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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　登録情報を呼び出して使用する携帯電話であって、
　携帯電話のダイヤルキーのうちの数字キーのそれぞれと当該数字キーの数字、複数の一
字仮名文字および／または複数の一字アルファベットとの間に割当関係が設定されており
、
　登録情報に関連するキーワードを前記割当関係に従って数値化した数値データと前記登
録情報とを予め関連付けたデータベースを記憶する記憶手段と、
　前記ダイヤルキーを介して入力された数字列を所定の登録情報の呼び出し要求として受
け付ける受付手段と、
　前記データベースを検索して前記数字列を含む数値データに関連付けられた登録情報を
抽出する抽出手段と、
　前記抽出手段によって抽出された登録情報を表示する表示手段と、
　新規の登録情報の登録を受け付けるときに、当該登録情報に関連するキーワードを前記
割当関係に従って数値化した数値データと当該登録情報とを関連づけて前記データベース
に登録する登録手段と、
　待ち受け画面から前記数字列が入力されて所定のダイヤルキーが押下されたときに、当
該数字列を指定した所定の登録情報の呼び出し要求を前記受付手段に行う呼び出し要求手
段と、
を備えることを特徴とする携帯電話。
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【請求項２】
　請求項１記載の携帯電話において、
　前記受付手段は、前記数字列が入力されて所定の機能キーが押下されたときに、前記登
録情報の種別を表示してその選択を受け付け、前記数字列を選択された種別の登録情報の
呼び出し要求として受け付けることを特徴とする携帯電話。
【請求項３】
　請求項１または請求項２に記載の携帯電話において、
　前記登録情報は電子メールのメールアドレスであることを特徴とする携帯電話。
【請求項４】
　請求項１または請求項２に記載の携帯電話において、
　前記登録情報は電話番号であることを特徴とする携帯電話。
【請求項５】
　請求項１または請求項２に記載の携帯電話において、
　前記登録情報はショートメッセージサービスの宛先としての電話番号であることを特徴
とする携帯電話。
【請求項６】
　請求項１または請求項２に記載の携帯電話において、
　前記登録情報は携帯電話に登録された機能であることを特徴とする携帯電話。
【請求項７】
　請求項１または請求項２に記載の携帯電話において、
　前記登録情報はお気に入りサイトのアドレスであることを特徴とする携帯電話。
【請求項８】
　請求項１から請求項７のいずれかに記載の携帯電話において、
　前記呼び出し要求手段は、前記待ち受け画面から前記数字列の一部が入力されている段
階にて、当該一部を前記割当関係に従って文字化した文字列を含むキーワードを前記デー
タベースを検索することによって抽出して前記待ち受け画面にキーワード候補として表示
してその選択を受け付け、選択されたキーワードに対応する前記所定の登録情報の呼び出
し要求を前記受付手段に行うことを特徴とする携帯電話。

【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、電子メールのメールアドレスや電話番号等の登録情報を記憶し、それを適宜
呼び出して使用する携帯情報端末、特に携帯電話に関する。
【背景技術】
【０００２】
　周知のように、近年急速に普及している携帯電話は単なる移動電話機としての機能の他
に移動情報端末としての機能をも兼ね備えている。すなわち、携帯電話からインターネッ
トに接続することが可能であり、携帯電話を使用した電子メール送受信も広く普及してい
る（例えば、特許文献１参照）。また、携帯電話自体も高機能化しており、ユーザの好み
に合わせて種々の設定を行うことが可能となっている。
【０００３】
　従来、例えば、携帯電話から電子メールを送信する際には、アドレス帳に登録されてい
る多数の電子メールアドレスから所望のものを選択して電子メールの宛先とすることが一
般的であった。電子メールの宛先指定に際しては、ユーザがダイヤルキーから所定の操作
を行ってアドレス帳を開き、その表示リストの中からダイヤルキーを介して選択するとい
う方式が広く採用されている。また、携帯電話の機能設定を行う際にも、ユーザがダイヤ
ルキーから所定の操作を行ってメニュー画面を辿り、メニューの中から必要な項目を選択
して設定操作を行うという方式が普及している。
【０００４】
【特許文献１】特開２００１－２５７７１１号公報
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【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
　以上のように、携帯電話においては登録情報（登録されているメールアドレスや機能）
を呼び出して選択するという操作が非常に多い。しかしながら、携帯電話に配置できるダ
イヤルキーの数はサイズの制約により高々２０個前後に限られており、ユーザはそれら２
０個前後のキーを操作して様々な登録情報の選択や設定を行うこととなる。従って、携帯
電話の操作性はキーボードやマウスを備えるパーソナルコンピュータ等に比較して各段に
劣るものとなり、むしろ携帯電話の機能が高機能化するほど登録情報を呼び出す操作性が
煩雑なものとならざるを得ないという問題があった。
【０００６】
　本発明は、上記課題に鑑みてなされたものであり、登録情報を容易に呼び出すことがで
きる携帯電話を提供することを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【０００７】
　上記課題を解決するため、請求項１の発明は、登録情報を呼び出して使用する携帯電話
において、携帯電話のダイヤルキーのうちの数字キーのそれぞれと当該数字キーの数字、
複数の一字仮名文字および／または複数の一字アルファベットとの間に割当関係が設定さ
れており、登録情報に関連するキーワードを前記割当関係に従って数値化した数値データ
と前記登録情報とを予め関連付けたデータベースを記憶する記憶手段と、前記ダイヤルキ
ーを介して入力された数字列を所定の登録情報の呼び出し要求として受け付ける受付手段
と、前記データベースを検索して前記数字列を含む数値データに関連付けられた登録情報
を抽出する抽出手段と、前記抽出手段によって抽出された登録情報を表示する表示手段と
、新規の登録情報の登録を受け付けるときに、当該登録情報に関連するキーワードを前記
割当関係に従って数値化した数値データと当該登録情報とを関連づけて前記データベース
に登録する登録手段と、待ち受け画面から前記数字列が入力されて所定のダイヤルキーが
押下されたときに、当該数字列を指定した所定の登録情報の呼び出し要求を前記受付手段
に行う呼び出し要求手段と、を備える。
【００１１】
　また、請求項２の発明は、前記受付手段に、前記数字列が入力されて所定の機能キーが
押下されたときに、前記登録情報の種別を表示してその選択を受け付け、前記数字列を選
択された種別の登録情報の呼び出し要求として受け付けさせる。
【００１２】
　また、請求項３の発明は、請求項１または請求項２の発明に係る携帯電話において、前
記登録情報を電子メールのメールアドレスとしている。
【００１３】
　また、請求項４の発明は、請求項１または請求項２の発明に係る携帯電話において、前
記登録情報を電話番号としている。
【００１４】
　また、請求項５の発明は、請求項１または請求項２の発明に係る携帯電話において、前
記登録情報をショートメッセージサービスの宛先としての電話番号としている。
【００１５】
　また、請求項６の発明は、請求項１または請求項２の発明に係る携帯電話において、前
記登録情報を携帯電話に登録された機能としている。
【００１６】
　また、請求項７の発明は、請求項１または請求項２の発明に係る携帯電話において、前
記登録情報をお気に入りサイトのアドレスとしている。
【００１８】
　また、請求項８の発明は、請求項１から請求項７のいずれかの発明に係る携帯電話にお
いて、前記呼び出し要求手段に、前記待ち受け画面から前記数字列の一部が入力されてい
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る段階にて、当該一部を前記割当関係に従って文字化した文字列を含むキーワードを前記
データベースを検索することによって抽出して前記待ち受け画面にキーワード候補として
表示してその選択を受け付け、選択されたキーワードに対応する前記所定の登録情報の呼
び出し要求を前記受付手段に行わせる。
【発明の効果】
【００２０】
　請求項１の発明によれば、携帯電話の数字キーのそれぞれと当該数字キーの数字、複数
の一字仮名文字および／または複数の一字アルファベットとの間に設定された割当関係に
従って登録情報に関連するキーワードを数値化した数値データと該登録情報とを予め関連
付けたデータベースを検索して、携帯電話から入力された数字列に対応する登録情報を抽
出しているため、ユーザが希望する登録情報に関連するキーワードを該割当関係に従って
数値化した比較的短い数字列を入力するだけで、希望する登録情報を容易に呼び出すこと
ができる。また、新規の登録情報の登録を受け付けるときに、当該登録情報に関連するキ
ーワードを割当関係に従って数値化した数値データと当該登録情報とを関連づけてデータ
ベースに登録するため、キーワードを数値化した数値データと該登録情報とを関連付けが
確実に行われる。さらに、待ち受け画面から数字列が入力されて所定のダイヤルキーが押
下されたときに、当該数字列を指定した所定の登録情報の呼び出し要求を受付手段に行っ
ているため、ユーザが待ち受け画面から数字列を入力して所定のダイヤルキーを押下する
だけで希望する登録情報を容易に呼び出すことができる。
【００２４】
　また、請求項２の発明によれば、数字列が入力されて所定の機能キーが押下されたとき
に、登録情報の種別を表示してその選択を受け付け、数字列を選択された種別の登録情報
の呼び出し要求として受け付けているため、キーワードを割当関係に従って数値化した比
較的短い数字列を入力して登録情報の種別を選択するだけで、希望する登録情報を容易に
呼び出すことができる。
【００２５】
　また、請求項３の発明によれば、登録情報を電子メールのメールアドレスとしているた
め、ユーザが希望するメールアドレスに関連するキーワードを該割当関係に従って数値化
した比較的短い数字列を入力するだけで、希望するメールアドレスを容易に呼び出すこと
ができる。
【００２６】
　また、請求項４の発明によれば、登録情報を電話番号としているため、ユーザが希望す
る電話番号に関連するキーワードを該割当関係に従って数値化した比較的短い数字列を入
力するだけで、希望する電話番号を容易に呼び出すことができる。
【００２７】
　また、請求項５の発明によれば、登録情報をショートメッセージサービスの宛先として
の電話番号としているため、ユーザが希望するショートメッセージサービスの宛先電話番
号に関連するキーワードを該割当関係に従って数値化した比較的短い数字列を入力するだ
けで、希望する宛先電話番号を容易に呼び出すことができる。
【００２８】
　また、請求項６の発明によれば、登録情報を携帯電話に登録された機能としているため
、ユーザが希望する機能に関連するキーワードを該割当関係に従って数値化した比較的短
い数字列を入力するだけで、希望する機能を容易に呼び出すことができる。
【００２９】
　また、請求項７の発明によれば、登録情報をお気に入りサイトのアドレスとしているた
め、ユーザが希望するお気に入りサイトに関連するキーワードを該割当関係に従って数値
化した比較的短い数字列を入力するだけで、希望するお気に入りサイトのアドレスを容易
に呼び出すことができる。
【００３１】
　また、請求項８の発明によれば、待ち受け画面から数字列の一部が入力されている段階
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にて、当該一部を割当関係に従って文字化した文字列を含むキーワードをデータベースを
検索することによって抽出して待ち受け画面にキーワード候補として表示してその選択を
受け付け、選択されたキーワードに対応する所定の登録情報の呼び出し要求を受付手段に
行っているため、ユーザが待ち受け画面から数字列を途中まで入力した段階で表示された
キーワード候補を選択するだけで希望する登録情報を容易に呼び出すことができる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００３３】
　以下、図面を参照しつつ本発明の実施の形態について詳細に説明する。
【００３４】
　　＜１．第１実施形態＞
　図１は、本発明に係る携帯電話の機能的構成を示すブロック図である。携帯電話１は、
ディスプレイ１０、ダイヤルキー２０、処理部３０、記憶部４０および通信部５０を備え
る。ディスプレイ１０は、液晶ディスプレイであり、種々の情報やコンテンツを表示する
。ダイヤルキー２０は、ユーザが携帯電話１に対して操作を行うための入力キーである。
ダイヤルキー２０は、数字キーと機能キーとによって構成される。処理部３０は、演算処
理を行うＣＰＵを用いて構成されており、所定のプログラムに従って種々の処理を実行す
る。
【００３５】
　記憶部４０は、データを格納するメモリを用いて構成されている。この記憶部４０には
後述するデータベース４５が格納される。通信部５０は、通信回路を用いて構成されてお
り、基地局との通信を行う。ディスプレイ１０、ダイヤルキー２０、処理部３０および記
憶部４０は、処理部３０の制御下にて所定の動作を行う。なお、携帯電話１には、上記以
外にもアンテナ、マイク、スピーカ、電池、ＣＣＤ等が設けられている。
【００３６】
　図２は、携帯電話１における動作手順を示すフローチャートである。また、図３は、図
２の処理手順の進行に連動した携帯電話１のディスプレイ１０の表示推移を示す図である
ここでは、ユーザが携帯電話１を使用して電子メールを送信する際に送信先のメールアド
レスを呼び出す手順を例として説明する。
【００３７】
　まず、ユーザは、携帯電話１のダイヤルキー２０を介して登録情報（ここの例では電子
メールの送信先アドレス）に関連するキーワードを数値化した数字列を入力する（ステッ
プＳ１）。本実施形態では、ユーザは携帯電話１の待ち受け画面状態から直接数字列を入
力する。ここで、電子メール送信先アドレスのキーワードを数値化した数字列とは、当該
送信先アドレスのキーワードを以下のような規則に沿って数値化したものである。
【００３８】
　すなわち、まず、ほとんどの携帯電話ではダイヤルキー２０が数字キー（いわゆるテン
キー）と機能キー（例えば、”＊”キーや”＃”キー）とで構成されている。図４は、典
型的な携帯電話１のダイヤルキー配置を例示した図である。本実施形態の携帯電話１では
ダイヤルキー２０が１０個の数字キー２２と”＊”キー、”＃”キーおよびＥメールキー
２４を含む機能キー２３とで構成されている。これらのうち数字キー２２のそれぞれには
その数字だけでなく仮名文字および／またはアルファベットが表記されている。これは、
周知の通り、限られた数のキーしか配置できない携帯電話１において文字入力を可能にす
るためのものである。通常、例えば「く」という文字を入力するときには、携帯電話１を
文字入力モードに切り替えて”２”キーを３回押下する。
【００３９】
　本実施形態では、１０個の数字キー２２のそれぞれと当該数字キーの数字、複数の一字
仮名文字および／または複数の一字アルファベットとの間に図５のような割当関係を設定
している。具体的には、１０個の数字キー２２のそれぞれに当該数字キーに表記された数
字、表記された仮名文字の行に属する仮名文字の一字および表記されたアルファベットの
一字を割り当てている。例えば、数字キー２２のうちの”７”キーには数字「７」と、平
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仮名「ま」と、アルファベット「ＰＱＲＳ」とが表記されている。この”７”キーには、
数字「７」と、ま行に属する仮名文字「ま、み、む、め、も」と、アルファベット「Ｐ、
Ｑ、Ｒ、Ｓ」とを割り当てている。なお、仮名文字には平仮名および片仮名の双方が含ま
れる。また、表記された仮名文字の行に属する仮名文字には濁音および半濁音も含まれる
。よって、”６”キーには、は行に属する仮名文字として「は、ひ、ふ、へ、ほ」の他に
濁音「ば、び、ぶ、べ、ぼ」および半濁音「ぱ、ぴ、ぷ、ぺ、ぽ」が割り当てられている
。さらに、促音（「っ」）や拗音（「ゃ、ゅ、ょ」）の仮名は通常音の仮名と同じとみな
す。つまり、促音仮名「っ」は”４”キーに割り当てられている。さらに、”０”キーに
は、数字「０」と仮名文字「わ、を、ん」の他に長音「ー」およびハイフン「－」が割り
当てられている。
【００４０】
　ユーザは、携帯電話１の待ち受け画面において、希望する電子メール送信先アドレスの
キーワードを図５に示す上記割当関係に従って数値化した数字列をダイヤルキー２０から
入力する。例えば、「山田太郎」にメール送信を希望するユーザは、キーワード「ヤマダ
」を上記割当関係に従って数値化した「８７４」を入力する。また、「鈴木花子」にメー
ル送信を希望するユーザは、キーワード「スズキ」を数値化した「３３２」を入力する。
なお、キーワードとしてのフルネームを上記割当関係に従って数値化した数字列、例えば
「ヤマダタロウ」を数値化した「８７４４９１」を入力するようにしても良い。
【００４１】
　次に、ステップＳ２に進み、携帯電話１の待ち受け画面から数字列を直接入力したユー
ザは、所定の機能キー、例えばＥメールキー２４を押下する（図４参照）。待ち受け画面
から数字列が入力され、かつＥメールキー２４が押下されたときには、処理部３０が当該
数字列を検索キーとしたメールアドレスの呼び出し要求であると判断する。そして、処理
部３０は、当該数字列を検索キーとして記憶部４０内に保持されたデータベース４５を検
索して当該数字列を含む数値データに関連付けられた登録情報（ここではメールアドレス
）を抽出する（ステップＳ３）。本実施形態における数値データとは電子メールの送信先
アドレスに関連するキーワードを図５の割当関係に従って数値化したものである。具体的
には、記憶部４０内に保持されているデータベース４５には電子メールの送信先の氏名を
図５の割当関係に従って数値化した数値データと当該送信先のメールアドレスとが関連づ
けられて格納されているのである。
【００４２】
　図６は、データベース４５の一例を示す図である。このデータベース４５はいわゆるア
ドレス帳のデータベースとなるものである。同図に示すデータベース４５においては、送
信先ごとに氏名および数値データとメールアドレスとが対応付けられている。ここでの数
値データは登録情報に関連するキーワードである氏名を図５の割当関係に従って数値化し
たものである。例えば、送信先の一つである「山田太郎」については、氏名「山田太郎」
、それを図５の割当関係に従って数値化した数値データ「８７４４９１」、山田太郎のメ
ールアドレスである「yamataro@abc.co.jp」が相互に関連づけられている。また、別の送
信先である「鈴木花子」については、氏名「鈴木花子」、それを図５の割当関係に従って
数値化した数値データ「３３２６５２」、鈴木花子のメールアドレスである「suzuhana@a
bc.co.jp」が相互に関連づけられている。
【００４３】
　なお、データベース４５の作成は、ユーザがメールアドレスの新規登録を行うときに、
処理部３０が自動的に氏名から上記割当関係に従って数値データを作成し、該氏名、数値
データ、メールアドレスとを相互に関連付けてデータベース４５に登録するようにして行
われる。すなわち、新規の登録情報（ここの例ではメールアドレス）を受け付けるときに
、処理部３０が当該登録情報に関連するキーワード（ここの例では氏名）を図５の割当関
係に従って数値化した数値データと当該登録情報とを関連づけてデータベース４５に登録
するのである。
【００４４】
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　処理部３０は、待ち受け画面から数字列が入力され、かつＥメールキー２４が押下され
たときに、図６の如きデータベース４５を検索して当該数字列を含む数値データに関連付
けられたメールアドレスを抽出する。例えば、ユーザがキーワードとして「スズキ」を入
力、つまり待ち受け画面から数字列「３３２」を入力してＥメールキー２４を押下した場
合には、処理部３０がデータベース４５の数値データフィールドを検索して「３３２」を
含む数値データに関連付けられたメールアドレスを抽出する。この場合、図６の例では、
「３３２」を含む数値データに関連付けられた「鈴木花子」、「佐々木一郎」のそれぞれ
のメールアドレスが抽出されることとなる。これらのメールアドレスはユーザが希望する
宛先の候補である。
【００４５】
　なお、データベース４５から所定の数字列を含む数値データを検索する際に、本実施形
態では部分一致の検索を行っているが、完全一致の検索を行うようにしても良い。完全一
致の検索を行う場合には、ユーザが待ち受け画面から数字列「３３２６５２」を入力して
Ｅメールキー２４を押下すると、該数字列に完全一致する数値データに関連付けられた「
鈴木花子」のメールアドレスのみが抽出されることとなる。部分一致の検索を行うか完全
一致の検索を行うかは、処理部３０の検索演算内容として予め決定しておいても良いし、
設定により適宜変更できるようにしても良い。
【００４６】
　数字列を検索キーとした登録情報抽出が完了すると、ステップＳ４に進み、処理部３０
がディスプレイ１０にその抽出した登録情報を表示する。例えば、上記のように、ユーザ
が待ち受け画面から数字列「３３２」を入力してＥメールキー２４を押下した場合には、
「鈴木花子」、「佐々木一郎」のそれぞれのメールアドレスが抽出され、それぞれの氏名
またはメールアドレスがメール送信先の候補としてディスプレイ１０に表示される（図３
参照）。続いて、ステップＳ５に進み、表示された送信先候補を見たユーザが希望する登
録情報を選択して送信先として決定する。その結果、送信先のメールアドレスが選定され
て呼び出されることとなる。
【００４７】
　以上のようにすれば、ユーザは、携帯電話１の待ち受け画面から送信先アドレスに関連
するキーワードを図５の割当関係に従って数値化した数字列を入力し、Ｅメールキー２４
を押下するだけでアドレス帳から希望する宛先の検索を行うことができ、それら候補の中
から送信先アドレスを選択することによって容易に電子メールの宛先指定を行うことがで
きる。
【００４８】
　従来においては、ユーザが電子メールを送信する際には、一旦所定の操作によってアド
レス帳を開き、そこに登録されている多数のメールアドレスの中から選択するという手法
が一般的であったが、本実施形態のようにすれば、ユーザはあたかも電話番号を入力する
ような気軽な感覚で数字列を入力して簡単に送信先の検索を行うことができる。しかも、
図５に示したような割当関係は既に一般的な携帯電話の数字キーに表記された仮名文字や
アルファベットに対応したものとなっており、ユーザにとっても大きな違和感なくキーワ
ードを数値化した数字列を入力することができる。
【００４９】
　　＜２．第２実施形態＞
　次に、本発明の第２実施形態について説明する。第１実施形態においては、登録情報に
関連するキーワードを図５の割当関係に従って数値化した数値データを予めデータベース
４５に登録するとともに、待ち受け画面から入力された数字列を直接の検索キーとしてデ
ータベース４５の検索を行って送信先の候補を抽出するようにしていたが、第２実施形態
では、待ち受け画面から入力された数字列から推測される文字列を検索キーとして一般的
なアドレス帳のデータベースの検索を行って送信先候補の抽出を行うようにしている。
【００５０】
　図７は、第２実施形態の動作手順を示すフローチャートである。第１実施形態と同じく



(8) JP 4932167 B2 2012.5.16

10

20

30

40

50

、ユーザは、携帯電話１のダイヤルキー２０を介して電子メールの送信先アドレスのキー
ワードを数値化した数字列を入力し（ステップＳ１１）、所定の機能キー、例えばＥメー
ルキー２４を押下する（ステップＳ１２）。このときにユーザは、携帯電話１の待ち受け
画面において、希望する電子メール送信先アドレスのキーワードを図５に示す割当関係に
従って数値化した数字列を入力する。
【００５１】
　待ち受け画面から数字列が入力され、かつＥメールキー２４が押下されたときには、処
理部３０が当該数字列を検索キーとしたメールアドレスの呼び出し要求であると判断する
。そして、処理部３０は、当該数字列を図５の割当関係に従って文字化した文字列を推測
する（ステップＳ１３）。処理部３０は、図５の割当関係に従って数字列を文字列に変換
する推測エンジンおよび変換候補の単語を抽出するための辞書を備えている。
【００５２】
　図５から明らかなように、１つの数字に対しては複数の文字が割り当てられている。従
って、文字列から図５の割当関係に従って数字列に変換する場合には一義的に変換できる
のに対して、数字列から文字列に変換する場合には複数の候補があり得る。例えば、文字
列「スズキ」を図５の割当関係に従って数字列に変換する場合には「３３２」に一義的に
変換されるのであるが、数字列「３３２」を該割当関係に従って文字列に変換する場合に
は「スズキ」、「ササキ」等の複数の候補があり得る。このような変換可能候補は予め処
理部３０の辞書に登録されている。そして、待ち受け画面から数字列が入力され、かつＥ
メールキー２４が押下されたときには、処理部３０が図５の割当関係に従って該数字列を
文字化し、それら文字化したもののうち辞書登録されている文字列を抽出することによっ
て推測を行う。このときに複数の文字列が抽出される可能性もある。一般的には、数字列
の字数が短いほど抽出される文字列の候補数が増える可能性が高い。
【００５３】
　続いて、処理部３０が上記推測された文字列を検索キーとして記憶部４０内に保持され
たデータベース４５を検索して当該文字列を含むキーワードに関連付けられた登録情報（
ここではメールアドレス）を抽出する（ステップＳ１４）。第２実施形態のデータベース
４５は、少なくとも登録情報に関連するキーワードと登録情報とを関連付けたものであれ
ば良く、第１実施形態と同じ図６のようなものであっても良いし、従来の通常のアドレス
帳のデータベースの如きものであっても良い。
【００５４】
　ユーザがキーワードとして例えば「スズキ」を入力、つまり待ち受け画面から数字列「
３３２」を入力してＥメールキー２４を押下した場合には、処理部３０が数字列「３３２
」から文字列「スズキ」を推測し、データベース４５の氏名フィールドを検索して「スズ
キ」を含むキーワードに関連付けられたメールアドレスを抽出する。なお、このときに、
その文字列と完全一致の情報のみをヒットとするか、部分一致の情報をもヒットとするか
は、処理部３０の検索演算内容として予め決定しておいても良いし、設定により適宜変更
できるようにしても良い。また、数字列「３３２」からは文字列「ササキ」も推測される
ため、「ササキ」を含むキーワードに関連付けられたメールアドレスも同時に抽出される
。その結果、第１実施形態と同様に、「鈴木花子」、「佐々木一郎」のそれぞれのメール
アドレスが抽出されることとなる。
【００５５】
　以降の処理は第１実施形態と概ね同じである。すなわち、文字列を検索キーとした登録
情報抽出が完了すると、ステップＳ１５に進み、処理部３０がディスプレイ１０にその抽
出した登録情報を表示する。続いて、ステップＳ１６に進み、表示された送信先候補を見
たユーザが希望する登録情報を選択して送信先として決定する。その結果、送信先のメー
ルアドレスが選定されて呼び出されることとなる。
【００５６】
　以上のようにしても、第１実施形態と同じく、ユーザは携帯電話１の待ち受け画面から
送信先アドレスに関連するキーワードを図５の割当関係に従って数値化した数字列を入力
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し、Ｅメールキー２４を押下するだけでアドレス帳から希望する宛先の検索を行うことが
でき、それら候補の中から送信先アドレスを選択することによって容易に電子メールの宛
先指定を行うことができる。
【００５７】
　　＜３．第３実施形態＞
　次に、本発明の第３実施形態について説明する。上記第１および第２実施形態において
は、キーワードを数値化した数字列をユーザが完全に入力してから所定の機能キーを押下
するようにしていたが、第３実施形態では、キーワードを数値化した数字列をユーザが一
文字入力するごとにキーワードの候補が絞り込まれ、最終的にキーワードが確定した時点
で所定の機能キーを押下するようにしている。
【００５８】
　図８は、第３実施形態の処理手順の進行に連動した携帯電話１のディスプレイ１０の表
示推移を示す図である。第１および第２実施形態と同じく、ユーザは、携帯電話１のダイ
ヤルキー２０を介して宛先電話番号のキーワードを数値化した数字列を順次入力する。こ
のときにユーザは、携帯電話１の待ち受け画面において、希望する宛先電話番号のキーワ
ードを図５に示す割当関係に従って数値化した数字列を順次入力する。例えば、「鈴木花
子」に電話をしようとするユーザは、その電話番号に関連するキーワード「スズキハナコ
」を図５の割当関係に従って数値化した数字列「３３２６５２」を順番に入力する。
【００５９】
　そして、処理部３０は、待ち受け画面から数字が一文字入力されるごとに、それまでに
入力された数字列（つまりユーザが待ち受け画面から入力する予定の数字列の一部）から
キーワード候補を絞り込んでディスプレイ１０に表示する。具体的には、当該数字列の一
部を検索キーとして処理部３０がデータベース４５の数値データフィールドを前方一致検
索することによって、当該数字列の一部を図５に示す割当関係に従って文字化した文字列
を含むキーワードを抽出して表示する。また、第２実施形態のように、処理部３０が当該
数字列の一部から推測される文字列を検索キーとしてデータベースの前方一致検索を行っ
てキーワードを抽出して表示するようにしても良い。なお、第３実施形態においては、登
録情報として電話番号を呼び出す場合を例としており、図６のデータベース４５にはメー
ルアドレスに代えて、若しくは追加して電話番号が登録されている。
【００６０】
　このようにすれば、図８に示すように、例えばユーザが「スズキハナコ」を図５の割当
関係に従って数値化した数字列「３３２６５２」を順番に入力するときに、その数字列の
一部「３３」が入力されている段階において、「３３」を上記割当関係に従って文字化し
た文字列を含むキーワード「笹井信二」、「鈴木花子」、「佐々木一郎」等がキーワード
候補として抽出されてディスプレイ１０に表示される。さらに、ユーザが一文字入力して
上記数字列の一部「３３２」が入力されている段階においては、「３３２」を上記割当関
係に従って文字化した文字列を含むキーワード「鈴木花子」、「佐々木一郎」がキーワー
ド候補として抽出されてディスプレイ１０に表示される。
【００６１】
　さらに、ユーザが文字入力を進め、上記数字列の一部「３３２６」が入力された段階に
おいては、「３３２６」を上記割当関係に従って文字化した文字列を含むキーワード「鈴
木花子」のみがキーワード候補として抽出されてディスプレイ１０に表示される。つまり
、数字列の文字入力を進めることによって、「笹井信二」、「佐々木一郎」等がキーワー
ド候補から外れ、最終的に一つにキーワードが絞り込まれたのである。
【００６２】
　キーワードが一つに絞り込まれた時点で、ユーザが所定の機能キー、例えば電話キーを
押下すると、処理部３０がそのキーワードに対応付けられた電話番号に発呼する。これに
より、ユーザは希望する電話番号に発信することができる。
【００６３】
　以上のようにすれば、ユーザは電話番号に関連するキーワードを数値化した数字列を全
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て入力しなくても、その入力途中段階でキーワードが絞り込まれるため、より利便性が向
上する。なお、数字列のうちの最初の一文字だけが入力された時点では、キーワード候補
が非常に多く抽出されることとなるため、二文字以上が入力された時点で第３実施形態の
処理を行うことが好ましい。また、必ずしもキーワード候補が一つに絞り込まれるまで数
字列を入力し続ける必要はなく、ある程度の数にキーワード候補が絞り込まれた時点でそ
れらのうちからユーザが選択できるようにしても良い。
【００６４】
　　＜４．変形例＞
　以上、本発明の実施の形態について説明したが、この発明は上記の例に限定されるもの
ではない。例えば、上記各実施形態においては、携帯電話１の待ち受け画面から送信先ア
ドレスに関連するキーワードを図５の割当関係に従って数値化した数字列を直接入力する
ようにしていたが、一旦メール作成画面を開き、その宛先指定欄において送信先アドレス
に関連するキーワードを上記割当関係に従って数値化した数字列を入力し所定の機能キー
を押下するようにしても良い。このときに処理部３０が実行する処理内容は上記実施形態
と同じである。
【００６５】
　また、数字キーと文字との割当関係は必ずしも図５の対応に限定されるものではなく、
任意に設定することができる。但し、利用者の利便性を考慮すれば、既に一般的な携帯電
話の数字キーに表記された仮名文字やアルファベットに対応した図５の割当関係を採用す
ることが好ましい。
【００６６】
　また、上記第２実施形態において、処理部３０によって推測された文字列の候補を一旦
ディスプレイ１０に表示し、それを見たユーザが候補の中から適当なキーワードを選択し
、処理部３０がその選択されたキーワードを検索キーとしてデータベース４５を検索する
ようにしても良い。このようにすれば、処理部３０が抽出するメールアドレスをユーザが
希望するものだけに絞り込むことができる。
【００６７】
　また、上記第１および第２実施形態においては、登録情報を電子メールの送信先メール
アドレスとしていたが、これに限定されるものではなく、登録情報としては以下のような
種々のバリエーションがある。まず、第３実施形態の如く、登録情報は携帯電話１内に登
録されている電話番号であってもよい。この場合、ユーザが電話番号に関連するキーワー
ド（例えば氏名）を図５の割当関係に従って数値化した数字列を入力し、所定の機能キー
（例えばアドレス帳キー）を押下すると、処理部３０が上記実施形態と同様の検索処理を
行って接続先候補の電話番号を抽出してディスプレイ１０に表示する。逆に、第３実施形
態において、登録情報を電子メールの送信先メールアドレスとしても良いことは勿論であ
る。
【００６８】
　また、登録情報としては携帯電話１内に登録されているショートメッセージサービス（
ＳＭＳ）の宛先としての電話番号であってもよい。周知のようにショートメッセージサー
ビスの宛先は通常電番号を使用している。従って、ユーザがショートメッセージサービス
の宛先電話番号に関連するキーワード（例えば氏名）を図５の割当関係に従って数値化し
た数字列を入力し、所定の機能キーを押下すると、処理部３０が上記実施形態と同様の検
索処理を行って送信先候補の宛先電話番号を抽出してディスプレイ１０に表示する。
【００６９】
　また、登録情報としては携帯電話１内に登録されている種々の機能であってもよい。こ
のような機能としては、例えば、日付設定、待ち受け画面設定、着信メロディ設定、留守
電設定、マナーモード設定等種々のものがある。ユーザが上記機能に関連するキーワード
（例えば留守電）を図５の割当関係に従って数値化した数字列を入力し、所定の機能キー
（例えばメニューキー）を押下すると、処理部３０が上記実施形態と同様の検索処理を行
って該当機能の候補を抽出し、ディスプレイ１０に表示する。ユーザが表示された機能の
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うちから希望するものを選択することにより、携帯電話１において当該機能が実行される
。
【００７０】
　また、登録情報としては携帯電話１内に登録されているお気に入りサイトのアドレス（
ＵＲＬ）であってもよい。この場合、ユーザがお気に入りサイトに関連するキーワードを
図５の割当関係に従って数値化した数字列を入力し、所定の機能キー（例えばインターネ
ット接続キー）を押下すると、処理部３０が上記実施形態と同様の検索処理を行ってお気
に入りに登録されている接続先サイトの候補を抽出してディスプレイ１０に表示する。ユ
ーザが表示された候補のうちから希望するサイトを選択することにより、携帯電話１が当
該サイトに接続される。
【００７１】
　さらに、上記各実施形態においては、キーワードを数値化した数字列をユーザが入力し
てから登録情報の種別に応じた機能キー（例えば、Ｅメールキー２４やアドレス帳キー）
を押下するようにしていたが、ユーザが数字列を入力した後に所定の機能キーを押下した
ことに応答して処理部３０が登録情報の種別メニューをディスプレイ１０に表示するよう
にしても良い。図９は、登録情報の種別メニューを表示するときの携帯電話１のディスプ
レイ１０の表示推移を示す図である。まず、ユーザが携帯電話１のダイヤルキー２０を介
して登録情報のキーワードを数値化した数字列を入力し、機能キー２３のうちの所定のキ
ーを押下すると、それに応答して処理部３０が登録情報の種別メニューをディスプレイ１
０に表示する。ユーザはメニュー表示された登録情報の種別のうちから希望するものを選
択する。その後は、第１実施形態において所定の機能キーが押下されたときと同様の処理
が実行される。例えば、”Ｅメールアドレス”が選択されたときは、数字列が入力されて
からＥメールキー２４が押下されたとのと同様の処理が実行される。このように、登録情
報の種別をメニュー形式で表示して選択できるようにすれば、登録情報の種別数と同数の
機能キーを設置する必要が無くなるため、機能キー２３の数を削減して携帯電話１の構成
を簡素化することができる。
【００７２】
　また、上記実施形態においては、携帯電話１の登録情報を呼び出す例について説明した
が、これに限定されるものではなく、少なくとも数字キーを備えた携帯情報端末（例えば
、携帯型音楽ファイル再生機器）であれば上述した本発明を適用することが可能である。
【図面の簡単な説明】
【００７３】
【図１】本発明に係る携帯電話の構成を示すブロック図である。
【図２】図１の携帯電話における動作手順を示すフローチャートである。
【図３】図２の処理手順の進行に連動した携帯電話のディスプレイの表示推移を示す図で
ある。
【図４】典型的な携帯電話のダイヤルキー配置を例示した図である。
【図５】数字キーと文字との割当関係を示す図である。
【図６】データベースの一例を示す図である。
【図７】第２実施形態の動作手順を示すフローチャートである。
【図８】第３実施形態の処理手順の進行に連動した携帯電話のディスプレイの表示推移を
示す図である。
【図９】登録情報の種別メニューを表示するときの携帯電話のディスプレイの表示推移を
示す図である。
【符号の説明】
【００７４】
　１　携帯電話
　１０　ディスプレイ
　２０　ダイヤルキー
　２２　数字キー
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　２３　機能キー
　３０　処理部
　４０　記憶部
　４５　データベース

【図１】 【図２】
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【図３】 【図４】

【図５】 【図６】

【図７】
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【図８】 【図９】
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