場合に
、上記複数のキーの各々に関連付けられた複数の発呼先特定情報のうち、当該タッチ操作
が行われたキーに関連づけられた上記複数の発呼先特定情報を上記表示パネルに表示する
制御手段と、を備え、
　上記制御手段は、上記タッチパネルによって上記複数の発呼先特定情報の何れかが選択
されたことが検出された場合、当該選択された発呼先特定情報により特定される電話番号
を発呼先に設定する、
ことを特徴とする通信端末装置。
【請求項２】
　上記制御手段は、発呼先に設定した電話番号に発呼する、
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３】
　上記制御手段は、発呼先に設定した電話番号を、発呼先電話番号として上記表示パネル
に表示すると共に、ユーザからの発呼指示に基づいて、当該発呼先電話番号に発呼する、
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４】
　上記発呼先特定情報の選択は、上記タッチ操作においてタッチされたキーからのフリッ
ク操作によるものである、
ことを特徴とする請求項１から３の何れか１項に記載の通信端末装置。
【請求項５】
　上記制御手段は、上記タッチ操作において上記複数のキーの何れかがタッチされた後、
上記フリック操作によって上記表示パネルにおける上記複数の発呼先特定情報が表示され
ている領域以外の領域が選択されたことが上記タッチパネルによって検出された場合、上
記複数の発呼先特定情報の表示を停止する、
ことを特徴とする請求項４に記載の通信端末装置。
【請求項６】
　上記複数のキーは、複数の数字ボタン及び記号ボタンを含むテンキーである、
ことを特徴とする請求項４又は５に記載の通信端末装置。
【請求項７】
　上記制御手段は、上記タッチ操作後に上記フリック操作が行われることなくタッチされ
ない状態になったことが上記タッチパネルによって検出された場合、上記複数の発呼先特
定情報の表示を停止すると共に、上記タッチ操作によってタッチされたキーに対応する数
字を、直接入力された数字として受け付ける、
ことを特徴とする請求項６に記載の通信端末装置。
【請求項８】
　複数のキーを表示する表示パネルと、当該表示パネルに重ねて設けられ、ユーザによる
タッチ操作を検出するタッチパネルと、を備えた通信端末装置の制御方法であって、
　上記タッチパネルによって上記複数のキーの何れかへのタッチ操作が検出された場合に
、上記複数のキーの各々に関連付けられた複数の発呼先特定情報のうち、当該タッチ操作
が行われたキーに関連づけられた上記複数の発呼先特定情報を上記表示パネルに表示する
表示ステップと、
　上記タッチパネルによって上記複数の発呼先特定情報の何れかが選択されたことが検出
された場合、当該選択された発呼先特定情報により特定される電話番号を発呼先に設定す
る設定ステップと、を含んでいる、
ことを特徴とする制御方法。
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【請求項９】
　コンピュータを請求項１から７の何れか１項に記載の通信端末装置として動作させるた
めのプログラムであって、上記コンピュータを上記通信端末装置の各手段として機能させ
るプログラム。
【請求項１０】
　請求項９に記載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】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、タッチパネルを備える通信端末装置、及びその制御方法に関するものである
。また、そのような通信端末装置としてコンピュータを動作させるためのプログラム、及
び、そのようなプログラムが記録された記録媒体に関するものである。
【背景技術】
【０００２】
　従来、プッシュホン式の固定電話、ファクシミリー、及び、テンキーを搭載した携帯電
話などの通信端末装置においては、当該通信端末装置に電話番号を人物名と関連付けて登
録可能な、いわゆる電話帳機能を有していることが一般的である。また、電話番号の登録
件数が増えるにつれ、電話をかける際に、電話をかけたい相手を選択するまでの操作手順
が増えてしまうため、特定の相手へ少ない手順で少ない手順で迅速に電話がかけられるよ
うな機能をさらに有していることが多い。
【０００３】
　迅速に電話がかけられるような機能を実現する方法として、例えば、特定のキーを長押
しすることによって予め登録された電話番号（発呼先）に発呼する方法（方法１）が挙げ
られる。また、予め電話番号と関連づけられた一桁又は二桁の数字を入力することによっ
て発呼先に発呼する方法（方法２）を挙げることもできる。このように、少ない手順で迅
速に電話がかけられるような機能を実現する方法は、いわゆる短縮ダイヤル、又は、スピ
ードダイヤルなどと呼称されている。
【０００４】
　また、近年、数字及び文字入力のためのテンキーが搭載されていないスマートフォンな
どに代表される通信端末装置が普及してきている。このように、テンキーを搭載しない通
信端末装置は、直接触れることで操作可能な操作画面を表示するタッチパネルを備えてい
る。
【０００５】
　このような通信端末装置においては、例えば、特許文献１に開示されているような、タ
ッチパネルに表示されたソフトウェアキーボードの各キーに５個のかな文字を対応させ、
タッチパネルに例えばペンで触れることでキーを選択した後に、タッチパネルに触れたま
ま上下左右の何れかの方向にペンを移動させる、いわゆるフリック入力を行うことによっ
て、予めペンの移動方向に関連づけられたかな文字を選択するかな文字入力方法が搭載さ
れていることが多く、通信端末装置における一般的な文字入力方法として定着しつつある
。
【０００６】
　このように操作画面に触れることで操作可能なタッチパネルを備える通信端末装置では
、上述した迅速に電話がかけられるような機能を実現する方法として、例えば、操作画面
上に発呼先へワンタッチで発呼できるショートカットを配置しておき、当該ショートカッ
トを選択することで発呼先に発呼する方法（方法３）を備えることも可能である。
【０００７】
　また、特許文献２には、迅速に電話がかけられるような機能として、タブレットにスト
ロークを描くことによって入力されるジェスチャに対応する電話番号へ発呼する方法（方
法４）を用いて発呼（発信処理）を行う電話機が開示されている。
【先行技術文献】
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【特許文献】
【０００８】
【特許文献１】特開２０００－１１２６３６号公報（２０００年４月２１日公開）
【特許文献２】特開２００６－０９３９０１号公報（２００６年４月６日公開）
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００９】
　しかし、上述の方法１には、長押しされる特定のキーに予め関連付けて登録可能な電話
番号の数が、当該通信端末装置に設けられているキーの数に限られてしまうという問題が
ある。
【００１０】
　方法２には、一桁又は二桁の数字に短縮ダイヤルとして電話番号を登録することができ
るものの、２桁の数字に関連づけられた電話番号を全て覚えておくことは困難であるとい
う問題がある。また、関連づけた番号を覚えておき易く、最も単純な操作で発呼可能な一
桁の数字０～９に関連づけて登録できる電話番号は、１０個に限られてしまうという問題
もある。
【００１１】
　機能３には、通信端末装置に設けられる操作画面の大きさ（タッチパネルの大きさ）に
よって、操作画面に表示可能なショートカットの数が限られてしまうという問題がある。
【００１２】
　さらに、機能４には、理論上ほぼ無限の軌跡のパターンが存在することになるが、軌跡
のパターンが増えるほど当該軌跡のパターンに何れの電話番号が関連づけられているかを
覚えておくことが困難になり、また、軌跡のパターンが複雑になるほど当該軌跡のパター
ンそのものを覚えておくことが困難になるという問題がある。また、軌跡のパターンが複
雑になるほど当該軌跡のパターンを描くための動作も煩雑なものとなってしまう。
【００１３】
　本発明は、上記の問題点に鑑みてなされたものであり、その目的は、単純な操作で迅速
に発呼先を設定可能にすると共に、所望の発呼先を当該単純な操作でより多くの発呼先か
ら選択可能な通信端末装置を提供することにある。
【課題を解決するための手段】
【００１４】
　本発明に係る通信端末装置は、上記の課題を解決するために、複数のキーを表示する表
示パネルと、上記表示パネルに重ねて設けられ、ユーザによるタッチ操作を検出するタッ
チパネルと、上記タッチパネルによって上記複数のキーの何れかへのタッチ操作が検出さ
れた場合に、上記複数のキーの各々に関連付けられた複数の発呼先特定情報のうち、当該
タッチ操作が行われたキーに関連づけられた上記複数の発呼先特定情報を上記表示パネル
に表示する制御手段と、を備え、上記制御手段は、上記タッチパネルによって上記複数の
発呼先特定情報の何れかが選択されたことが検出された場合、当該選択された発呼先特定
情報により特定される電話番号を発呼先に設定する、ことを特徴としている。
【００１５】
　上記の構成によれば、上記通信端末装置は、タッチ操作が行われた上記キーに関連付け
られた上記複数の発呼先特定情報を表示し、当該複数の発呼先特定情報から選択された発
呼先特定情報により特定される電話番号を発呼先に設定する。これによって、ユーザは、
上記複数のキーのうちの任意のキーをタッチすることによって表示された当該任意のキー
に関連付けられた複数の発呼先特定情報から所望の発呼先を選択するという、単純な操作
で、迅速に発呼先の電話番号を設定することができる。
【００１６】
　また、ユーザは、上記複数のキーの各々に複数の発呼先特定情報を関連付けられている
ため、上述の単純な操作を用いて、より多くの発呼先から所望の発呼先を選択することが
できる。
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【００１７】
　また、本発明に係る通信端末装置において、上記制御手段は、発呼先に設定した電話番
号に発呼する、ことが好ましい。
【００１８】
　上記の構成によれば、ユーザは、単純な操作によって発呼先に設定した電話番号に、迅
速に発呼することができる。
【００１９】
　また、本発明に係る通信端末装置において、上記制御手段は、発呼先に設定した電話番
号を、発呼先電話番号として上記表示パネルに表示すると共に、ユーザからの発呼指示に
基づいて、当該発呼先電話番号に発呼する、ことが好ましい。
【００２０】
　上記の構成によれば、単純な操作によって発呼先に設定した電話番号を上記表示パネル
に表示することで、ユーザは、設定された電話番号を確認することができると共に、迅速
に発呼先に発呼することができる。
【００２１】
　また、本発明に係る通信端末装置において、上記発呼先特定情報の選択は、上記タッチ
操作においてタッチされたキーからのフリック操作によるものである、ことが好ましい。
【００２２】
　上記の構成によれば、上記制御手段は、上記タッチ操作においてタッチされたキーから
のフリック操作によって上記発呼先特定情報が選択された場合に、当該発呼先特定情報が
選択されたと判定する。
【００２３】
　これによって、ユーザは、上記タッチ操作を例えばユーザの指で行った場合、タッチし
たキーの位置から所望の発呼先特定情報まで指をスライドさせるという単純な操作のみで
、迅速に所望の発呼先に発呼することができる。
【００２４】
　また、本発明に係る通信端末装置において、上記制御手段は、上記タッチ操作において
上記複数のキーの何れかがタッチされた後、上記フリック操作によって上記表示パネルに
おける上記複数の発呼先特定情報が表示されている領域以外の領域が選択されたことが上
記タッチパネルによって検出された場合、上記複数の発呼先特定情報の表示を停止する、
ことが好ましい。
【００２５】
　上記の構成によれば、上記制御手段は、上記フリック操作によって上記複数の発呼先特
定情報の何れもが選択されなかった場合に、上記複数の発呼先特定情報の表示を停止する
。これによって、ユーザは、タッチした上記キーに所望の発呼先特定情報が関連付けられ
ていないことが分かった（所望の発呼先特定情報が表示されなかった）場合に、簡単に発
呼先特定情報の選択操作をキャンセルすることができる。
【００２６】
　また、本発明に係る通信端末装置において、上記複数のキーは、複数の数字ボタン及び
記号ボタンを含むテンキーである、ことが好ましい。
【００２７】
　上記の構成によれば、上記通信端末装置は、上記テンキーを構成する上記複数の数字ボ
タン及び記号ボタンの各々に対して、上記複数の発呼先特定情報を関連付けておくことが
できる。これによって、例えば、上記テンキーが０～９までの１０個の数字ボタンと「♯
」及び「＊」の２つの記号ボタンとを含んだ合計１２個のボタンで構成されており、これ
ら１２個のボタンの各々に対して４つの発呼先特定情報が関連付けられている場合、ユー
ザは、合計４８（１２×４＝４８）の発呼先特定情報を上述の単純な操作のみで選択する
ことができる。
【００２８】
　さらに、ユーザは、上述の単純な操作のみで上記複数の発呼先特定情報から所望の発呼
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先特定情報を選択することができるため、ユーザは、何れのキーに何れの発呼先特定情報
が関連付けられているかに関する記憶が曖昧な場合であっても、不便さを感じずに所望の
発呼先を選択することができる。また、ユーザは、所望の発呼先特定情報が関連付けられ
ているキーをタッチした後は、キーをタッチすることによって表示される複数の発呼先特
定情報の中から所望の発呼先特定情報を視認した上で選択することができる。
【００２９】
　また、本発明に係る通信端末装置において、上記制御手段は、上記タッチ操作後に上記
フリック操作が行われることなくタッチされない状態になったことが上記タッチパネルに
よって検出された場合、上記複数の発呼先特定情報の表示を停止すると共に、上記タッチ
操作によってタッチされたキーに対応する数字を、直接数字を入力することによって上記
発呼先を特定するために入力された数字として受け付ける、ことが好ましい。
【００３０】
　上記の構成によれば、上記制御手段は、上記タッチ操作によって上記タッチパネルにタ
ッチした、例えばユーザの指などが、上記フリック操作を行うことなく上記タッチパネル
から離れた場合に、上記複数の発呼先特定情報の表示を停止する。さらに、上記制御手段
は、上記タッチ操作によってタッチされた数字ボタンに対応する数字を、上記発呼先を特
定する電話番号を入力するために入力される数字として受け付ける。
【００３１】
　これによって、ユーザは、発呼先への単純な操作のみでの発呼に関する操作と、単に数
字を入力する操作とを、同じ画面で行うことができる。
【００３２】
　本発明に係る通信端末装置の制御方法は、上記の課題を解決するために、複数のキーを
表示する表示パネルと、当該表示パネルに重ねて設けられ、ユーザによるタッチ操作を検
出するタッチパネルと、を備えた通信端末装置の制御方法であって、上記タッチパネルに
よって上記複数のキーの何れかへのタッチ操作が検出された場合に、上記複数のキーの各
々に関連付けられた複数の発呼先特定情報のうち、当該タッチ操作が行われたキーに関連
づけられた上記複数の発呼先特定情報を上記表示パネルに表示する表示ステップと、上記
タッチパネルによって上記複数の発呼先特定情報の何れかが選択されたことが検出された
場合、当該選択された発呼先特定情報により特定される電話番号を発呼先に設定する設定
ステップと、を含んでいる、ことを特徴としている。
【００３３】
　上記の構成によれば、上記通信端末装置は、表示ステップにおいて、タッチ操作が行わ
れた上記キーに関連付けられた上記複数の発呼先特定情報を表示し、設定ステップにおい
て、当該複数の発呼先特定情報から選択された発呼先特定情報により特定される電話番号
を発呼先に設定する。これによって、ユーザは、上記複数のキーのうちの任意のキーをタ
ッチすることによって表示された当該任意のキーに関連付けられた複数の発呼先特定情報
から所望の発呼先を選択するという、単純な操作で、迅速に発呼先の電話番号を設定する
ことができる。
【００３４】
　また、ユーザは、上記複数のキーの各々に複数の発呼先特定情報を関連付けられている
ため、上述の単純な操作を用いて、より多くの発呼先から所望の発呼先を選択することが
できる。
【００３５】
　また、コンピュータを本発明に係る通信端末装置として動作させるためのプログラムで
あって、上記コンピュータを上記通信端末装置の各手段として機能させることを特徴とす
るプログラム、及び、これらのプログラムのうち少なくとも何れかを記録したコンピュー
タ読み取り可能な記録媒体も本発明の範疇に含まれる。
【００３６】
　なお、ある着目した請求項に記載された構成と、その他の請求項に記載された構成との
組み合わせが、その着目した請求項で引用された請求項に記載された構成との組み合わせ
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のみに限られることはなく、本発明の目的を達成できる限り、その着目した請求項で引用
されていない請求項に記載された構成との組み合わせが可能である。
【発明の効果】
【００３７】
　本発明に係る通信端末装置は、以上のように、複数のキーを表示する表示パネルと、上
記表示パネルに重ねて設けられ、ユーザによるタッチ操作を検出するタッチパネルと、上
記タッチパネルによって上記複数のキーの何れかへのタッチ操作が検出された場合に、上
記複数のキーの各々に関連付けられた複数の発呼先特定情報のうち、当該タッチ操作が行
われたキーに関連づけられた上記複数の発呼先特定情報を上記表示パネルに表示する制御
手段と、を備え、上記制御手段は、上記タッチパネルによって上記複数の発呼先特定情報
の何れかが選択されたことが検出された場合、当該選択された発呼先特定情報により特定
される電話番号を発呼先に設定する、ことを特徴としている。
【００３８】
　また、本発明に係る通信端末装置の制御方法は、以上のように、複数のキーを表示する
表示パネルと、当該表示パネルに重ねて設けられ、ユーザによるタッチ操作を検出するタ
ッチパネルと、を備えた通信端末装置の制御方法であって、上記タッチパネルによって上
記複数のキーの何れかへのタッチ操作が検出された場合に、上記複数のキーの各々に関連
付けられた複数の発呼先特定情報のうち、当該タッチ操作が行われたキーに関連づけられ
た上記複数の発呼先特定情報を上記表示パネルに表示する表示ステップと、上記タッチパ
ネルによって上記複数の発呼先特定情報の何れかが選択されたことが検出された場合、当
該選択された発呼先特定情報により特定される電話番号を発呼先に設定する設定ステップ
と、を含んでいる、ことを特徴としている。
【００３９】
　したがって、上記通信端末装置は、単純な操作で、迅速に発呼先を設定することができ
ると共に、上述の単純な操作を用いて、より多くの発呼先から所望の発呼先を選択するこ
とができる。
【図面の簡単な説明】
【００４０】
【図１】本発明の一実施形態に係る通信端末装置の構成の概要を示すブロック図である。
【図２】本発明の一実施形態に係る通信端末装置の備える表示パネルに表示されるユーザ
インターフェースの一例を示す図である。
【図３】本発明の一実施形態に係る通信端末装置における短縮発呼処理の流れを示すフロ
ーチャートである。
【図４】本発明の一実施形態に係る通信端末装置の短縮発呼処理における表示パネルの表
示画面の遷移の一例を示す画面遷移図である。
【図５】本発明の一実施形態において、表示パネルの端側に発呼先特定情報を表示するこ
とができない場合の、表示パネルの表示画面の一例を示す図である。
【図６】本発明の一実施形態において、発呼先特定情報の選択操作をキャンセルする場合
の、表示パネルの表示画面の遷移の一例を示す画面遷移図である。
【図７】本発明の一実施形態における変形例に係る通信端末装置において、ユーザがタッ
チした数字ボタンの数字に関連付けられた発呼相手名が表示された際の表示パネルの表示
画面を示している。
【図８】本発明の一実施形態における他の変形例に係る通信端末装置において、ユーザが
タッチした数字ボタンの数字に関連付けられた発呼相手名が表示された際の表示パネルの
表示画面を示している。
【図９】本発明の一実施形態における他の変形例に係る通信端末装置において、ユーザが
タッチした数字ボタンの数字に関連付けられた発呼相手名が表示された際の表示パネルの
表示画面の一例を示している。
【発明を実施するための形態】
【００４１】
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　＜実施形態１＞
　本発明に係る通信端末装置の一実施形態について、図１から図６を参照して説明する。
但し、この実施形態に記載されている構成は、特に特定的な記載がない限り、この発明の
範囲をそれのみに限定する趣旨ではなく、単なる説明例に過ぎない。
【００４２】
　〔通信端末装置の構成〕
　本実施形態に係る通信端末装置について、図１を参照して説明する。図１は、本実施形
態に係る通信端末装置１の構成を示すブロック図である。
【００４３】
　図１に示すように、通信端末装置１は、表示パネル１０、タッチパネル１１、制御部（
制御手段）１２、記憶部１３、操作部１４、通信部１５、及び、音声入出力部１６を備え
ている。
【００４４】
　（表示パネル）
　表示パネル１０は、ユーザの入力操作を受け付けるユーザインターフェースを表示する
。当該ユーザインターフェースとしては、例えば、図２に示すような、ユーザが数字を入
力する入力操作を受け付けるための操作画面であるユーザインターフェース（テンキー）
が挙げられるが、これに限定されるものではない。なお、図２の詳細については後述する
。
【００４５】
　（タッチパネル）
　タッチパネル１１は、表示パネル１０に重ねて設けられ、例えば、静電容量の変化を検
出することにより、ユーザの表示パネル１０へのタッチ操作を検出する。具体的には、タ
ッチパネル１１は、ユーザが指及びタッチペンなどで表示パネル１０上の何れの領域（す
なわち、タッチパネル１１上の位置）にタッチしているかを、当該タッチパネル１１上の
静電容量の変化を検知することによって検出する。
【００４６】
　なお、タッチパネル１１は静電容量式に限られるものではなく、ユーザの表示パネル１
０へのタッチ操作を検出するものであれば、他の方式を用いたものであってもよい。
【００４７】
　（制御部）
　制御部１２は、ＣＰＵ（central processing unit）を含んで構成され、記憶部１３に
格納されたプログラムを実行することで、表示パネル１０にユーザインターフェースを表
示させる。また、制御部１２は、表示パネル１０に表示されたユーザインターフェースに
対するユーザの入力操作に従って、通信端末装置１の各部を制御する。
【００４８】
　さらに、制御部１２は、通信端末装置１における通話に関する動作を統括的に制御する
。
【００４９】
　（記憶部）
　記憶部１３は、制御部１２によって実行されるプログラムなどの固定データが格納され
る、読み出し可能かつ書き込み不能なメモリ（ＲＯＭ）、及び、制御部１２が演算のため
に参照するデータや、制御部１２が演算によって生成したデータなどの可変データが格納
される、読み出し可能かつ書き込み可能なメモリ（ＲＡＭ）を備えている。
【００５０】
　記憶部１３の備えるＲＡＭには、電話番号と、当該電話番号によって特定される発呼先
の通信端末装置１を所有する人の名前（発呼相手名）とが関連付けられた、いわゆる電話
帳が格納されている。
【００５１】
　（操作部）
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　操作部１４は、ユーザの様々な操作（ユーザ指示）を受け付ける手段であり、例えば、
操作ボタンなどによって構成される。操作部１４としては、例えば、通信端末装置１の電
源のオン・オフを切り替える電源ボタンなどを挙げることができる。
【００５２】
　なお、本実施形態では、表示パネル１０にユーザインターフェースとして表示されるテ
ンキー（複数のキー）などが、操作部１４として備えられていない場合を例に挙げて説明
するが、もちろん、テンキーなどを操作部１４として備える構成としてもよい。
【００５３】
　（通信部）
　通信部１５は、制御部１２から、電話番号により特定される通信端末装置に対して発呼
する発呼指示を受けると、当該発呼指示に従って発呼先に発呼（発信）し、発呼先の通信
端末装置との間で音声通話が可能な状態にする。
【００５４】
　（音声入出力部）
　音声入出力部１６は、音声通話時に音声を入力する音声入力部（例えば、マイクなど）
と、音声を出力する音声出力部（例えば、スピーカなど）とを含んで構成されている。
【００５５】
　〔ユーザインターフェース〕
　次に、本実施形態において、表示パネル１０に表示される、ユーザが発呼先の電話番号
を入力する入力操作を受け付けるためのテンキーのユーザインターフェースについて、図
２を参照して説明する。図２は、本実施形態に係る表示パネル１０に表示されるユーザイ
ンターフェースの一例を示す図である。
【００５６】
　表示パネル１０に表示されるテンキーのユーザインターフェースには、図２に示すよう
に、数字の入力を受け付けるテンキー２２、入力された数字（電話番号）に発呼する指示
を受け付ける発信ボタン２３、電話帳を表示する指示を受け付ける電話帳ボタン２４、及
び、入力された数字をカーソル（不図示）が表示されている位置から１文字ずつ削除する
指示を受け付ける左矢印ボタン２５（図１における「←」）が含まれている。また。テン
キーのユーザインターフェースには、図２に示すように、テンキー２２をタッチパネル１
１を介してタッチすることによって受け付けられた数字を表示パネル１０に表示するため
の番号表示領域２１が含まれている。なお、テンキー２２には、数字ボタン「０」～「９
」、記号ボタン「＊」及び「＃」が含まれている。
【００５７】
　通信端末装置１は、表示パネル１０に表示されているテンキー２２の各数字ボタンをタ
ッチするユーザの入力操作を受け付けることによって、発呼先の電話番号の入力を受け付
ける。また、通信端末装置１は、入力された電話番号を、番号表示領域２１に表示する。
【００５８】
　さらに、通信端末装置１は、発信ボタン２３をタッチするユーザの入力操作（発呼指示
）を受け付けると、入力された電話番号への発呼を実行する。
【００５９】
　また、通信端末装置１は、電話帳ボタン２４をタッチするユーザの入力操作（電話帳表
示指示）を受け付けると、テンキーのユーザインターフェースに替えて、記憶部１３に格
納されている電話帳を表示する。
【００６０】
　〔短縮発呼処理〕
　次に、本実施形態に係る通信端末装置１における、短縮ダイヤルを用いて発呼する場合
の処理について、図３から図６を参照して説明する。
【００６１】
　なお、本実施形態では、テンキー２２に含まれる数字ボタン「０」～「９」、記号ボタ
ン「＊」及び「＃」の各々に、簡単な操作で発呼したい複数の発呼先の電話番号及び発呼
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相手名が予め関連付けられたデータが、例えば記憶部１３の備えるＲＡＭに格納されてい
ればよい。なお、発呼先の電話番号や発呼相手名などのように発呼先を特定するための情
報を、発呼先特定情報と呼ぶこともある。発呼先特定情報は、発呼先の電話番号及や発呼
相手名に限られるものではなく、発呼先を特定するための情報であれば、続柄、住所、顔
写真などであってもよい。
【００６２】
　図３は、本実施形態に係る通信端末装置１における短縮発呼処理の流れを示すフローチ
ャートである。
【００６３】
　また、図４は、本実施形態に係る通信端末装置１の短縮発呼処理における表示パネル１
０の、表示画面の遷移の一例を示す画面遷移図である。図４（ａ）は、ユーザがタッチパ
ネル１１にタッチした瞬間の表示画面を示し、（ｂ）は、ユーザがタッチした数字ボタン
の数字に関連付けられた発呼先特定情報が表示された際の表示画面を示し、（ｃ）は、ユ
ーザが表示された電話番号から任意の電話番号を選択した際の表示画面を示している。ま
た、図４（ｄ）は、ユーザが選択した電話番号が番号表示領域２１に表示された際の表示
画面を示し、（ｅ）は、ユーザが選択した電話番号へ発呼する際の表示画面を示している
。
【００６４】
　図３に示すように、タッチパネル１１は、テンキーのユーザインターフェースが表示さ
れている状態で、ユーザのタッチ操作を検出する（ステップＳ１０１）。なお、本実施形
態では、このユーザのタッチ操作がユーザの指によって行われる場合を例に挙げて説明す
るが、タッチペンなどで行われてもよい。
【００６５】
　制御部１２は、タッチパネル１１によってタッチ操作が検出されると、タッチされた数
字ボタンに関連付けられている発呼先特定情報がテンキーのユーザインターフェースに重
畳するように表示される（ステップＳ１０２）。例えば、タッチ操作によって数字ボタン
「５」がタッチされた場合、表示パネル１０の表示画面は、図４（ａ）に示す、ユーザイ
ンターフェースが表示された表示画面から、（ｂ）に示す、発呼先特定情報がユーザイン
ターフェースに重畳されて表示された表示画面に遷移する。
【００６６】
　なお、本実施形態では、図４（ｂ）に示すように、数字ボタン「５」に関連づけられて
いる４つの発呼先特定情報が数字ボタン「５」の上下左右にそれぞれ（各発呼先特定情報
が数字ボタン「２」、「４」、「６」、「８」の各々に重なるように）表示される。
【００６７】
　次に、制御部１２は、タッチパネル１１において、ユーザが、タッチした指をタッチパ
ネル１１から離すことなく、タッチしたテンキーの周囲に表示されている発呼先特定情報
まで動かす、いわゆるフリック操作が検出されるか、フリック操作を行わずにタッチした
指をそのまま離す操作が検出されるかを判定する（ステップＳ１０３）。
【００６８】
　制御部１２は、タッチパネル１１によってフリック操作が検出されると（ステップＳ１
０３においてＹＥＳ）、フリック操作が行われた結果、テンキーの周囲に表示されている
発呼先特定情報が選択されたか否かを判定する（ステップＳ１０４）。
【００６９】
　制御部１２は、フリック操作によって発呼先特定情報が選択されたと判定した場合（ス
テップＳ１０４）、選択された発呼先特定情報に含まれる電話番号を、番号表示領域２１
に表示する（ステップＳ１０５）。例えば、図４（ｃ）に示すように、フリック操作によ
って、数字ボタン「４」に重なるように表示された発呼先特定情報が選択された場合、表
示パネル１０の表示画面は、（ｄ）に示すように、選択された発呼先特定情報に含まれる
電話番号が発呼先電話番号として番号表示領域２１に表示される。
【００７０】
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　制御部１２は、選択された発呼先特定情報に含まれる電話番号が番号表示領域２１に表
示された状態で、ユーザからの発呼指示を受け付けると、表示されている電話番号に発呼
する。このとき、表示パネル１０の表示画面は、図４（ｅ）に示すように、発呼画面に遷
移する。
【００７１】
　また、制御部１２は、タッチパネル１１によってフリック操作が検出されない場合（ス
テップＳ１０３においてＮＯ）、すなわち、タッチした指をそのまま離す操作が検出され
た場合には、電話番号の数字の入力として、タッチされた数字ボタンの数字の入力を受け
付ければよい。例えば、ユーザは、電話番号の入力の一つとして単に数字の「５」を入力
する場合には、テンキー２２の数字ボタン「５」を例えば指でタッチし、フリック操作を
行なうことなく指を離せばよい。
【００７２】
　また、制御部１２は、フリック操作は行われたものの、発呼先特定情報が選択されない
場合（ステップＳ１０４においてＮＯ）、発呼先特定情報の選択操作がキャンセルされた
と判定し、短縮発呼処理をキャンセルすると共に、発呼先特定情報の表示を停止する。
【００７３】
　上述のように、本実施形態に係る通信端末装置１は、テンキー２２のうちの任意の数字
ボタンをタッチすることによって当該任意の数字ボタンに関連付けられた複数の発呼先特
定情報を表示した後、フリック操作によって発呼先を選択するという、単純な操作での迅
速な発呼を可能にしている。さらに、本実施形態に係る通信端末装置１は、テンキー２２
の数字ボタンの各々に複数の発呼先特定情報を関連付けておくことができるため、上述の
単純な操作を用いて、より多くの電話番号から発呼先を選択可能にしている。
【００７４】
　これによって、ユーザは、テンキー２２のうちの任意の数字ボタンをタッチすることに
よって表示された、当該任意の数字ボタンに関連付けられた複数の発呼先特定情報から所
望の発呼先を選択するという、単純な操作で、迅速に所望の発呼先に発呼することができ
る。また、ユーザは、タッチ操作を例えばユーザの指で行った場合、タッチしたキーの位
置から所望の発呼先特定情報まで指をスライドさせるという単純な操作のみで、迅速に所
望の発呼先に発呼することができる。
【００７５】
　また、本実施形態においては、テンキー２２が、０～９までの１０個の数字ボタンと、
「♯」及び「＊」の２つの記号ボタンとを含む合計１２個のボタンで構成されており、こ
れら１２個のボタンの各々に４つの発呼先特定情報が関連付けられているため、ユーザは
、合計４８（１２×４＝４８）の発呼先特定情報を上述の単純な操作のみで選択すること
ができる。
【００７６】
　さらに、ユーザは、上述の単純な操作のみで複数の発呼先特定情報から所望の発呼先特
定情報を選択することができるため、何れのキーに何れの発呼先特定情報が関連付けられ
ているのかを覚えておく必要もない。
【００７７】
　また、ユーザは、上述の構成によって、発呼先への単純な操作のみでの発呼に関する操
作と、電話番号を入力するために行う単なる数字の入力に関する操作とを、同じ画面で行
うことができる。
【００７８】
　（発呼先特定情報の選択操作のキャンセル）
　ここで、発呼先特定情報の選択操作のキャンセル方法について、図５を参照して具体的
に説明する。図５は、発呼先特定情報の選択操作をキャンセルする場合における、表示パ
ネル１０の表示画面の遷移の一例を示す画面遷移図である。図５（ａ）は、発呼先特定情
報の選択操作をキャンセルする場合における、キャンセルされる前の表示画面を示し、（
ｂ）は、キャンセルされた後の表示画面を示している。
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【００７９】
　例えば、テンキー２２の数字ボタン「５」をタッチして発呼先特定情報を表示させた場
合に、所望の発呼先特定情報がない（数字ボタン「５」に所望の発呼先特定情報が関連付
けられていない）ような場合がある。また、テンキー２２の数字ボタン「４」に関連付け
られている発呼先特定情報から発呼先を選択したいにも拘らず、間違えてテンキー２２の
数字ボタン「５」をタッチしてしまうような場合がある。
【００８０】
　このように、テンキーのユーザインターフェースが表示されている状態で、ユーザが誤
ってテンキー２２のうちの数字ボタン「５」をタッチすると、数字ボタン「５」に関連付
けられている４つの発呼先特定情報がテンキーのユーザインターフェースに重畳するよう
に表示される。
【００８１】
　この状態で、発呼先特定情報の選択操作をキャンセルする場合には、図５（ａ）に示す
ように、発呼先特定情報が表示されていない領域までフリック操作を行なった後、すなわ
ち、発呼先特定情報が表示されている領域以外の領域を選択した後、タッチパネル１１か
ら指を離せばよい。このようなユーザのフリック操作が行われた場合、発呼先特定情報の
選択操作はキャンセルされ、表示パネル１０に表示される表示画面は、図５（ａ）に示さ
れる画面から（ｂ）に示される画面に遷移することになる。
【００８２】
　これによって、ユーザは、タッチした数字ボタンに所望の発呼先特定情報が関連付けら
れていないことが分かった（つまり、所望の発呼先特定情報が表示されなかった）場合に
、簡単に発呼先特定情報の選択操作をキャンセルすることができる。
【００８３】
　なお、本実施形態では、テンキーのユーザインターフェースが表示されている状態で、
ユーザのタッチ操作が行なわれた際に、即座に発呼先特定情報を表示する場合を例に挙げ
て説明したが、本発明はこれに限定されるものではない。例えば、ユーザのタッチ操作が
行われた後、一定期間経過後に発呼先特定情報を表示する構成を採用してもよい。
【００８４】
　また、本実施形態では、発呼先が選択された後、選択された発呼先の電話番号を番号表
示領域２１に表示し、ユーザからの発呼指示を受け付けた後に発呼する構成を例に挙げて
説明したが、本発明はこれに限定されるものではない。例えば、発呼先が選択された後、
即座に選択された発呼先の電話番号に発呼する構成を採用してもよい。この場合には、表
示パネル１０に表示される表示画面は、図４（ｃ）に示す状態から、（ｄ）に示す状態に
直接遷移することになる。
【００８５】
　なお、本実施形態では、選択された数字ボタンに関連付けられている４つの発呼先特定
情報が、選択された数字ボタンの上下左右にそれぞれ表示される場合を例に挙げて説明し
たが、本発明はこれに限定されるものではない。例えば、選択された数字ボタンを中心と
した対角線上にそれぞれ（つまり、各発呼先特定情報が数字ボタン「１」、「３」、「７
」、「９」の各々に重なるように）表示されてもよい。
【００８６】
　また、テンキー２２の数字ボタン「４」のように、表示パネル１０の端に沿って表示さ
れるテンキーに関連付けられた発呼先特定情報を表示させる場合、図６に示すように、表
示パネル１０の端側（図６において、数字ボタン「６」と反対側）に発呼先特定情報を表
示することができない。この場合には、表示が可能な領域（図６において、数字ボタン「
６」側）にのみ発呼先特定情報を表示すればよい。
【００８７】
　＜変形例１＞
　実施形態１では、テンキー２２の数字ボタンの各々に、４つの発呼先特定情報が関連付
けられている場合を例に挙げて説明したが、本発明はこれに限定されるものではない。本
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変形例では、テンキー２２の数字ボタンの各々に６つの発呼先特定情報が関連付けられて
おり、かつ、数字ボタンがタッチされた場合に発呼先特定情報のうちの発呼相手名のみを
表示する場合を、図７を参照して説明する。図７は、本変形例に係る通信端末装置１にお
いて、ユーザがタッチした数字ボタンの数字に関連付けられた発呼先特定情報に含まれる
発呼相手名が表示された際の表示画面を示している。
【００８８】
　本変形例に係る通信端末装置１において、電話番号を入力するためのテンキーのユーザ
インターフェースが表示パネル１０に表示されている状態で、テンキー２２の数字ボタン
「５」がタッチされると、図７に示すように、数字ボタン「５」に関連付けられている６
つの発呼先特定情報のうちの発呼相手名のみが、数字ボタン「５」の周囲に、テンキーの
ユーザインターフェースに重畳して表示される。
【００８９】
　数字ボタン「５」に関連付けられた６つの発呼先特定情報の各々に含まれる発呼相手名
は、図７に示すように、数字ボタン「５」を中心とした六角形を構成する各頂点の位置に
表示される。もちろん、発呼相手名の表示位置はこれに限定されるものではなく、例えば
、数字ボタン「５」を挟んで左右（図７において、数字ボタン「４」側及び「６」側）に
３つずつ発呼相手名が表示される構成を採用してもよい。
【００９０】
　また、本変形例では、図７に示すように、発呼先特定情報のうちの発呼相手名のみが表
示されているが、本発明はこれに限定されるものではない。例えば、発呼先特定情報とし
て電話番号のみが表示されてもよいし、電話番号及び発呼相手名の双方（つまり、発呼先
特定情報）が表示されてもよい。
【００９１】
　上述の構成によれば、本変形例に係る通信端末装置１は、テンキー２２が、０～９まで
の１０個の数字ボタンと、「♯」及び「＊」の２つの記号ボタンとを含む合計１２個のボ
タンで構成されており、これら１２個のボタンの各々に６つの発呼先特定情報が関連付け
られているため、ユーザは、合計７２（１２×６＝７２）の発呼先特定情報を上述の単純
な操作のみで選択することができる。
【００９２】
　＜変形例２＞
　実施形態１では、テンキー２２の数字ボタンの各々に、４つの発呼先特定情報が関連付
けられている場合を例に挙げて説明したが、本発明はこれに限定されるものではない。本
変形例では、テンキー２２の数字ボタンの各々に８つの発呼先特定情報が関連付けられて
おり、かつ、数字ボタンがタッチされた場合に発呼先特定情報のうちの発呼相手名のみを
表示する場合を、図８を参照して説明する。図８は、本変形例に係る通信端末装置１にお
いて、ユーザがタッチした数字ボタンの数字に関連付けられた発呼先特定情報に含まれる
発呼相手名が表示された際の表示画面を示している。
【００９３】
　本変形例に係る通信端末装置１において、電話番号を入力するためのテンキーのユーザ
インターフェースが表示パネル１０に表示されている状態で、テンキー２２の数字ボタン
「５」がタッチされると、図８に示すように、数字ボタン「５」に関連付けられている８
つの発呼先特定情報のうちの発呼相手名のみが、数字ボタン「５」の周囲に、テンキーの
ユーザインターフェースに重畳して表示される。
【００９４】
　数字ボタン「５」に関連付けられた８つの発呼先特定情報の各々に含まれる発呼相手名
は、図８に示すように、数字ボタン「５」を中心とした四角形を構成する各頂点及び辺の
位置に表示される。もちろん、発呼相手名の表示位置はこれに限定されるものではなく、
例えば、数字ボタン「５」を挟んで左右（図８において、数字ボタン「４」側及び「６」
側）に４つずつ発呼相手名が表示される構成を採用してもよい。
【００９５】
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　また、本変形例では、図８に示すように、発呼先特定情報のうちの発呼相手名のみが表
示されているが、本発明はこれに限定されるものではない。例えば、発呼先特定情報とし
て電話番号のみが表示されてもよいし、電話番号及び発呼相手名の双方（つまり、発呼先
特定情報）が表示されてもよい。
【００９６】
　上述の構成によれば、本変形例に係る通信端末装置１は、テンキー２２が、０～９まで
の１０個の数字ボタンと、「♯」及び「＊」の２つの記号ボタンとを含む合計１２個のボ
タンで構成されており、これら１２個のボタンの各々に８つの発呼先特定情報が関連付け
られているため、ユーザは、合計９６（１２×８＝９６）の発呼先特定情報を上述の単純
な操作のみで選択することができる。
【００９７】
　＜変形例３＞
　本実施形態では、ユーザによってタッチされたテンキー２２の数字ボタンの周囲に、当
該タッチされた数字ボタンの数字に関連付けられた発呼先特定情報が表示される場合を例
に挙げて説明したが、本発明はこれに限定されるものではない。
【００９８】
　例えば、図９に示しように、ユーザによってタッチされた数字ボタンの数字に関連付け
られた発呼先特定情報が、円弧を描くように表示されてもよい。図９は、本実施形態の変
形例３に係る通信端末装置１において、ユーザがタッチした数字ボタンの数字に関連付け
られた発呼先特定情報に含まれる発呼相手名が表示された際の表示パネルの表示画面の一
例を示している。
【００９９】
　本変形例に係る通信端末装置１において、テンキー２２の数字ボタン「５」がタッチさ
れると、図９に示すように、数字ボタン「５」に関連付けられている５つの発呼先特定情
報のうちの発呼相手名のみが、円弧を描くようにテンキーのユーザインターフェースに重
畳して表示される。なお、本変形例では、発行先特定情報のうちの発呼相手名のみが表示
される場合を例に挙げて説明したが、本発明はこれに限定されるものではなく、例えば、
電話番号のみが表示されてもよいし、その他の発呼先特定情報が表示されてもよい。
【０１００】
　このように、本発明に係る通信端末装置１における発呼先特定情報の表示位置は、数字
ボタンの周囲に限定されず、例えば、縦一列、横一列、ボタンの周辺の一部、又は、ラン
ダムに表示される構成を採用してもよい。
【０１０１】
　〔プログラム、記録媒体〕
　制御部１２は、集積回路（ＩＣチップ）上に形成された論理回路によってハードウェア
的に実現してもよいし、ＣＰＵ（Central Processing Unit）を用いてソフトウェア的に
実現してもよい。
【０１０２】
　後者の場合、制御部１２は、各機能を実現するプログラムの命令を実行するＣＰＵ、上
記プログラムを格納したＲＯＭ（Read Only Memory）、上記プログラムを展開するＲＡＭ
（Random Access Memory）、上記プログラムおよび各種データを格納するメモリ等の記憶
装置（記録媒体）などを備えている。そして、本発明の目的は、上述した機能を実現する
ソフトウェアである制御部１２の制御プログラムのプログラムコード（実行形式プログラ
ム、中間コードプログラム、ソースプログラム）をコンピュータで読み取り可能に記録し
た記録媒体を、制御部１２に供給し、そのコンピュータ（またはＣＰＵやＭＰＵ）が記録
媒体に記録されているプログラムコードを読み出し実行することによっても、達成可能で
ある。
【０１０３】
　上記記録媒体としては、例えば、ハードディスク等の磁気ディスクやＣＤ－ＲＯＭ／Ｃ
Ｄ－Ｒ／ＣＤ－ＲＷ／ＭＯ／ＤＶＤ－ＲＯＭ／ＤＶＤ－Ｒ／ＤＶＤ－ＲＷ／Ｂｌｕ－ｒａ
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ＩＣカード（メモリカードを含む）／光カード等のカード類、マスクＲＯＭ／ＥＰＲＯＭ
／ＥＥＰＲＯＭ／フラッシュメモリ等の半導体メモリ類などを用いることができる。
【０１０４】
　また、上記プログラムコードは、通信ネットワークを介して制御部１２に供給してもよ
い。この通信ネットワークは、プログラムコードを伝送可能であればよく、特に限定され
ない。例えば、インターネット、ＬＡＮ、ＣＡＴＶ通信網、電話回線網、移動体通信網等
が利用可能である。また、この通信ネットワークを構成する伝送媒体も、特定の構成また
は種類のものに限定されない。例えば、電話線、ＬＡＮケーブル、ケーブルＴＶ回線等の
メタルケーブルや、ＦＴＴＨ等の光ファイバを利用した有線でも、携帯電話回線、ＷＬＡ
Ｎ等の電波、ＩｒＤＡやリモコンのような赤外線などを利用した無線でも利用可能である
。
【０１０５】
　本発明は上述した実施形態および変形例に限定されるものではなく、請求項に示した範
囲で種々の変更が可能であり、上記実施形態にそれぞれ開示された技術的手段を適宜組み
合わせて得られる他の実施形態についても本発明の技術的範囲に含まれる。
【産業上の利用可能性】
【０１０６】
　本発明は、スマートフォン、携帯電話、固定電話、タブレット型ＰＣ、及び、ファクシ
ミリーなど、電話機能及びタッチパネルを備えた通信端末装置に好適に利用することがで
きる。
【符号の説明】
【０１０７】
　１　　　　通信端末装置
　１０　　　表示パネル
　１１　　　タッチパネル
　１２　　　制御部（制御手段）
　１３　　　記憶部
　１４　　　操作部
　１５　　　通信部
　１６　　　音声入出力部
　２１　　　番号表示領域
　２２　　　テンキー（複数のキー）
　２３　　　発信ボタン
　２４　　　電話帳ボタン
　２５　　　左矢印ボタン
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