
(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　複数の機能の中から所望の機能を選択して、選択された機能をアイコンでショートカッ
トメニュー画面に登録すると、前記ショートカットメニュー画面を開いて所望のアイコン
に対応するキーを操作することにより、前記所望のアイコンに対応する所望の機能を起動
させることができるショートカット機能と、
　このショートカット機能の前記ショートカットメニュー画面に登録されているアイコン
を待受け画面に複写し 表示させる手段
具備し、
　前記ショートカットメニュー画面に登録されたアイコンを数字キーに対応させ対応する
数字キーを操作して該アイコンに対応する機能を起動させること、
　または、
　操作キー中の選択キーを操作して前記ショートカットメニュー画面に登録されたアイコ
ンから希望のアイコンを選択し、確定キーにより確定すれば、該選択されたアイコンに対
応する機能を起動させること、
を特徴とする移動体電話機。
【請求項２】
　前記待受け画面には、待受け画面に本来表示される情報とともに前記アイコンが表示さ
れることを特徴とする請求項 に記載の移動体電話機。
【請求項３】
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　前記ショートカットメニュー画面の前記アイコンを変更すると、同時に自動的に前記待
受け画面上のアイコンも変更されることを特徴とする請求項１ に記載の移動体電話
機。
【発明の詳細な説明】
【０００１】
【発明の属する技術分野】
本発明は、移動体電話機に関する。
【０００２】
【従来の技術】
移動体電話機の高機能化の要求は止まらず、以前は必要としていなかった様々な機能が移
動体電話機に追加されている。その数多い機能のうちユーザが頻繁に使用する機能のみを
容易に起動させる方法としてショートカット機能がある。このショートカット機能は、複
数の機能の中から所望の機能を選択して、選択された機能をアイコンでショートカットメ
ニュー画面に登録すると、前記ショートカットメニュー画面を開いて所望のアイコンに対
応するキー（どのキーが対応するかは、各アイコンに表示される）を操作することにより
、それだけで、前記所望のアイコンに対応する所望の機能を起動させることができる方法
である。
【０００３】
【発明が解決しようとする課題】
しかしながら、従来は、待受け画面からキー操作でショートカットメニュー画面に遷移さ
せないと、その画面にどのようなアイコン（機能）が登録されているか分からなかった。
したがって、希望の機能が登録されていると思ってキー操作で待受け画面からショートカ
ットメニュー画面に遷移させたが、そのショートカットメニュー画面に希望する機能が登
録されておらず、戸惑うことがしばしばあた。
【０００４】
本発明は上記の点に鑑みなされたもので、ショートカット機能の使い勝手が向上する移動
体電話機を提供することを目的とする。
【０００５】
【課題を解決するための手段】
　本発明の移動体電話機は、複数の機能の中から所望の機能を選択して、選択された機能
をアイコンでショートカットメニュー画面に登録すると、前記ショートカットメニュー画
面を開いて所望のアイコンに対応するキーを操作することにより、前記所望のアイコンに
対応する所望の機能を起動させることができるショートカット機能と、このショートカッ
ト機能の前記ショートカットメニュー画面に登録されているアイコンを待受け画面に複写
し 表示させる手段 具備し、前記ショー
トカットメニュー画面に登録されたアイコンを数字キーに対応させ対応する数字キーを操
作して該アイコンに対応する機能を起動させること、または、操作キー中の選択キーを操
作して前記ショートカットメニュー画面に登録されたアイコンから希望のアイコンを選択
し、確定キーにより確定すれば、該選択されたアイコンに対応する機能を起動させること
、を特徴とする。
【０００６】
　好ましい形態として 受け画面には、待受け画面に本来表示される情報とともに前記
アイコンが表示される。また、ショートカットメニュー画面のアイコンを変更すると、同
時に自動的に前記待受け画面上のアイコンも変更される。
【０００７】
【発明の実施の形態】
次に添付図面を参照して本発明による移動体電話機の実施の形態を詳細に説明する。図２
は、本発明による移動体電話機の実施の形態を示す回路ブロック図である。この回路ブロ
ック図は、アンテナ１１に接続されて送受信動作を実施するＲＦ回路１２と、送受信信号
をデジタル信号処理するデジタル信号処理プロセッサ（ＤＳＰ）１３と、このＤＳＰ１３
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から出力された受話信号をＤ／Ａ変換するＤ／Ａコンバータ１４と、このＤ／Ａコンバー
タ１４の出力に接続され、Ｄ／Ａ変換された受話信号を再生する受話スピーカ１５と、話
者の音声を入力する送話マイク１６と、この送話マイク１６から入力された送話信号をＡ
／Ｄ変換し前記ＤＳＰ１３に出力するＡ／Ｄコンバータ１７と、全体を制御するＣＰＵ部
１８と、このＣＰＵ部１８に接続され、プログラムや各種のデータを記憶するメモリ１９
およびＲＯＭ２０と、同様にＣＰＵ部１８に接続され、各種の情報を入力する操作キー２
１と、ＣＰＵ部１８に表示部ドライバ２２を介して接続され、各種の情報を表示するカラ
ーＬＣＤよりなる表示部２３とからなる。
【０００８】
このような移動体電話機は、該電話機に備わる数多い機能のうちユーザが頻繁に使用する
機能のみを容易に起動させる方法としてショートカット機能を有する。ショートカット機
能は、複数の機能の中から所望の機能を選択して、選択された機能をアイコンでショート
カットメニュー画面に登録すると、前記ショートカットメニュー画面を開いて所望のアイ
コンに対応するキー（どのキーが対応するかは、各アイコンに表示される）を操作するこ
とにより、それだけで、前記所望のアイコンに対応する所望の機能を起動させることがで
きる方法である。
【０００９】
このショートカット機能における登録機能選択登録方法を図３を参照して詳述すると、ま
ずキー操作で表示部２３の画面を登録機能表示画面（図３（ａ））とし、この画面中から
１つの登録機能をキー操作で選択する。次に、機能をアイコンで登録するショートカット
メニュー画面としてショートカット１とショートカット２の２画面あるから、選択した機
能をどちらの画面に登録するかを、表示部２３の画面選択画面（図３（ｂ））でキー操作
により選択する。その後、登録キーを押下すれば、選択された一方のショートカットメニ
ュー画面に、選択された機能がアイコンで登録される。
【００１０】
ショートカットメニュー画面を図４に示す。１つのショートカットメニュー画面２３ａに
はアイコン３１（機能）を上記のようにして９種類登録でき、この実施形態ではショート
カットメニュー画面が２画面あるから合計で１８種類登録できる。各アイコン３１には、
各アイコンに対応する機能を起動させるキーの種類（「１」～「９」の数字、すなわち「
１」～「９」の数字キー）が各アイコンの右下に表示される。さらに、図４は、中央のア
イコン（アイコン５）が選択されている場合であって、カーソル３３（ここでは、円の中
央に＋記号が表示され、円の上下左右外側には△が付加された図形）が選択されたアイコ
ン上に重ねて表示されている。そして、選択されたアイコン（機能）の機能名が下の欄３
２に表示される。ここでは、「スカイメロディ」と表示されている。
【００１１】
このようにして登録されたアイコン３１は画像を変更することができ、その場合は、ショ
ートカットメニュー画面（図４）で変更するアイコンを選択した後、アイコン編集画面に
移って「アイコン変更モード」を選択し、さらに画像選択画面に移って変更後の希望する
画像を選択し、確定キーを押下する。画像としては、電話機内に初期値として用意されて
いる画像を使用できる外、画像作成機能でユーザ自身が作成することができ、さらには、
電話機内蔵カメラで取り込んだ映像を画像として使用することができる。
【００１２】
アイコン３１は並び替えることができ、その場合は、ショートカットメニュー画面（図４
）で移動するアイコンを選択した後、アイコン編集画面に移って「アイコン並び替えモー
ド」を選択し、再度ショートカットメニュー画面に戻って並び替え先のアイコンを選択し
た後、確定キーを押下することにより、アイコンが並び替えられる。
【００１３】
また、ショートカットメニュー画面（図４）に登録されたアイコン３１（機能）を削除（
解除）することもでき、その場合は、ショートカットメニュー画面で削除するアイコンを
選択した後、アイコン編集画面に移って「ショートカット解除モード」を選択し、確定キ
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ーを押下することにより、前記選択されたアイコン（機能）がショートカットメニュー画
面から削除（解除）される。
【００１４】
しかし、上記のようにしてアイコン３１（機能）をショートカットメニュー画面（図４）
に登録しただけでは、待受け画面から前記ショートカットメニュー画面に遷移させないと
、その画面にどのようなアイコン（機能）が登録されているか分からない。そこで、本発
明では、前記ショートカットメニュー画面に登録されているアイコン３１を待受け画面に
複写して表示させる。このとき、２画面あるショートカットメニュー画面のうち第１画面
（ショートカット１）上のアイコンが優先して待受け画面に表示されるが、第１画面（シ
ョートカット１）上のアイコンと第２画面（ショートカット２）上のアイコンとを切り替
えて待ち受け画面に表示させることもできる。
【００１５】
ショートカットメニュー画面に登録されているアイコン３１を待受け画面に複写して表示
させる方法を図５を参照して詳述する。その場合は、表示部２３の画面を待受け画面から
メニューキー押下で基本メニュー突入開始画面を経て基本メニュー画面（図５（ａ））に
遷移させる。そして、この基本メニュー画面で「表示」の項目をキー操作で選択し、メニ
ューキーを押下する。すると、表示部２３の画面は表示関係の画面（図５（ｂ））となる
。この画面（図５（ｂ））で、「待受表示設定」の項目をキー操作で選択し、メニューキ
ーを押下する。すると、表示部２３の画面は待受表示設定画面（図５（ｃ））となり、こ
の画面で「ショートカット画像」の項目をキー操作で選択してメニューキーを押下すれば
、表示部２３の画面には図５ (ｄ )に示すように「ショートカット画像設定しました」と表
示されて、ショートカットメニュー画面上のアイコンの待受け画面への複写表示を完了す
る。この複写表示完了後は、キー操作またはタイムアウトで図５（ｂ）の表示関係の画面
に戻ることができる。
【００１６】
図１（ａ）は、上記のようにしてアイコンの複写表示が完了した表示部２３の待受け画面
を示す。この待受け画面には、待受け画面に本来表示される月日、曜日、時間とともに、
図１（ｂ）のショートカットメニュー画面上に表示されたアイコン３１と同一のアイコン
３１ａ（ただし、ショートカットメニュー画面上の各アイコンに表示された操作キーの番
号を示す数値は省略される）が表示される。
【００１７】
したがって、上記移動体電話機によれば、ショートカットメニュー画面に遷移させなくて
も待受け画面上で、ショートカットメニュー画面に登録されているアイコン（機能）を確
認することができ、待受け画面上で確認した上でショートカットメニュー画面に遷移させ
れば必ず希望のアイコン（機能）がショートカットメニュー画面上にあり、アイコンに表
示されている数値に対応する数字キーを押下すれば、希望する機能を能率的に起動させる
ことができる。また、ショートカットメニュー画面上には図１（ｂ）の中央部にあるよう
に、アイコンを選択するカーソル３３がアイコンに重ねて表示され、操作キー中の“△”
キー、“▽”キー、“左向き△”キー、“右向き△”キーを押下してカーソル３３を移動
させて希望のアイコンを選択し確定キーを押下すれば、希望する機能を起動させることが
できる。また、ショートカットメニュー画面に登録されているアイコンを待受け画面上に
表示させれば、ショートカットメニュー画面に登録されているアイコンを待受け画面の壁
紙として楽しむことができる。
【００１８】
なお、ショートカットメニュー画面上のアイコンを変更（画像変更、並び替え、削除など
、あらゆる変更を含む）したときは、同時に自動的に待受け画面上のアイコンも変更され
る。
【００１９】
また、図１（ａ）のアイコン３１ａの配置は、操作キー（数字キー）の配置と合わせてあ
るので、待受け画面で数字表示がなくなった場合でも、直感的にどのキーを押せば希望の
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機能を起動させることができるかが分かる。したがって、上記のようにしてショートカッ
トメニュー画面のアイコンを待受け画面上に表示させたときは、待受け画面で所望のアイ
コンに対応するキーを操作して、あるいは所望のアイコンを選択して、所望のアイコンに
対応する所望の機能を起動させるようにすることもできる。
【００２０】
また、本実施の形態では、特定の機能を表す図形をアイコンとしているが、図形に限定さ
れるものではない。
【００２１】
【発明の効果】
以上詳細に説明したように本発明の移動体電話機によれば、ショートカット機能の使い勝
手が向上する。
【図面の簡単な説明】
【図１】本発明の実施の形態における待受け画面およびショートカットメニュー画面を示
す図。
【図２】本発明による移動体電話機の実施の形態を示す回路ブロック図。
【図３】本発明の実施の形態におけるショートカット機能においての登録機能選択登録方
法を説明するための図。
【図４】本発明の実施の形態におけるショートカットメニュー画面を示す図。
【図５】本発明の実施の形態において、ショートカットメニュー画面上のアイコンを待受
け画面上に複写して表示させる方法を説明するための図。
【符号の説明】
２３　表示部
３１　アイコン
３１ａ　アイコン
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【 図 ３ 】

【 図 ４ 】

【 図 ５ 】
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