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(57)【要約】
【課題】　機能アイコンがマトリックス状にセルとして
配置されたメニュー画面を持つ移動通信機器において、
使用回数の多い機能アイコンをユーザが所望する配置に
並び替えることが出来るメニュー画面を実現することを
目的とする。
【解決手段】　機能アイコンがマトリックス状にセルと
して配置されたメニュー画面を持つ移動通信機器におい
て、機能アイコンの使用回数に応じて、メニュー画面の
セルに対して設定された機能アイコンを配置する優先順
位である優先度の順番にアイコンの並び替えを行い、ユ
ーザがより利用しやすいメニュー画面を表示する移動通
信機器を提供する。
【選択図】　図５
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　複数の機能アイコンがマトリックス状にセルとして配列されるメニュー画面を表示する
表示手段と、
　前記複数の機能アイコンを選択する選択カーソルを操作する入力手段と、
　前記マトリックス状のセルに前記複数の機能アイコンを配置するための優先順位を定め
た優先度が記憶される記憶手段と、
　前記入力手段の選択操作による使用回数が多い順に前記複数の機能アイコンを前記記憶
手段に設定された前記優先度が高いセル配置に並び替えて前記表示部に表示するように制
御する制御手段と、
を有することを特徴とする移動通信機器。
【請求項２】
　複数の機能アイコンがマトリックス状にセルとして配列されるメニュー画面を表示する
表示手段と、
　前記複数の機能アイコンを選択する選択カーソルを操作する入力手段と、
　前記マトリックス状のセルに対し同一の優先順位を複数設定可能なように前記複数の機
能アイコンを配置するための優先度が記憶される記憶手段と、
　前記記憶手段に設定された前記優先度に従い、前記入力手段の選択操作による使用回数
に基づき優先度が変更された少なくとも２つの機能アイコンについてのみ配置を並び替え
て前記表示部に表示するように制御する制御手段と、
を有することを特徴とする移動通信機器。
【請求項３】
　前記制御手段は、最も優先度の高いセルの位置を設定することにより、全てのセルに対
して前記優先度を自動設定することを特徴とする請求項１又は２に記載の移動通信機器。
【請求項４】
　前記制御手段は、前記メニュー画面において、前記最も優先度の高いセルから機能アイ
コンを選択するまでの選択カーソルの移動回数に応じて前記優先度を設定することを特徴
とする請求項３に記載の移動通信機器。
【請求項５】
　前記制御手段は、前記メニュー画面において、前記選択カーソルの初期位置から機能ア
イコンを選択するまでの移動回数に応じて前記優先度を設定することを特徴とする請求項
１又は２に記載の移動通信機器。
【請求項６】
　前記制御手段は、所定の時間ごとに前記機能アイコンの使用回数に応じた並び替えを実
行することを特徴とする請求項１又は２に記載の移動通信機器。
【請求項７】
　前記制御手段は、前記表示手段に前記メニュー画面以外の画面が表示されている間に、
前記機能アイコンの配置を並び替えることを特徴とする請求項１又は２に記載の移動通信
機器。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、マトリックス状のメニュー画面の表示を行う移動通信機器に関する。
【背景技術】
【０００２】
　携帯電話機やＰＤＡ等の移動通信機器においては、端末の設定や搭載されている機能を
複雑な操作を必要とせずに起動できるよう、各種の機能を機能アイコンとして一覧表示し
、その中から起動しようとする機能を選択することによって、当該機能を実行することが
できるメニュー画面表示が搭載されているものがある。
【０００３】
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　従来は、このメニュー画面の表示方法として、リスト状に縦１列にメニュー画面を構成
しており、リスト状の各機能の使用回数を記憶しているものがある。さらに、各機能の使
用回数に応じて、使用回数の多いものから順番に、リスト状のメニュー画面の上部に配置
を変更するという情報処理装置があった（例えば、特許文献１参照。）。
【特許文献１】特開２００２－１０１１８１号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　しかしながら、上記特許文献１に係る発明では、リスト状にメニュー画面が構成されて
いるものにしか適用することはできず、縦横に複数の機能アイコンが配列されているマト
リックス状に機能アイコンが配置されたメニュー画面に適用することは難しかった。また
、上記特許文献１に係る発明では、メニュー画面上部に使用頻度の高い機能を配置してい
るが、ユーザの利き腕や、その他の環境によりメニュー画面上部に使用頻度の高い機能を
配置することが常に利用しやすい状況とは、限らないという問題点があった。このため、
マトリックス状に縦横に複数の機能アイコンが配置されたメニュー画面においては、好み
の位置に機能アイコンの配置をするには、手動で配置を設定することが必要となり、ユー
ザにとって不便であるという問題があった。
【０００５】
　そこで、本発明は上記問題点を解決するためになされたもので、メニュー画面のマトリ
ックス状に配置されたセルに、機能アイコンを配置する優先順位を定めた優先度を設定し
、セルの優先度に応じ使用回数の多い機能アイコンを配置することにより、マトリックス
状のメニュー画面を有する移動通信機器において、ユーザの使用回数が多い機能アイコン
を簡単に好みの配置に並び替えることができる移動通信機器を提供することを目標とする
。
【課題を解決するための手段】
【０００６】
　上記目的を達成するために、本発明による移動通信機器は、　複数の機能アイコンがマ
トリックス状にセルとして配列されるメニュー画面を表示する表示手段と、前記複数の機
能アイコンを選択する選択カーソルを操作する入力手段と、前記マトリックス状のセルに
前記複数の機能アイコンを配置するための優先順位を定めた優先度が記憶される記憶手段
と、前記入力手段の選択操作による使用回数が多い順に前記複数の機能アイコンを前記記
憶手段に設定された前記優先度が高いセル配置に並び替えて前記表示部に表示するように
制御する制御手段とを有することを特徴とする。
【発明の効果】
【０００７】
　本発明によれば、マトリックス状のメニュー画面を表示する移動通信機器において、機
能アイコンの配置が、ユーザによる機能アイコンの使用回数とメニュー画面のセルの優先
度によってレイアウト変更されるため、機能アイコンを簡単にユーザの使用しやすい位置
に配置することが可能となる。
【発明を実施するための最良の形態】
【０００８】
　以下、本発明の実施例を、図面を参照して説明する。  
　図１は、本発明を適用した折りたたみ型の携帯電話機の外観を示す図である。上筐体１
０３と下筐体１０７は、それぞれ開状態、閉状態を示している。上筐体１０３と下筐体１
０７とは、ヒンジ部１０６によって開閉自在に連結されている。ただし、携帯電話機の形
状は、本実施例に示す折りたたみ型に限定されるものではない。
【０００９】
　上筐体１０３の内側には表示部１０５が設けられる。表示部１０５には、通常の電話番
号、電子メール、および本発明に係る携帯電話機が備える各種機能を起動させる複数の機
能アイコンを縦横に配列したマトリックス状のメニュー画面１０４が表示される。下筐体
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１０７の内部には無線送受信器、表示制御部、音声処理部、画像処理部、メモリ、ＣＰＵ
等が実装される印刷配線基板が設けられる。さらに下筐体１０７には各種のキーを有した
キーボード１０８が設けられている。
【００１０】
　上筐体１０３の外面には無線通信に用いられるアンテナ１０１や受話用のスピーカ１０
２が設置されている。下筐体１０７には、ユーザの音声入力や送話に用いられるマイク１
０９が設置されている。表示部１０５は、例えば液晶ディスプレイＬＣＤや有機ＥＬ等が
用いられる。キーボード１０８には、数字、文字、記号等を入力するデータキーの他に、
表示部１０５に表示される選択カーソルを移動させる移動キー１１５、電源キー等の機能
キー等が設けられている。
【００１１】
　図２は、この携帯電話機の内部構成を示すブロック図である。  
　携帯電話機は、基地局（図示せず）との間で無線通信を行うアンテナ１０１と、アンテ
ナ１０１が受信した信号を受けて制御部１１４へ送出及び、制御部１１４から受けた信号
をアンテナ１０１へ送出する無線処理部１１２と、受話用のスピーカ１０２と、ユーザが
音声を入力するマイク１０９と、マイク１０９によって入力された音声信号を受けて制御
部１１４へ送出し、またアンテナ１０１で受信した音声信号を無線処理部１１２、制御部
１１４を介してスピーカ１０２へ出力する音声処理部１１７とを有している。
【００１２】
　また、記憶部１１０は、少なくともメニュー画面１０４に表示される機能アイコンの使
用回数や、マトリックス状に配置されたメニュー画面のセルの優先度や、機能アイコンの
配置や、各機能アイコンが配置されているセルの優先度や、機能アイコンの配置を並び替
える時間、各種データフォルダ等を記憶する。時刻を計数して制御部１１４に出力する時
計部１１３と、キーボード１０８から入力された情報およびアンテナ１０１から受信した
情報を制御部１１４を介して受信して、表示部１０５へ送出する表示処理部１１１と、表
示処理部１１１から受けた情報を可視的に表示する表示部１０５とを有している。
【００１３】
　また、キーボード１０８から入力された情報を制御部１１４へ送出する入力処理部１１
６を有している。なお、制御部１１４は、少なくとも表示処理部１１１、時計部１１３、
入力処理部１１６、音声処理部１１７、無線処理部１１２、記憶部１１０とに接続され、
携帯電話全体の制御を司る。
【００１４】
　上記のように構成された表示部１０５と記憶部１１０、制御１１４による機能アイコン
の表示方法について説明する。本発明にあっては、複数の機能アイコンがマトリックス状
に配置されるもので、ユーザによる機能アイコンの使用回数と機能アイコンを配置するた
めのセルの優先度によって複数の機能アイコンがレイアウト変更されるため、使用回数の
多いアイコンがユーザの使用しやすい位置に配置することができるようになる。
【００１５】
　まず、本発明を適用した携帯電話機の表示部１０５に表示されるメニュー画面１０４は
、各種機能を起動させるための機能アイコンがマトリックス状に配置されている。例えば
、縦が４マス、横が３マスであり、合計１２マスであるとする。前記メニュー画面に表示
された機能アイコンは、移動キー１１５で操作を行いセルに沿って移動する選択カーソル
を操作して選択し、所望の機能を起動させるものである。記憶部１１０には、制御部１１
４の指示に従い機能アイコンが選択され、機能を起動させた使用回数を機能アイコン毎に
記憶する。さらに、記憶部１１０では、マトリックス状に配置されたセルの機能アイコン
を設置するための優先順位を示した優先度を記憶しており、制御部１１４は、使用回数と
メニュー画面のセルの優先度に応じて機能アイコンを配置する。
【００１６】
　例えば、一定期間、携帯電話機を使用すると、各機能アイコンの使用回数にばらつきが
生じ、最もよく使用する機能アイコンは使用回数が多くなり、ユーザ又は制御部１１４に
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よって設定された、優先度の最も高いセルに配置されるように並び替えられる。また、次
に使用回数の多い機能については、2番目に優先度の高いセルに配置するように並び替え
る。更に、次に使用回数の多い機能アイコンは、3番目に優先度が高いセルに配置するよ
うに並び替える。これにより、ユーザがよく使う機能アイコンを、ユーザが操作しやすい
セルに配置することができ、よりユーザが操作しやすいメニュー選択操作を行うことがで
きる。
【００１７】
　図３は、縦が４セル、横が３セルからなるメニュー画面のセルの優先度設定と各機能ア
イコンの配置４例を示す図である。図３（a）～（ｄ）において、下図で、４×３セルの
メニュー画面のそれぞれのセルの優先度を表し、上図にその優先度に従って配置される機
能アイコン(Ａ)～(Ｌ)を示している。
【００１８】
　ここでは、機能アイコンの一例としては、（Ａ）データフォルダ、（Ｂ）アラーム、（
Ｃ）電卓、（Ｄ）ムービー、（Ｅ）カレンダー、（Ｆ）機能、（Ｇ）電話帳（Ｈ）メモ帳
（Ｉ）プロフィール、（Ｊ）カメラ、（Ｋ）伝言、（Ｌ）履歴とする。また、上記機能ア
イコンの使用回数は、(Ａ)～(Ｌ)の順であると仮定している。
【００１９】
　例えば、図３（a）は、４×３のセルの中央上のセルを最優先セル位置とした場合の各
セルの優先度と機能アイコンの配置を示す。中央上の最優先である「優先度１」のセルに
は、使用回数の最も多い機能アイコン（Ａ）を表示する。次に、「優先度１」の中央上の
セルから１回の選択カーソル移動で選択することが出来る上下左右のセルグループを「優
先度２」に設定し、「優先度１」の中央上のセルから２回の選択カーソルの移動で選択す
ることが出来るセルグループを「優先度３」に設定し、「優先度１」の中央上のセルから
３回の選択カーソルの移動で選択することが出来るセルグループを「優先度４」と設定す
る。
【００２０】
　更に、「優先度２」のセルの中で「優先度１」の右セルを「優先度２－ａ」と設定し、
２番目に使用回数の多い機能アイコン（Ｂ）を表示する。また、「優先度１」の左セルを
「優先度２－ｂ」と設定し、３番目に使用回数の多い機能アイコン（Ｃ）を表示する。機
能アイコンの１つを選択するために、移動キー１１５を親指によってシフト操作すること
を考えると、右利きの使用者の場合、右シフト又は左シフトが次に操作しやすい位置であ
ることから、この２箇所を第２の優先セル位置とする。ここでは、「優先度１」の右セル
を「優先度２－ａ」と設定したが、左セルを「優先度２－ａ」に設定し、右セルを「優先
度２－ｂ」と設定してもよい。
【００２１】
　一方、「優先度１」の下セルを「優先度２－ｃ」と設定し、４番目に使用回数の多い機
能アイコン（Ｄ）を表示する。また、「優先度１」の上セルを「優先度２－ｄ」と設定し
、５番目に使用回数の多い機能アイコン（Ｅ）を表示する。右利きの使用者の場合、同じ
「優先度２」のセルグループでも、「下シフト又は上シフト」が「右シフト又は左シフト
」より操作し難い位置であることから、この２箇所の優先度を「優先度２-a、-b」に比べ
て低く設定する。ここでは、「優先度１」の下セルを「優先度２－ｃ」と設定したが、上
セルを「優先度２－ｃ」に設定し、下セルを「優先度２－ｄ」に設定しても良い。
【００２２】
　更に、「優先度３」のセルの中で「優先度２－c」の下セルを「優先度３－ａ」と設定
し、６番目に使用回数の多い機能アイコン（Ｆ）を表示する。また、「優先度２－a」の
下セル（「優先度２－c」の右セル）を「優先度３－ｂ」と設定し、７番目に使用回数の
多い機能アイコン（Ｇ）を表示する。
　更に、「優先度２－ｂ」の下セル（「優先度２－ｃ」の左セル）を「優先度３－ｃ」と
設定し、８番目に使用回数の多い機能アイコン（Ｈ）を表示する。また、「優先度２－a
」の上セル（「優先度２－ｄ」の右セル）を「優先度３－ｄ」と設定し、９番目に使用回
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数の多い機能アイコン（Ｉ）を表示する。
　更に、「優先度２―ｂ」の上セル（「優先度２－ｄ」の左セル）を「優先度３－e」と
設定し、１０番目に使用回数の多い機能アイコン（Ｊ）を表示する。また、「優先度３―
a」の右セル（「優先度３－ｂ」の下セル）を「優先度４－a」と設定し、１１番目に使用
回数の多い機能アイコン（Ｋ）を表示する。
　更に、「優先度３－a」の左セル（優先度３－ｃ）の下セル「優先度４－ｂ」と設定し
、１２番目に使用回数の多い機能アイコン（Ｌ）を表示する。
【００２３】
　右利きの使用者の場合、右シフト又は下シフトが左シフト又は上シフトより操作しやす
い位置であることから、上記設定としたが、「優先度３－b」と「優先度３－c」のセル位
置を入れ替えても良いし、「優先度３－d」と「優先度３－e」のセル位置を入れ替えても
良い。
【００２４】
　また、左利きの使用者に対応して、「優先度３－d」「優先度２－ａ」「優先度３－b」
「優先度４－a」の並びと「優先度３－e」「優先度２－b」「優先度３－c」「優先度４－
ｂ」の並びを入れ替えても良い。そして、これらの優先セル位置は、「右利き用」の設定
又は「左利き用」の設定として、使用者により選択できるようにすることが出来る。
【００２５】
　また、優先度を１２段階設けることにより、本図と同様の順位付けであっても、図３(b
)のように、全てに異なった優先度を設定することもできる。
【００２６】
　図３（c）は、４×３のセルの左上のセルを最も優先度の高い最優先セルと設定した場
合の各セルの優先度と各機能アイコンの配置を示すもので、特に右利きの使用者用として
設定されている。そして、左上の最優先セル位置「優先度１」には、使用回数の最も多い
機能アイコン（Ａ）を表示する。次に、「優先度１」から１回のカーソル操作で移動する
ことの出来る右と下のセルグループを「優先度２」に設定し、「優先度１」から２回のカ
ーソル操作で移動することの出来るセルグループを「優先度３」に設定する。「優先度１
」から３回のカーソル操作で移動することの出来るセルグループを「優先度４」に設定す
る。更に、「優先度１」から５回のカーソル操作で移動することの出来るセルグループを
「優先度５」に設定し、「優先度１」から６回のカーソル操作で移動することの出来るセ
ルグループ（この場合は１つのセル）を「優先度６」に設定する。
【００２７】
　更に、「優先度２」のセルの中で「優先度１」の右セルを「優先度２－ａ」と設定し、
２番目の使用回数の多い機能アイコン（Ｂ）を表示する。また、「優先度１」の下セルを
「優先度２－ｂ」と設定し、３番目に使用回数の多い機能アイコン（Ｃ）を表示する。こ
の「優先度２－ａ」と「優先度２－ｂ」を第２の優先セル位置とする。ここでは、「優先
度１」の右セルを「優先度２－ａ」と設定したが、下セルを「優先度２－ａ」に設定し、
右セルを「優先度２－ｂ」と設定してもよい。
【００２８】
　一方、「優先度２－ａ」の下セル（「優先度２－ｂ」の右セル）を「優先度３－ａ」と
設定し、４番目に使用回数の多い機能アイコン（Ｄ）を表示する。また、「優先度２－ａ
」の右セルを「優先度３－ｂ」と設定し、５番目に使用回数の多い機能アイコン（Ｅ）を
表示する。また、「優先度２－ｂ」の下セルを「優先度３－ｃ」と設定し、６番目に使用
回数の多い機能アイコン（Ｆ）を表示する。なお、「優先度３－ｂ」と「優先度３－ｃ」
のセル位置を入れ替えても良い。
【００２９】
　更に、「優先度４」のセルの中で「優先度３－a」の下セル（「優先度３－ｃ」の右セ
ル）を「優先度４－ａ」と設定し、７番目に使用回数の多い機能アイコン（Ｇ）を表示す
る。また、「優先度３－ａ」の右セルを「優先度４－ｂ」と設定し、８番目に使用回数の
多い機能アイコン（Ｈ）を表示する。また、「優先度３－ｃ」の下セルを「優先度４－ｃ
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」と設定し、９番目に使用回数の多い機能アイコン（Ｉ）を表示する。なお、「優先度３
－ｂ」と「優先度３－ｃ」のセル位置を入れ替えても良い。
【００３０】
　そして、「優先度４」のセルの中で「優先度４－ａ」の右セル（「優先度４－ｂ」の下
セル）を「優先度５－ａ」と設定し、１０番目に使用回数の多い機能アイコン（Ｊ）を表
示する。また、「優先度４－ａ」の下セル（「優先度４－ｃ」の右セル）を「優先度５－
ｂ」と設定し、１１番目に使用回数の多い機能アイコン（Ｋ）を表示する。なお、「優先
度５－ａ」と「優先度５－ｂ」のセル位置を入れ替えても良い。最後に、「優先度５－ａ
」の下セル（「優先度５－ｂ」の右セル）を「優先度６」と設定し、１２番目に使用回数
の多い機能アイコン（Ｌ）を表示する。
【００３１】
　図３（d）は、４×３のセルの中央上セルの左セルを最優先セル位置と設定した場合の
各優先セル位置と各機能アイコンの配置を示すものである。中央左上の最優先セル位置で
ある「優先度１」には、使用回数の最も多い機能アイコン（Ａ）を表示する。次に、「優
先度１」のセルから１回のカーソル操作で移動することの出来るセルグループを「優先度
２」に設定し、「優先度１」から２回のカーソル操作で移動することの出来るセルグルー
プを「優先度３」に設定する。また、「優先度１」から３回のカーソル操作で移動するこ
との出来るセルグループを「優先度４」に設定し、「優先度１」から５回のカーソル操作
で移動することの出来るセルグループ（ここでは１つ）を「優先度５」に設定する。「優
先度２」のセルグループ内の優先レベルは、「優先度１」の右セルを「優先度２－ａ」と
設定し、２番目に使用回数の多い機能アイコン（Ｂ）を表示する。また、「優先度１」の
下セルを「優先度２－ｂ」と設定し、３番目に使用回数の多い機能アイコン（Ｃ）を表示
する。また、「優先度１」の上セルを「優先度２－ｃ」と設定し、４番目に使用回数の多
い機能アイコン（Ｄ）を表示する。この「優先度２－ａ」と「優先度２－ｂ」と「優先度
２－c」を第２の優先セル位置とする。
【００３２】
　更に、「優先度３」のセルの中で「優先度２－ａ」の右セルを「優先度３－ａ」と設定
し、５番目に使用回数の多い機能アイコン（Ｅ）を表示する。また、「優先度２－a」の
下セル（「優先度２－b」の右セル）を「優先度３－ｂ」と設定し、６番目に使用回数の
多い機能アイコン（Ｆ）を表示する。また「優先度２－a」の上セル（「優先度２－ｃ」
の右セル）を「優先度３－ｃ」と設定し、７番目に使用回数の多い機能アイコン（Ｇ）を
表示する。そして、「優先度２－ｂ」の下セルを「優先度３－ｄ」と設定し、８番目に使
用回数の多い機能アイコン（Ｈ）を表示する。
【００３３】
　更に、「優先度４」のセルの中で「優先度３－ｂ」の下セルを「優先度４－a」と設定
し、９番目に使用回数の多い機能アイコン（Ｉ）を表示する。また、「優先度３－a」の
下セル（「優先度３－ｂ」の右セル）を「優先度４－ｂ」と設定し、１０番目に使用回数
の多い機能アイコン（Ｊ）を表示する。そして、「優先度３－a」の上セルを「優先度４
－ｃ」と設定し、１１番目に使用回数の多い機能アイコン（Ｋ）を表示する。
【００３４】
　更に、「優先度５」の右下セルには、１２番目に使用回数の多い機能アイコン（Ｌ）を
表示する。図３（ｄ）においても、ユーザの効き手やその他の状況に応じ、それぞれのセ
ルの優先度を変更することも出来る。
【００３５】
　図４は、マトリックス状の各セル位置の優先度を設定するフローチャートである。まず
、「モード設定」、「優先度の変更設定」、「固定位置の設定」のいずれかを選択する（
ステップＳ１００）。「モード設定」を選択した場合、自動並び替えモードに設定するか
否かを選択する。自動並び替えモードを設定しない場合は、自動並び替えモードを解除し
、処理を終了する。（ステップＳ１４０）自動並び替えモードについて設定を行うことを
選択した場合は、次に「中央上を最優先セル位置とする」、「全てに異なる優先度を設定



(8) JP 2009-181501 A 2009.8.13

10

20

30

40

50

する」「左上を最優先セル位置とする」、「中央左上を最優先セル位置とする」のいずれ
か１つを選択する（ステップＳ１２０）。これにより、メニュー画面の各セルに対して、
自動的に優先度が設定される（Ｓ１３０）。「中央を最優先セル位置とする」を選択した
場合、図３（ａ）の優先度が自動設定される。また、「全てに異なる優先度を設定する」
を選択した場合は、図３（ｂ）の優先度が自動設定される。また、「左上を最優先セル位
置とする」を選択した場合、図３（ｃ）の優先度が自動設定される。さらに、「中央左上
を最優先セル位置とする」を選択した場合、図３（ｄ）の優先度が自動設定される。
【００３６】
　一方、ステップＳ１００で「優先度変更」を選択した場合、優先度を入れ替えたい２箇
所のセル位置を入力して優先度の入れ替えを行い（ステップＳ１５０）、入れ替え処理を
継続する場合は、これを繰り返し実行し（ステップＳ１６０）、処理を終了する。これに
より、各セル位置について使用者が設定したい優先度に変更することができる。
【００３７】
　一方、ステップＳ１００で「固定位置の設定」を選択した場合、次に「設定」か「解除
」を選択する（ステップＳ１７０）。「設定」を選択した場合、固定したいセル位置と設
定したい機能アイコンを入力して処理を終了する（ステップＳ１８０）。一方、「解除」
を選択した場合、全ての固定位置に関する設定が解除され初期状態に戻る（ステップＳ１
９０）。これより、最優先セル位置等に使用者に希望する機能アイコンを固定設定するこ
とができる。なお、「固定位置の設定」が行われた場合、制御部１０４は、固定された特
定の機能アイコンを除く他の機能アイコンの優先度配置、並び替え処理を行うことになる
。
【００３８】
　図５は、各機能アイコン（Ａ）～（Ｌ）の使用回数とメニュー画面のセルの優先度を対
応させた機能アイコンの並び替えの一例を示す図である。このメニュー画面においては、
図３（ａ）に示した中央のセルを最優先セル位置とした優先度の設定を用い。制御部１１
４による、機能アイコンの使用回数とセルの優先度に応じた機能アイコンの並び替えの方
法を説明する。なお、以下に示す記憶テーブルは、記憶部１１０の領域に設けられている
ものである。
【００３９】
　例えば、記憶テーブル４０１のように、記憶部１１０に、機能アイコン（Ａ）～（Ｌ）
の使用回数がそれぞれ５～１２０と記憶されており、図３（ａ）に示した優先セル位置に
従ってメニュー画面４０２に示す配置にて、アイコン表示を行う。
【００４０】
　メニュー画面４０２の配置にて、各機能アイコンが使用者によって選択される度に、対
応する機能アイコンの使用回数が更新（カウントアップ）され、所定期間使用した後に、
それぞれの機能アイコンについて、記憶テーブル４０３に示すように記憶テーブルが変化
したとする。この場合、制御部１１４によってメニュー画面４０４のように機能アイコン
の並び替えが実行される。つまり、記憶テーブル４０１の機能アイコンＢ、Ｃ、Ｅ、Ｇの
使用回数が変更されたことによって、機能アイコンＢの配置されるセルの優先度は、「優
先度２－a」から「優先度２－ｂ」の位置に変更され、それに伴い機能アイコンＣが「優
先度２－ｂ」から「優先度２－a」の位置に変更される。また、機能アイコンＥは「優先
度２―ｄ」から「優先度３－ｂ」へ変更され、それに伴い機能アイコンＧは「優先度３－
ｂ」から「優先度２－ｄ」へ変更される。この時、使用回数が変更されても、優先度に変
更がなかった機能アイコンB、Cは位置を変更せず、優先度がそれぞれ「優先度３」と「優
先度２」に変更された機能アイコンＥ、Ｇは位置の並び替えが行われる。この場合、優先
度が変更されたアイコンのみを並び替えるのではなく、図３(b)に示した優先セルの配置
をメニュー画面に設定することによって、機能アイコンの使用回数に従って、使用回数の
順位が変更されたもの全てを並び替えることも可能である。
【００４１】
　図６は、本実施形態に係るメニュー画面１０４の制御を示すフローチャートである。
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　移動通信機器の図示しない主電源がＯｎにされると、動作開始状態となる（Ｓ５０１）
。制御部１１４は、記憶部１１０を参照し、機能アイコンの並び替えを制御部１１４によ
って行うモードである自動調整モードのＯｎ、Ｏｆｆを判断する（ステップＳ５０２）。
ＯＦＦの場合は、自動調整モードの状態を継続して判断する。Ｏｎの場合は、時計部１１
３のタイマーを初期化し、記憶部１１０に保存される各機能アイコン（Ａ）～（Ｌ）の使
用回数（機能カウンタ）を初期化する。そしてタイマーと、各機能アイコン（Ａ）～（Ｌ
）の使用回数のカウントを開始するように制御する（ステップＳ５０３）。
【００４２】
　ここで、制御部１１４は、使用者によりキーボード１０８が操作され、メニュー画面１
０４に表示される機能アイコンに対応する機能が選択され、起動されたか否かを常時監視
している（ステップＳ５０４）。
【００４３】
　いずれかの機能アイコンに対応する機能が選択起動されると、記憶部１１０（図４のテ
ーブル４０１）に記憶されている当該機能アイコンの使用回数をカウントアップする（ス
テップＳ５０５）、その後、タイマーによる所定時間の経過を判断する（ステップＳ５０
６）。
【００４４】
　所定時間が経過されていない場合は、再びステップＳ５０４に戻り、機能アイコンが起
動される度にステップＳ５０５の処理を所定時間が経過するまで繰り返し実行する。
【００４５】
　そして、制御部１１４は、所定時間が経過した場合は、表示部１０５にメニュー画面１
０４が表示している状態であるか否かを判断し（ステップＳ５０７）、メニュー画面１０
４が表示されている場合には、メニュー画面１０４を記憶テーブルに従って並び替えず、
他の画面表示に移行されるまで、待機する。
【００４６】
　メニュー画面以外の画面を表示していると判断した場合、制御部１１４は、記憶部１１
０に記憶された記憶テーブル（図５の４０３）を参照して機能アイコンの並び替えを行う
。即ち、機能アイコンの使用回数が多いものから順番に高い優先度のセルに割り当て、機
能アイコンの並びを変更する（ステップＳ５０８）。ステップＳ５０８の並び替え実行後
、タイマーをリセットして(ステップＳ５０９)、ステップＳ５０４に戻る。なお、本実施
例においては、主電源がOffにされると、随時動作終了状態となる。（図示せず）
　また、それぞれの機能アイコンにあらかじめ優先順位を設定しておくことによって、使
用回数が同一の機能アイコンの優先順位付けを行うことが出来る。更に、機能アイコンが
実際に使用された時間（使用時間）を、時計部によって測定し、同一の使用回数の機能ア
イコンがあった場合には、使用時間の長い機能アイコンの優先順位を高く設定するという
ことも可能である。
【００４７】
　本発明によれば、複数の機能アイコンがマトリックス状に配置される移動通信機におい
て、ユーザによる使用回数とメニュー画面のセルに設定された優先度によって複数の機能
アイコンがレイアウト変更されるため、使用回数の多いアイコンがユーザの使用しやすい
位置に簡単に配置することができ、各種の機能を選択する操作をユーザにとって便利なも
のとすることが出来る。更に、本実施例の構成においては、機能アイコンを並び替える時
に、優先度が変更されたもののみを並び替えるとしたことにより、機能アイコンの並び替
えが行われる頻度が幾分落ち、ユーザにとって、機能アイコンの位置が認識しやすくする
ことができる。
【００４８】
　なお、本発明は発明の要旨を逸脱しない範囲において、各実施例を適宜変更あるいは組
み合わせることができる。また、複数の機能アイコンの配置を４×３のマトリックス状の
ものに限定されることなく、３×３や５×３等、他の形状のものにも適用することができ
る。
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【図面の簡単な説明】
【００４９】
【図１】本発明を適用した実施例の携帯電話機の外観図。
【図２】本発明を適用した実施例の携帯電話機の内部構造を示すブロック図。
【図３】実施例の機能アイコンの配置例とセルの優先度の設定例を示す図。
【図４】実施例のセルの優先度設定フローチャート。
【図５】実施例のメニュー画面の機能アイコンの並び替えの遷移図。
【図６】実施例のメニュー画面の制御を示すフローチャート。
【符号の説明】
【００５０】
１０１　アンテナ
１０２　スピーカ
１０３　上筐体
１０４　メニュー画面
１０５　表示部
１０６　ヒンジ部
１０７　下筐体
１０８　キーボード
１０９　マイク
１１０　記憶部
１１１　表示処理部
１１２　無線処理部
１１３　時計部
１１４　制御部
１１５　移動キー
１１６　入力処理部
１１７　音声処理部
４０１　記憶テーブル
４０２　メニュー画面
４０３　記憶テーブル
４０４　メニュー画面



(11) JP 2009-181501 A 2009.8.13

【図１】 【図２】

【図３】 【図４】



(12) JP 2009-181501 A 2009.8.13

【図５】 【図６】


	biblio-graphic-data
	abstract
	claims
	description
	drawings

