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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　複数のファンクションキーを有する電子機器であって、
　前記ファンクションキーは、階層化メニューの各階層において異なる機能を有するキー
であり、
　各階層において前記ファンクションキーの機能を表示するとともに、初期画面において
前記ファンクションキーのショートカット機能を表示する表示装置と、
　階層化メニューの任意の階層において特定のキーが操作された場合に、前記複数のファ
ンクションキーに割り当てられた前記初期画面における前記ショートカット機能の一覧を
前記表示装置に表示し、かつ、前記ショートカット機能の一覧が表示された状態で、前記
ファンクションキーのいずれかにショートカット機能を新たに割り当てる手段と、
　を有することを特徴とする複数のファンクションキーを有する電子機器。
【請求項２】
　請求項１記載の装置において、
　前記電子機器は、ハードディスクドライブ及び光ディスクドライブを有するレコーダで
あり、
　前記割り当てる手段は、ハードディスクドライブ及び光ディスクドライブのいずれかの
ドライブで新たに割り当てられた機能が他のドライブでも実行可能である場合に、他のド
ライブでも自動的に前記機能を同一ファンクションキーに割り当てることを特徴とする複
数のファンクションキーを有する電子機器。
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【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、複数のファンクションキーを有する電子機器に関し、特にショートカット機
能の割り当て（アサイン）に関する。
【背景技術】
【０００２】
　従来より、電子機器において複数のキーに所望の機能や画面を割り当て、当該キーを操
作するだけで所望の機能を実行し、あるいは所望の画面に直ちに移行できるショートカッ
ト機能が提案されている。
【０００３】
　下記の特許文献１には、複数のキーに対して所望の機能を割り当てることで設定完了ま
での操作ステップを削減することを目的として、メニュー項目の中からアサインキー変更
の項目を選択し、割り当てたい機能を選択し、選択されたアサインキーに対して選択した
機能を割り当てる処理が開示されている。
【０００４】
　また、下記の特許文献２には、同一の設定メニューにおいて設定操作をやり直す場合に
、少数の操作により簡単かつ短時間に設定操作を行うことを目的として、階層化された複
数のメニュー画面の一つが表示されている状態でチェックボタンを操作すると表示中のメ
ニュー画面をショートカットメニューとしてメモリに記憶し、メニュー画面が非表示の状
態でファンクションボタンを操作するとメモリに記憶されたメニュー画面をビューファイ
ンダに表示することが開示されている。
【０００５】
【特許文献１】特開２００５－２６７０００号公報
【特許文献２】特開２００６－１０１１７２号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００６】
　しかしながら、キー選択メニューを選択し専用のモードに移行することで機能や画面を
割り当てるのでは、画面毎にキーの機能が変わる場合に円滑に対応することができない。
【０００７】
　また、表示中のメニュー画面をショートカットメニューとしてメモリに登録して呼び出
すのでは、特定のメニュー画面しか呼び出すことができず、複数のファンクションキーが
存在する場合に、いかにこれら複数のファンクションキーに機能を割り当てるかについて
開示されていない。
【０００８】
　本発明の目的は、複数のファンクションキーに所望の画面あるいは機能を効率的に割り
当て、ユーザの操作性を一層向上させることにある。
【課題を解決するための手段】
【０００９】
　本発明は、複数のファンクションキーを有する電子機器であって、前記ファンクション
キーは、階層化メニューの各階層において異なる機能を有するキーであり、各階層におい
て前記ファンクションキーの機能を表示するとともに、初期画面において前記ファンクシ
ョンキーのショートカット機能を表示する表示装置と、階層化メニューの任意の階層にお
いて特定のキーが操作された場合に、前記複数のファンクションキーに割り当てられた前
記初期画面における前記ショートカット機能の一覧を前記表示装置に表示し、かつ、前記
ショートカット機能の一覧が表示された状態で、前記ファンクションキーのいずれかにシ
ョートカット機能を新たに割り当てる手段とを有することを特徴とする。
                                                                                
【００１０】
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　本発明の１つの実施形態では、前記電子機器は、ハードディスクドライブ及び光ディス
クドライブを有するレコーダであり、前記割り当てる手段は、ハードディスクドライブ及
び光ディスクドライブのいずれかのドライブで新たに割り当てられた機能が他のドライブ
でも実行可能である場合に、他のドライブでも自動的に前記機能を同一ファンクションキ
ーに割り当てる。
【発明の効果】
【００１１】
　本発明によれば、ショートカット機能の割り当て状況を容易に視認できる。また、ショ
ートカット機能の割り当てを容易に変更することができる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００１２】
　以下、図面に基づき本発明の実施形態について、電子機器としてデジタルマスタレコー
ダを例により説明する。
【００１３】
　図１に、本実施形態におけるデジタルマスタレコーダの構成を示す。デジタルマスタレ
コーダは、アナログ入力端子及びデジタル入力端子の外部入力端子を有し、外部入力端子
から供給されたオーディオ信号をＣＤ－Ｒ／ＲＷ、ＤＶＤ±Ｒ、ＤＶＤ±ＲＷに記録する
。また、ハードディスク装置を内蔵し、ハードディスク装置にもオーディオデータを記録
することができる。
【００１４】
　図１において、デジタルマスタレコーダは、ＣＰＵ１０、ＦＰＧＡ（Field Programmab
le Gate Array：プログラミング可能なＬＳＩ）１２、ＤＳＰ１４を有し、ハードディス
クドライブ２６及びＤＶＤドライブ２８を有する。
【００１５】
　ＣＰＵ１０は、クロック１６からのクロック信号により動作し、ユーザインタフェース
ブロック３０からの指令に基づいて各種処理を実行する。ＣＰＵ１０の処理プログラムは
フラッシュＲＯＭ１８に格納され、ＣＰＵの処理データはワークメモリとしてのＳＤＲＡ
Ｍ２０に格納される。ユーザインタフェースブロック３０は、各種キー及び操作状況を視
認するための表示用ＬＥＤ、ＬＣＤ、ロータリエンコーダを有する。ロータリエンコーダ
は音量調整やメニュー選択等に用いられる。ユーザインタフェースブロック３０は、デジ
タルマスタレコーダのフロントパネルに設けられる。
【００１６】
　ＦＰＧＡ１２は、デジタル入力端子３２からデジタルオーディオ信号が供給され、アナ
ログ入力端子３４からボリューム３６、Ａ／Ｄ３８、ＰＬＤ（Programmable Logic Devic
e）４０を介してデジタルオーディオ信号が供給される。ＦＰＧＡ１２は、ＰＬＬ２２か
らのクロック信号で動作し、ＤＳＰ１４とシリアルにオーディオデータの送受を行って処
理結果をデジタル出力端子４６に出力し、あるいはＰＬＤ４８、Ｄ／Ａ５０を介してアナ
ログ出力端子５２に出力する。ＣＰＵ１０は、ＦＰＧＡ１２を介してＤＳＰ１４の動作を
制御し、デジタル入力端子３２またはアナログ入力端子３４から入力された信号をワーク
メモリとしてＳＤＲＡＭ２４を用いてデジタルデータに変換して、ハードディスクドライ
ブ２６に格納したり、ＤＶＤドライブ２８に装着されたディスクに書き込む（録音）。ま
た、ＣＰＵ１０は、ＦＰＧＡ１２を介してハードディスクドライブ２８またはＤＶＤドラ
イブ２８に装着されたディスクからデータを読み出し、読み出したデータをＤＶＤドライ
ブ２８に装着されたディスクまたはハードディスクドライブ２８に書き込む（複製）。な
お、録音や複製の際、ハードディスクドライブ２６にはＦＡＴファイルに変換してデータ
を格納する。ＤＶＤドライブ２８に装着されたディスクには、該ディスクの種類に応じた
ファイルフォーマットに変換してデータを書き込む。　
【００１７】
　詳しくは、ＣＰＵ１０は、ＦＰＧＡ１２を介して読み出したデータをワークメモリとし
てのＳＤＲＡＭ２４を用いてフォーマット変換する。フォーマット変換は、上記のように
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ディスクの種類に応じて決定される。ディスクの種類に応じてフォーマット変換方法を自
動選択してもよく、ユーザインタフェースブロック３０を用いてユーザが選択したフォー
マット変換方式を用いてもよい。自動選択する場合、ＣＰＵ１０は、ＤＶＤドライブ２８
からディスクの種類についての情報を取得し、フォーマット変換方式（変換するファイル
システム）を設定する。マニュアル選択する場合、ユーザインタフェースブロック３０か
ら入力された情報はＣＰＵ１０に供給され、フォーマット変換方式（変換するファイルシ
ステム）が設定される。ＤＳＰ１４は、オーディオデータをＰＣＭオーディオデータに変
換する等のオーディオファイルのデータ形式を変換するための処理を行う。また、ＤＳＰ
１４は、その他オーディオ信号に対して各種のエフェクト処理を実行してＦＰＧＡ１２に
供給する。フェーダー４２やＤ－フィルタ４４も各種処理に用いられる。Ｄ―フィルタ４
４は、メータ表示データを生成したり、ＤＳＤオーディオデータをＰＣＭオーディオデー
タに変換する際に用いられる。
【００１８】
　ハードディスクドライブ２６は、例えば２．５インチ型であり、ＦＡＴ３２のファイル
システムフォーマットでデータを格納する。
【００１９】
　ＤＶＤドライブ２８はＣＤ及びＤＶＤを駆動可能なコンボドライブであり、ＣＤ－Ｒ／
ＲＷ、ＤＶＤ±Ｒ、ＤＶＤ±ＲＷを駆動可能である。
【００２０】
　ＵＳＢ端子５４はデジタルマスタレコーダのリアパネルに設けられ、パーソナルコンピ
ュータに接続される。
【００２１】
　以上のような構成において、ユーザインタフェースブロック３０内の各種ファンクショ
ンキーやロータリエンコーダ（ジョグダイヤル）の操作信号はＣＰＵ１０に供給され、Ｃ
ＰＵ１０は操作信号に応じて適宜ＬＣＤにメニュー等を表示し、あるいは選択された処理
を実行するが、メニューは階層化されており、任意の階層においてユーザは所望のメニュ
ー画面あるいは所望の機能を簡単な操作で選択したいと欲する場合が多い。そこで、ＣＰ
Ｕ１０は、ユーザによる操作に応じてユーザインタフェースブロック３０に設けられた複
数のファンクションキーのそれぞれにホーム画面の表示時のショートカット機能を割り当
てる。各ファンクションキーＦ１～Ｆ５へのショートカット機能の割り当てデータはフラ
ッシュＲＯＭ１８に登録される。
【００２２】
　図２に、ユーザインタフェースブロック３０の構成を示す。表示装置としてのＬＣＤ３
０ａ、ユーザ操作手段としてのロータリーエンコーダ（あるいはジョグダイヤル）３０ｂ
及び選択キー３０ｄが設けられるとともに、複数のファンクションキー３０ｃがＬＣＤ３
０ａの下部に設けられる。図では、ファンクションキーとしてＦ１～Ｆ５の５個のキーが
設けられている。ＬＣＤ３０ａには各種メニューや情報が階層的に表示される。図では、
メインメニューが表示され、メインメニューの項目として、「SYSTEM SETUP」、「PROJEC
T」、「EDIT」、「DISC」、「COPY」が表示される。また、ＬＣＤ３０ａには５個のファ
ンクションキーＦ１～Ｆ５それぞれの現在の機能が表示される。図では、Ｆ１がカーソル
の下方への移動、Ｆ２がカーソルの上方への移動、Ｆ５がホーム画面への移動を示してい
る。カーソルはロータリエンコーダ（ジョグダイヤル）３０ｂを回転操作することによっ
ても移動する。操作キー３０ｄとして、「MEMU」キー、「ENTER」キー、「CANCEL」キー
が設けられる。「MEMU」キーはメインメニューを表示する際に、「ENTER」キーは選択し
た項目を確定登録する際に、「CANCEL」キーは選択した項目をキャンセルする際に操作さ
れる。
【００２３】
　図３に、デジタルマスタレコーダの電源をＯＮした場合の初期画面を示す。この初期画
面はホーム画面であり、各種情報が表示される画面である。表示項目としては、メータや
ディスクの種類、ディスクの状態、現在のプロジェクトのオーディオフォーマット、現在
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のプロジェクトの名称、現在のファイルの名称、現在のトラック番号、再生中のトラック
の時間表示、再生モード表示などであり、さらに、デフォルト状態におけるファンクショ
ンキーのショートカット機能が表示される。図では、Ｆ１は「I/O SELECT」（入力選択）
、Ｆ２は「REFERENCE CLOCK」（基準クロック）、Ｆ３は「CALENDER」（カレンダー（日
時設定））、Ｆ４は「PREFERENCE」（プリファレンス）、Ｆ５は「UDF管理情報の保存」
である。このホーム画面から操作キーの「MEMU」を操作すると、メインメニューの画面に
移行する。
【００２４】
　図４に、メインメニュー画面を示す。図２に示したように、メインメニューとして、「
SYSTEM SETUP」、「PROJECT」、「EDIT」、「DISC」、「COPY」が表示される。このメイ
ンメニュー画面において、特定のキーとしてＦ３キーを操作すると、ＬＣＤ３０ａに現在
のショートカットリスト３１、つまりホーム画面表示時における各ファンクションキーの
ショートカット割り当て一覧がメインメニュー項目と同時に分割表示される。図において
、ショートカットリストはＬＣＤ３０ａの画面右側に分割表示されており、メインメニュ
ー項目は画面左側に分割表示される。ショートカット機能がデフォルト状態のままであれ
ば、図に示すようにＦ１＝Ｉ／Ｏ　ＳＥＬＥＣＴ、Ｆ２＝ＲＥＦ．ＣＬＯＣＫ、Ｆ３＝Ｃ
ＡＬＥＮＤＡＲ、Ｆ４＝ＰＲＥＦＥＲＥＮＣＥ、Ｆ５＝ＳＡＶＥ　ＵＤＦＭＩと表示され
る。ユーザは、このショートカットリストを視認することで、現在、ファンクションキー
Ｆ１～Ｆ５に割り当てられているショートカット機能を容易に視認することができる。
【００２５】
　また、Ｆ３キーは単にファンクションキーＦ１～Ｆ５のそれぞれに割り当てられている
ショートカット機能を表示するだけでなく、メインメニューを表示させつつ、現在割り当
てられているショートカット機能を変更する際の変更キーとしても機能する。すなわち、
ショートカットリスト３１が表示されると、表示されたメインメニューは新たにショート
カット機能を割り当てるべきメニュー項目となり、ユーザはロータリーエンコーダ３０ｂ
を操作してメインメニュー項目から所望のメニューを選択する。そして、選択したメニュ
ーをショートカット機能として割り当てたいファンクションキーを操作して「ENTER」キ
ーを操作すると、ＣＰＵ１０は選択されたファンクションキーに選択されたメニューを新
たなショートカット機能として登録する。例えば、図４において、ユーザがメインメニュ
ーから「EDIT」を選択し、ファンクションキーとしてＦ４を操作すると、Ｆ４のショート
カット機能がデフォルトの「PREFERENCE」から「EDIT」に変更される。このようにしてシ
ョートカット機能が変更された後、ＣＰＵは、Ｆ３キーが操作されてショートカットリス
ト３１を表示する際には、Ｆ４のショートカット機能として「EDIT」を表示する。また、
ホーム画面でＦ４が操作されると、当該Ｆ４に割り当てられた「EDIT」機能（編集機能）
を実行するための設定画面に直ちに移行する。
【００２６】
　以上の処理は、メインメニュー画面においてＦ３キーが操作された場合であるが、階層
化メニューにおける任意の階層においてＦ３が操作された場合も同様である。各階層にお
いてＦ３が操作されると、ホーム画面において現在割り当てられているショートカット機
能がショートカットリスト３１としてＬＣＤ３０ａに分割表示され、新たに割り当てるべ
きメニューを選択して割り当てるべきファンクションキーを操作し「ENTER」キーを操作
することで、所望のファンクションキーに所望の機能あるいは画面を割り当てることがで
きる。
【００２７】
　図５に、本実施形態の処理フローチャートを示す。装置の電源がＯＮされると、ＣＰＵ
１０はＬＣＤ３０ａにホーム画面を表示する（Ｓ１０１）。ユーザが「MEMU」キーを操作
すると（Ｓ１０２）、操作信号がＣＰＵ１０に供給され、ＣＰＵ１０はホーム画面に変え
てメインメニュー画面をＬＣＤ３０ａに表示する（Ｓ１０３）。メインメニュー画面が表
示された状態で、ユーザがＦ３キーを操作すると（Ｓ１０４でＹＥＳ）、操作信号がＣＰ
Ｕ１０に供給され、ＣＰＵ１０は各ファンクションキーＦ１～Ｆ５に現在割り当てられて
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いるショートカット機能をショートカットリスト３１としてＬＣＤ３０ａに分割表示する
（Ｓ１０５）。現在割り当てられているショートカット機能は、フラッシュＲＯＭ１８に
登録されており、ＣＰＵ１０はフラッシュＲＯＭ１８に格納された登録データを読み出し
てＬＣＤ３０ａに表示する。ファンクションキーＦ１～Ｆ５のうち、ショートカット機能
が割り当てられていないキーについてはブランク表示とすることができる。ショートカッ
トリスト３１が表示された状態で、ユーザはロータリーエンコーダ３０ｂを操作してメイ
ンメニュー項目から所望のメニュー項目を選択し、また、所望のファンクションキーを選
択して「ENTER」キーを操作する。選択信号はＣＰＵ１０に供給され、ＣＰＵ１０は選択
されたファンクションキーに新たに選択されたメニュー項目をショートカット機能として
割り当て、フラッシュＲＯＭ１８を上書きして登録する（Ｓ１０６）。新たなショートカ
ット機能の登録が終了すると、ＣＰＵ１０はＬＣＤ３０ａの画面を再びメインメニュー画
面表示に戻す（Ｓ１０３）。メインメニュー画面が表示された後、再びＦ３キーが操作さ
れると、ＣＰＵ１０は新たなショートカットリスト３１をＬＣＤ３０ａに表示する。すな
わち、前回の登録操作で新たに登録されたショートカット機能が一覧表示される。
【００２８】
　一方、メインメニュー画面が表示された状態でユーザがＦ３キーを操作せず、メニュー
項目のいずれかを選択して「ENTER」キーを操作した場合（Ｓ１０４にてＮＯ、及びＳ１
０５）、操作信号はＣＰＵ１０に供給され、ＣＰＵ１０は選択されたメニューについての
下層メニューを表示する（Ｓ１０８）。
【００２９】
　下層メニューを表示した後、再びユーザがＦ３キーを操作すると（Ｓ１０９にてＹＥＳ
）、操作信号がＣＰＵ１０に供給され、ＣＰＵ１０はホーム画面表示時の各ファンクショ
ンキーＦ１～Ｆ５に現在割り当てられているショートカット機能をショートカットリスト
３１としてＬＣＤ３０ａに分割表示する（Ｓ１１０）。現在割り当てられているショート
カット機能は、フラッシュＲＯＭ１８に登録されており、ＣＰＵ１０はフラッシュＲＯＭ
１８に格納された登録データを読み出してＬＣＤ３０ａに表示する。ファンクションキー
Ｆ１～Ｆ５のうち、ショートカット機能が割り当てられていないキーについてはブランク
表示とする。ショートカットリスト３１が表示された状態で、ユーザはロータリーエンコ
ーダ３０ｂを操作して下層メニューから所望のメニュー項目を選択し、また、所望のファ
ンクションキーを選択して「ENTER」キーを操作する。選択信号はＣＰＵ１０に供給され
、ＣＰＵ１０は選択されたファンクションキーに新たに選択されたメニュー項目をショー
トカット機能として割り当て、フラッシュＲＯＭ１８を上書きして登録する（Ｓ１１１）
。あるいは、ショートカットリスト３１が表示された状態でユーザが所望のファンクショ
ンキーを選択して「ENTER」キーを操作することで、現在表示中の下層メニューを選択さ
れたファンクションキーにショートカット機能として割り当てられるようにしてもよい。
新たなショートカット機能の登録が終了すると、ＣＰＵ１０はＬＣＤ３０ａの画面を再び
下層メニュー画面表示に戻す（Ｓ１０８）。ユーザがＦ３キーを操作することなく、下層
メニューから所望のメニュー項目を選択して「ENTER」キーを操作すると、選択されたメ
ニュー項目が実行される（Ｓ１０９にてＮＯ、及びＳ１１２）。要するに、任意のメニュ
ー（機能）を呼び出して設定等をしているときに、そのメニュー（機能）を頻繁にその後
も使用するのであれば、そのメニュー（機能）をホーム画面にショートカット登録してお
く。デジタルマスタレコーダでは、呼び出し中のメニュー（機能）に応じて各ファンクシ
ョンキーの役割が変化し、ＬＣＤ３０ａには現在呼び出し中のメニュー（機能）における
各ファンクションキーの役割が視認できるような表示がなされている。したがって、ある
メニュー（機能）の呼び出し中は、ユーザはホーム画面での現在のショートカット登録状
況が分からないので、特定のキー（Ｆ３キー）を操作することで、ホーム画面のショート
カットリスト３１を表示させる。
【００３０】
　このように、本実施形態では、ユーザは階層化されたメニューの任意の階層においてＦ
３キーを操作することで、ホーム画面のショートカットの登録状況が一覧表示されるので
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、より直感的に現在のショートカット登録状況を理解することができる。また、Ｆ３キー
操作によりショートカットリストが表示されると同時に、ショートカット登録モードに移
行するので、容易にショートカット機能の割り当てを変更することができる。すなわち、
ユーザはＦ３キーを操作してショートカットリストを表示した後、単に割り当てたいファ
ンクションキーを選択するだけで、ショートカット機能の割り当てを変更することができ
る。本実施形態は、任意の階層においてＦ３キーを操作することによりショートカットリ
ストが表示されるので、ファンクションキーの数が限定されており、ショートカットに利
用されるキーがファンクションキーとしてホーム画面以外の各画面で様々な機能を有する
場合に特に有効である。
【００３１】
　本実施形態では、ショートカット機能の割り当てをダイナミックに行うこともできる。
例えば、ある機能をある期間だけ連続して使用することが予め予測されている場合、最初
にその機能をメニューから呼び出す際に登録しておく。そして、もともと登録されていた
機能に戻したい場合も、その機能を使用する際に再登録すればよい。
【００３２】
　また、本実施形態のデジタルマスタレコーダは、図１に示すようにハードディスクドラ
イブ２６とＤＶＤドライブ２８とを装備しており、ＬＣＤ３０ａに表示されるメニュー項
目も現在駆動しているドライブに応じて変化し得るが、これらのドライブで共通するメニ
ュー項目についてはショートカットキーを共通に割り当てることができる。例えば、ＤＶ
Ｄドライブ２８を駆動している場合において、Ｆ１キーに「EDIT」を割り当てた場合、ハ
ードディスクドライブ２６を駆動する場合においてもデフォルト状態でＦ１キーに「EDIT
」を割り当てる等である。これにより、駆動するドライブによらずにユーザの操作感に統
一性を持たせることができる。もちろん、ＤＶＤドライブ２８とハードディスクドライブ
２６で共通しない機能、例えばＤＶＤドライブ２８固有の機能をあるキーに割り当てた場
合、ハードディスクドライブ２６を駆動する場合には当該割り当てを無効化してデフォル
ト状態に戻すことが望ましい。ＤＶＤドライブ２８とハードディスクドライブ２６で共通
する機能を割り当てた場合、共通しない機能と識別可能にＬＣＤ３０ａに表示してもよい
。例えば、共通する機能に対しては異なる色でＬＣＤ３０ａに表示する等である。ＤＶＤ
ドライブ２８とハードディスクドライブ２６間だけでなく、ＤＶＤドライブ２８で駆動す
るＤＶＤディスクの種類間でも同様に割り当ての共通化、あるいは無効化を行うことがで
きる。例えば、ＣＤを駆動する場合とＤＶＤを駆動する場合、ＤＶＤ±Ｒを駆動する場合
とＤＶＤ±ＲＷを駆動する場合とで、共通化する機能については割り当てを共通化し、共
通化しない機能についてはその機能を有しないディスクを駆動する場合に割り当てを無効
化してデフォルト状態に戻す、あるいはブランクとする等である。フラッシュＲＯＭ１８
には、既述したように階層毎に割り当てのデータが登録されるが、さらに駆動ドライブ毎
に割り当てデータを登録することで、ドライブ毎に各ファンクションキーへのショートカ
ット機能の割り当てを変更することができ、かつ、共通する機能については共通に割り当
てることができる。具体的には、ＤＶＤドライブ２８とハードディスクドライブ２６とで
共通化する機能については、いずれかのドライブで最初に割り当てが変更されてフラッシ
ュＲＯＭ１８に登録する時点において自動的に他のドライブの割り当ても併せて変更して
おけばよい。
【００３３】
　本実施形態では、ショートカットキーリストを表示させるとともに、ショートカット登
録モードに移行させるための特定のキーとしてＦ３キーを用いたが、他の任意のキーを用
いることができる。ファンクションキーに割り当てられたショートカットリストを表示さ
せるトリガとなるキーであるので、ファンクションキーのいずれかを特定キーとして選択
することが望ましい。
【図面の簡単な説明】
【００３４】
【図１】実施形態のデジタルマスタレコーダの構成図である。
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【図２】ユーザインタフェースブロックの構成図である。
【図３】ホーム画面の表示説明図である。
【図４】メインメニュー画面の表示説明図である。
【図５】実施形態の処理フローチャートである。
【符号の説明】
【００３５】
　１０　ＣＰＵ、２６　ハードディスクドライブ、２８　ＤＶＤドライブ、３０　ユーザ
インタフェースブロック。

【図１】 【図２】

【図３】

【図４】
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【図５】
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