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(57)【要約】　　　（修正有）
【課題】キーボード等を装備しないモバイル機器等の情
報処理装置の携帯性を犠牲にすることなく操作性を改善
することができる文字入力支援システムを提供する。
【解決手段】携帯端末１とモバイル機器２とを備えてお
り、携帯端末１は、外部からのキー操作によりキー操作
情報を入力する入力装置１１と、入力装置１１により入
力されたキー操作情報に基づいて、外部に設けられたモ
バイル機器２のためのイベント情報を生成する情報処理
部１３と、情報処理部１３により生成されたイベント情
報をモバイル機器２に対して無線通信により送信する無
線通信装置１４とを有し、モバイル機器２は、無線通信
装置１４から無線通信により送信されたイベント情報を
受信する無線通信装置２１と、無線通信装置２１におい
て受信したイベント情報の画面表示を行う表示部２３と
を有する。
【選択図】図１
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　外部からのキー操作によりキー操作情報を入力する入力部と、
　前記入力部により入力されたキー操作情報に基づいて、外部に設けられた所定の情報処
理装置のためのイベント情報を生成する入力情報処理部と、
　前記入力情報処理部により生成されたイベント情報を前記情報処理装置に対して無線通
信により送信する第１無線通信部とを備え、
　前記入力情報処理部は、前記入力部により入力されたキー操作情報に基づいて、前記第
１無線通信部による前記イベント情報の送信タイミングを制御することを特徴とする携帯
情報端末。
【請求項２】
　前記入力部により入力されたキー操作情報に対応する表示を行う表示部を備えることを
特徴とする請求項１記載の携帯情報端末。
【請求項３】
　前記入力情報処理部は、前記入力部により入力されたキー操作情報が文字列である場合
に予測変換を行うことを特徴とする請求項１又は請求項２記載の携帯情報端末。
【請求項４】
　請求項１乃至請求項３のいずれか１項記載の携帯情報端末から無線通信により送信され
たイベント情報を受信する第２無線通信部と、
　前記第２無線通信部において受信したイベント情報を画面表示制御のための制御情報に
変換する入力変換部と、
　前記入力変換部により出力された制御情報に対応した画面表示を行う第２表示部と、
を備えることを特徴とする情報処理装置。
【請求項５】
　携帯情報端末と情報処理装置を備える文字入力支援システムであって、
　前記携帯情報端末は、
　外部からのキー操作によりキー操作情報を入力する入力部と、
　前記入力部により入力されたキー操作情報に基づいて、外部に設けられた前記情報処理
装置のためのイベント情報を生成する入力情報処理部と、
　前記入力情報処理部により生成されたイベント情報を前記情報処理装置に対して無線通
信により送信する第１無線通信部とを有し、
　前記情報処理装置は、
　前記携帯情報端末内部の前記第１無線通信部から無線通信により送信されたイベント情
報を受信する第２無線通信部と、
　前記第２無線通信部において受信したイベント情報を画面表示制御のための制御情報に
変換する入力変換部と、
　前記入力変換部により出力された制御情報に対応した画面表示を行う第２表示部とを有
することを特徴とする文字入力支援システム。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、キーボード等を装備しないモバイル機器等の情報処理装置の操作性を改善す
る文字入力支援システム及び当該システムに使用する携帯情報端末並びに情報処理装置に
関する。
【背景技術】
【０００２】
　近年、電子機器の小型化・軽量化が進み、携帯性やウェアラブル（身体に装着可能）と
いった機能を重視したパーソナルコンピュータあるいはＰＤＡ（Ｐｅｒｓｏｎａｌ　Ｄｉ
ｇｉｔａｌ　Ａｓｓｉｓｔａｎｔ）等のモバイル機器が多く普及しつつある。屋内で使用
される通常のパーソナルコンピュータは、入力デバイスとしてキーボードを採用するのが
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一般的であるが、ある程度のサイズを必要とし、持ち運びに不向きであるため、上述した
モバイル機器には採用されない場合が多い。小型化したキーボードを採用するモバイル機
器も存在するが、単純に小型化したキーボードは、キーが押しづらく使用が困難になり、
またハードウェアとしてのコストがかかるといった問題点も有する。
【０００３】
　したがって、ＰＤＡに代表される最近のモバイル機器は、文字入力デバイスとしてのキ
ーボードに代わる入力デバイスとして、タッチパネルによる手書き入力や画面にキーボー
ドを表示してマウスで画面上のキーをクリックすることで文字入力等を行うソフトウェア
キーボード等を採用する場合が多い。
【０００４】
　特許文献１には、表示画面上でのポインティング操作のみにより高速に文字の入力を行
うことができ、キーボードを使用せずに文字の入力が可能であるとともに、意図する語句
の漢字がわからない場合においても入力を容易とする情報機器が記載されている。この情
報機器は、操作入力部の操作に基づいて文書作成を行う文書作成機能を有しており、登録
語を格納する格納手段と、操作入力部の操作に基づいて登録語に含まれる候補文字列の優
先順位を決定するとともに該優先順位により入力する文字の候補を表示する候補文字表示
手段と、候補のカテゴリを指定するカテゴリ指定手段とを備えることにより実現される。
さらに、当該情報機器内の候補文字表示手段は、指定されたカテゴリに応じた優先順位で
表示する機能を有する。
【０００５】
　したがって、特許文献１記載の情報機器によれば、文字列辞書内に格納されている全文
字列の中から文字列をその抽出優先順位と抽出閾値との大小関係に基づいて候補文字列と
して抽出し、操作入力部での操作により発生した閾値変更指令信号に基づいて文字列の抽
出閾値を連続的に変更するので、操作入力部での操作により、文字列辞書から抽出される
候補文字列の数を連続的に変更することができる。また、操作入力部材としてマウスやタ
ブレットなどを用いた２次元の表示画面上で指定位置の座標を変化させる等の操作により
、初期時点で一覧表示されている候補文字列のリストが表示画面上をシフトして、目的と
する候補文字列が表示画面上に現れるまで、一覧表示される候補文字列の内容が連続的に
変化することとなるので、動的に変化する候補文字列の一覧表示リストの中から、適切な
ものを、操作入力部の選択操作により選択することにより、ポインティング操作のみで高
速に文字列としての語，文節，あるいは文を逐次入力することができる。この場合、キー
ボードによる文字の入力とは異なり、入力操作における言語依存性はなく、また日本語に
おける漢字や英語等におけるスペルが分からない場合でも文を正しく入力することができ
る。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００６】
【特許文献１】特開２００８－１２３５５３号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００７】
　しかしながら、タッチパネルによる手書き入力やソフトウェアキーボードによる入力は
、キーボードに比して操作性が損なわれてしまい、短文を入力する際には特に問題無いが
、長文を短時間で入力する際には操作が煩雑であり不向きである。特許文献１に記載され
た情報機器を使用した場合においても、ポインティング操作による煩雑な操作性は改善さ
れておらず、また必ずしも意図する語句が候補文字列の一覧表示リストに存在するとは限
らないので、手軽に短時間で様々な長文を入力するのは困難である。
【０００８】
　モバイル機器の中には専用の外部接続のキーボードを使用可能なものも存在する。この
ようなモバイル機器は、例えば屋内において使用する際にはキーボードを接続して文字入
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力を行い、屋外で使用する際にはタッチパネルによる手書き入力やソフトウェアキーボー
ドによる入力を行うといった使い方が可能である。しかしながら、屋外においてキーボー
ドによる操作を望む場合には、ユーザは、結局キーボードを持ち歩くこととなるため、携
帯性及び操作性を両立する上で問題となる。
【０００９】
　本発明は上述した従来技術の問題点を解決するもので、キーボード等を装備しないモバ
イル機器等の情報処理装置の携帯性を犠牲にすることなく操作性を改善することができる
文字入力支援システム及び当該システムに使用する携帯情報端末並びに情報処理装置を提
供することを課題とする。
【課題を解決するための手段】
【００１０】
　本発明に係る携帯情報端末は、上記課題を解決するために、外部からのキー操作により
キー操作情報を入力する入力部と、前記入力部により入力されたキー操作情報に基づいて
、外部に設けられた所定の情報処理装置のためのイベント情報を生成する入力情報処理部
と、前記入力情報処理部により生成されたイベント情報を前記情報処理装置に対して無線
通信により送信する第１無線通信部とを備え、前記入力情報処理部は、前記入力部により
入力されたキー操作情報に基づいて、前記第１無線通信部による前記イベント情報の送信
タイミングを制御することを特徴とする。
【００１１】
　本発明に係る情報処理装置は、上記課題を解決するために、請求項１乃至請求項３のい
ずれか１項記載の携帯情報端末から無線通信により送信されたイベント情報を受信する第
２無線通信部と、前記第２無線通信部において受信したイベント情報を画面表示制御のた
めの制御情報に変換する入力変換部と、前記入力変換部により出力された制御情報に対応
した画面表示を行う第２表示部とを備えることを特徴とする。
【００１２】
　本発明に係る文字入力支援システムは、上記課題を解決するために、携帯情報端末と情
報処理装置とを備えており、前記携帯情報端末は、外部からのキー操作によりキー操作情
報を入力する入力部と、前記入力部により入力されたキー操作情報に基づいて、外部に設
けられた前記情報処理装置のためのイベント情報を生成する入力情報処理部と、前記入力
情報処理部により生成されたイベント情報を前記情報処理装置に対して無線通信により送
信する第１無線通信部とを有し、前記情報処理装置は、前記携帯情報端末内部の前記第１
無線通信部から無線通信により送信されたイベント情報を受信する第２無線通信部と、前
記第２無線通信部において受信したイベント情報を画面表示制御のための制御情報に変換
する入力変換部と、前記入力変換部により出力された制御情報に対応した画面表示を行う
第２表示部とを有することを特徴とする。
【発明の効果】
【００１３】
　本発明によれば、キーボード等を装備しないモバイル機器等の情報処理装置の携帯性を
犠牲にすることなく操作性を改善することができる。
【図面の簡単な説明】
【００１４】
【図１】本発明の実施例１の形態の文字入力支援システムの構成を示すブロック図である
。
【図２】本発明の実施例１の形態の文字入力支援システムによる無線通信イメージを示す
図である。
【図３】本発明の実施例１の形態の文字入力支援システムにおける携帯情報端末の動作を
示すフローチャート図である。
【図４】本発明の実施例１の形態の文字入力支援システムにおける情報処理装置（モバイ
ル機器）の動作を示すフローチャート図である。
【図５】本発明の実施例１の形態の文字入力支援システムによる動作イメージを示す図で
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ある。
【図６】本発明の実施例１の形態の文字入力支援システムによる動作イメージの別例を示
す図である。
【発明を実施するための形態】
【００１５】
　以下、本発明の携帯情報端末、情報処理装置、及び文字入力支援システムの実施の形態
について図面を参照して詳細に説明する。
【実施例１】
【００１６】
　図１は、本発明の実施例１の文字入力支援システムの構成を示すブロック図である。図
１を参照して、文字入力支援システムの構成を説明する。本実施例の文字入力支援システ
ムは、図１に示すように、携帯端末１とモバイル機器２とからなるシステムである。
【００１７】
　まず、携帯端末１の構成について説明する。携帯端末１は、本発明の携帯情報端末に対
応し、入力装置１１、表示部１２、情報処理部１３、及び無線通信装置１４から構成され
る。この携帯端末１は、例えばスマートフォンや携帯電話等のデバイスである。
【００１８】
　入力装置１１は、本発明の入力部に対応し、外部からのキー操作によりキー操作情報を
入力する。具体的には、入力装置１１は、携帯端末１に装備された入力操作を行うための
デバイスであり、例えば携帯電話表面に設けられたテンキー等が該当する。
【００１９】
　情報処理部１３は、本発明の入力情報処理部に対応し、入力装置１１により入力された
情報に基づいて、外部に設けられた所定の情報処理装置（本実施例におけるモバイル機器
２）のためのイベント情報を生成するとともに、入力装置１１により入力されたキー操作
情報に基づいて、無線通信装置１４によるイベント情報の送信タイミングを制御する。ま
た、情報処理部１３は、無線通信装置１４において無線通信を行うために、イベント情報
を通信方式に応じた適切な電気信号に変換する役割も担う。具体的には、情報処理部１３
は、携帯端末１上で動作する本発明を実施するためのソフトウェアを備えたＣＰＵが該当
する。
【００２０】
　表示部１２は、入力装置１１により入力されたキー操作情報を情報処理部１３を経由し
て受け取り、当該キー操作情報に対応する表示を行う。具体的には、携帯電話に通常装備
されているディスプレイが該当し、ユーザは、ディスプレイ（表示部１２）を見ることに
より、テンキー等の入力装置１１を操作して入力した内容を確認することができる。
【００２１】
　なお、情報処理部１３は、入力装置１１により入力されたキー操作情報が文字列である
場合に、予測変換を行って表示部１２に表示させるとしてもよい。ここで、予測変換とは
、多くの携帯電話で採用されている手法であり、ユーザの入力した文字に対してユーザが
入力しようとしている語句を予測してそれを選択候補として出力する検索手法である。
【００２２】
　無線通信装置１４は、本発明の第１無線通信部に対応し、情報処理部１３により生成さ
れたイベント情報をモバイル機器２に対して無線通信により送信する。この無線通信装置
１４は、具体的な例として無線ＬＡＮやＢｌｕｅｔｏｏｔｈ等が挙げられる。
【００２３】
　次に、モバイル機器２の構成について説明する。モバイル機器２は、本発明の情報処理
装置に対応し、無線通信装置２１、入力変換部２２、及び表示部２３から構成される。こ
のモバイル機器２は、例えばキーボードを装備しないＰＣ（パーソナルコンピュータ）や
ＰＤＡ等の情報機器であり、本発明の文字入力支援システムにおいてキーボード等の操作
を必要とする側のデバイスである。
【００２４】
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　なお、図１に示すモバイル機器２内の構成には示していないが、モバイル機器２は、タ
ッチパネル等の入力装置も備えており、例えユーザがたまたま携帯端末１を所持していな
い場合であっても、タッチパネル等の当該入力装置を用いることにより単体で文字入力が
可能である。しかしながら、本発明の文字入力支援システムにおいては、モバイル機器２
に備えられた入力装置を使用せずに携帯端末１を使用して文字入力等を行うため、図１の
記載は、モバイル機器２内の入力装置を省略したものとなっている。
【００２５】
　無線通信装置２１は、本発明の第２無線通信部に対応し、携帯端末１から無線通信によ
り送信されたイベント情報を受信する。この無線通信装置２１は、具体的な例として無線
ＬＡＮやＢｌｕｅｔｏｏｔｈ等が挙げられ、当然のことながら携帯端末１内の無線通信装
置１４に対応した無線通信規格を使用する必要がある。
【００２６】
　入力変換部２２は、無線通信装置２１において受信したイベント情報を画面表示のため
の制御情報に変換する。具体的には、入力変換部２２は、無線通信装置１４経由で受信し
たイベント情報を解析し、ＯＳ（オペレーティングシステム）にイベントとして渡すため
の部分である。ここで、イベントとは、ユーザのキー操作に基づいてモバイル機器２で発
生させる動作を意味し、例えば、文字入力はもちろんカーソルキーやタブキー等によるカ
ーソルの移動やエスケープボタンやページアップ／ページダウンボタン等によるモバイル
機器２のＯＳ上で動作するアプリケーション上の動作が挙げられる。
【００２７】
　表示部２３は、本発明の第２表示部に対応し、入力変換部２２により出力された制御情
報に対応した画面表示を行う。具体的には、キーボードを装備しないＰＣやＰＤＡ等のモ
バイル機器２に通常装備されているディスプレイが該当する。ユーザは、ディスプレイ（
表示部２３）を見ることにより、携帯端末１で入力した情報が正しくモバイル機器２に送
信されたか否かを確認することができる。　
　次に、上述のように構成された本実施の形態の作用を説明する。図２は、本発明の実施
例１の文字入力支援システムによる無線通信イメージを示す図である。図２に示すように
、ユーザは、携帯端末１とモバイル機器２とを携帯し、必要に応じて携帯端末１に文字や
情報を入力することにより、モバイル機器２に対して当該文字や情報を無線通信で送信す
ることができる。
【００２８】
　携帯端末１は、例えば上述した本発明の構成を備えた携帯電話である。普段から携帯電
話を持ち歩いているユーザは、あらためてモバイル機器２に対する文字入力専用の携帯端
末１を持つ必要は無く、本発明の構成を備えた携帯電話を携帯していればよい。近年にお
いて、世の多くの人々が携帯電話を所有し携帯していることから、ユーザは、自己の携帯
電話を様々なモバイル機器２に対する入力端末として使用できることとなり、本発明は利
便性・携帯性において非常に優れたものといえる。
【００２９】
　モバイル機器２は、上述したようにキーボードを装備しないＰＣやＰＤＡ等が例として
挙げられる。基本的に、ユーザは、モバイル機器２を携帯するものとするが、必ずしも携
帯が必須条件ではない。１例として、ユーザは、離れた位置にあるモバイル機器２に対し
て、自己が携帯する携帯端末１で無線通信により情報を入力することが考えられる。
【００３０】
　また、モバイル機器２は、１つとは限らない。例えば、ユーザは、複数のモバイル機器
２を所有している状況が考えられる。この場合、ユーザは、携帯端末１を利用して、無線
通信可能なモバイル機器２を探索し、複数ある場合には携帯端末１を操作することにより
送信先として希望するモバイル機器２を選択し、情報送信を行うといった利用方法も考え
られる。
【００３１】
　本実施例においては、ユーザは、携帯端末１とモバイル機器２とをいずれも携帯してい
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るものとし、モバイル機器２の数は１つであるとして説明する。また、便宜上、携帯端末
１を「クライアント側」とし、モバイル機器２を「サーバー側」とする。
【００３２】
　図３は、本実施例の文字入力支援システムにおける携帯端末１の動作を示すフローチャ
ート図である。なお、ユーザは、携帯端末１における本発明を動作させるためのプログラ
ムを起動したものとする。
【００３３】
　最初に、携帯端末１内の情報処理部１３は、ユーザによるプログラムの終了操作がされ
たかを判断する（ステップＳ１０１）。ユーザは、プログラムを終了させたい場合には、
携帯端末１の表面にあるキー（入力装置１１）を操作することにより、プログラムを終了
させる。ユーザによりプログラムを終了する旨のキー操作情報が入力された場合には、情
報処理部１３は、プログラムを終了させる（ステップＳ１０９）。
【００３４】
　次に、情報処理部１３は、ユーザにより送信操作がされたか否かを判断する（ステップ
Ｓ１０３）。ユーザによる送信操作がされる前においては、ユーザは、入力装置１１にお
けるキー操作により、表示部１２に表示された内容を確認しながら自由に文字列の編集等
を行うことができる。また、ユーザによる送信操作がされない限り、情報処理部１３は、
ステップＳ１０１に戻り、プログラムの終了操作（ステップＳ１０１）及び送信操作（ス
テップＳ１０３）の有無を監視し続ける。
【００３５】
　ユーザが文字列を編集する際に、情報処理部１３は、当該文字列に対して予測変換を行
い、表示部１２に表示させる。上述したように、予測変換は、多くの携帯電話が既に採用
している手法であるため、本発明の携帯情報端末（携帯端末１）は、もともと多くの携帯
電話が有している予測変換等の機能を利用して、迅速且つ簡便にモバイル機器２に対して
文字入力を行うことができるという利点を有している。
【００３６】
　文字列の編集等が終了して情報の送信を希望する際に、ユーザは、入力装置１１のキー
を使用して送信操作を行う。１例として、ユーザは、表示部１２に表示された「送信」ボ
タン等をカーソルで選択して押すことにより送信操作を行う。ユーザにより送信する旨の
キー操作情報が入力装置１１から入力されると、情報処理部１３は、入力装置１１により
入力されたキー操作情報に基づいて、外部に設けられた所定のモバイル機器２のためのイ
ベント情報を生成する（ステップＳ１０５）。このイベント情報は、ユーザにより編集さ
れた文字列の他、カーソルキー、タブ、エスケープ等のキーを押すことにより発生するイ
ベント情報を含む。
【００３７】
　情報処理部１３は、ユーザによる送信操作が行われてはじめてイベント情報を生成して
無線通信装置１４に出力するため、「入力装置１１により入力されたキー操作情報に基づ
いて、無線通信装置１４によるイベント情報の送信タイミングを制御する」といえる。
【００３８】
　無線通信装置１４は、情報処理部１３により生成されたイベント情報をサーバー側（モ
バイル機器２）に対して無線通信により送信する（ステップＳ１０７）。送信が終了した
後はステップＳ１０１に戻り、本発明の携帯端末１は、ユーザによるプログラムの終了操
作がされるまで上述した一連の動作を続ける。
【００３９】
　次に、モバイル機器２の動作について説明する。図４は、本実施例の文字入力支援シス
テムにおけるモバイル機器２の動作を示すフローチャート図である。なお、ユーザは、モ
バイル機器２における本発明を動作させるためのプログラムを起動したものとする。
【００４０】
　最初に、モバイル機器２内の入力変換部２２は、ユーザによるプログラムの終了操作が
されたかを判断する（ステップＳ２０１）。ユーザは、プログラムを終了させたい場合に



(8) JP 2010-198489 A 2010.9.9

10

20

30

40

50

は、モバイル機器２が備えるタッチパネル等を操作することにより、プログラムを終了さ
せる。ユーザによりプログラムを終了する旨の操作がタッチパネル等により入力された場
合には、入力変換部２２は、プログラムを終了させる（ステップＳ２０９）。
【００４１】
　次に、入力変換部２２は、携帯端末１により送信された受信データの有無を判断する（
ステップＳ２０３）。無線通信装置２１により受信したイベント情報が受信データとして
出力されていない場合には、入力変換部２２は、ステップＳ２０１に戻り、プログラムの
終了操作（ステップＳ２０１）及び受信データ（ステップＳ２０３）の有無を監視し続け
る。
【００４２】
　携帯端末１内の無線通信装置１４によりイベント情報が無線通信で送信されると、無線
通信装置２１は、携帯端末１から無線通信により送信されたイベント情報を受信し、受信
したイベント情報を受信データとして入力変換部２２に出力する。入力変換部２２は、無
線通信装置２１において受信したイベント情報を分析し、画面表示のための制御情報に変
換する（ステップＳ２０５）。例えば、入力変換部２２は、受信したイベント情報がカー
ソルキーやタブキー等によるキーイベントに関するものであるのか、あるいは貼り付けを
行うための文字列からなるテキスト情報であるのか等を判断し、ユーザによるキー操作の
意図に沿った制御情報に変換する。
【００４３】
　その後、表示部２３は、入力変換部２２により出力された制御情報に対応した画面表示
を行う。言い換えれば、入力変換部２２は、生成した制御情報に基づいて表示部２３の画
面表示を制御し、キーイベントの発生やテキストの貼り付け処理を実行する（ステップＳ
２０７）。ユーザは、ディスプレイ（表示部２３）を見ることにより、携帯端末１で入力
した情報が正しくモバイル機器２に送信されたか否かを確認することができる。
【００４４】
　図５は、本実施例の文字入力支援システムによる動作イメージを示す図であり、携帯端
末１内の表示部１２及びモバイル機器２内の表示部２３における表示の１例を示すもので
ある。なお、図５においては、携帯端末１によるテキスト入力（文字入力）を行う場合に
ついて説明する。
【００４５】
　まず、ユーザは、本発明の文字入力支援システムを利用するために、モバイル機器２側
で専用のサーバプログラム（本発明に対応するプログラム）を起動するとともに、携帯端
末１側で専用のクライアントプログラム（本発明に対応するプログラム）を起動する。
【００４６】
　次にユーザは、入力装置１１（例えば携帯端末１の表面に設けられたキー）を使用して
、携帯端末１側のクライアントプログラムの動作モードをテキスト入力モードに切り替え
る。その後、ユーザは、図５の１に示すように、モバイル機器２側でテキスト入力を行う
箇所にフォーカスを合わせる。これは、ユーザがモバイル機器２のタッチパネル等を操作
することにより行われる。
【００４７】
　次に、ユーザは、図５の２に示すように、携帯端末１側で起動したクライアントプログ
ラムによりテキスト入力を行う。ここでは、ユーザは、携帯端末１のキーを操作すること
により、「明日の打ち合わせ」の文字を入力している。
【００４８】
　テキスト入力が終了した後に、ユーザは、図５の３に示すように、携帯端末１より入力
したテキストの確定操作を行い、送信操作によりモバイル機器２側にイベント情報を送信
する。１例として、ユーザは、図５に示すように、携帯端末１の画面（表示部１２）に表
示された「ＯＫ」ボタンにフォーカスを合わせて押すことにより、テキストの確定操作及
び送信操作を行う。
【００４９】
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　携帯端末１内の情報処理部１３は、上述したように、送信操作が行われたと判断（ステ
ップＳ１０３）した上で、入力をイベント情報に変換（ステップＳ１０５）し、無線通信
装置１４に出力する。無線通信装置１４は、情報処理部１３により生成されたイベント情
報をサーバー側（モバイル機器２）に対して無線通信により送信する。
【００５０】
　モバイル機器２側の無線通信装置２１は、携帯端末１から無線通信により送信されたイ
ベント情報を受信し、入力変換部２２に対して受信データとして出力する。入力変換部２
２は、携帯端末１により送信された受信データが有ると判断し（ステップＳ２０３）、無
線通信装置２１において受信したイベント情報を分析し、画面表示のための制御情報に変
換する（ステップＳ２０５）。ここで、イベント情報は「明日の打ち合わせ」の文字列か
らなるテキスト情報であるため、入力変換部２２は、「明日の打ち合わせ」の文字列を現
在画面（表示部２３）上でフォーカスされている位置に貼り付けるための制御情報を生成
する。
【００５１】
　その後、表示部２３は、入力変換部２２により出力された制御情報に対応した画面表示
を行う（ステップＳ２０７）。具体的には、表示部２３は、図５の４に示すように、現在
フォーカスされている位置に「明日の打ち合わせ」の文字列を貼り付ける。ユーザは、デ
ィスプレイ（表示部２３）を見ることにより、携帯端末１で入力した文字列「明日の打ち
合わせ」が、正しくモバイル機器２の画面表示に反映されていることを確認することがで
きる。
【００５２】
　図６は、本実施例の文字入力支援システムによる動作イメージの別例を示す図であり、
携帯端末１内の表示部１２及びモバイル機器２内の表示部２３における表示の１例を示す
ものである。なお、図６においては、携帯端末１によるカーソル操作を行う場合について
説明する。
【００５３】
　まず、ユーザは、本発明の文字入力支援システムを利用するために、モバイル機器２側
で専用のサーバプログラム（本発明に対応するプログラム）を起動するとともに、携帯端
末１側で専用のクライアントプログラム（本発明に対応するプログラム）を起動する。
【００５４】
　次にユーザは、図６の１に示すように、入力装置１１（例えば携帯端末１の表面に設け
られたキー）を使用して、携帯端末１側のクライアントプログラムの動作モードをカーソ
ル操作モードに切り替える。
【００５５】
　次に、ユーザは、図６の２に示すように、携帯端末１のキーパッド（入力装置１１）を
操作する。ここでは、ユーザは、「タブキー」を押している。
【００５６】
　カーソル操作モードにおいては、情報処理部１３は、「タブキー」が押されることによ
り送信操作が行われたと判断（ステップＳ１０３）する。その後、情報処理部１３は、入
力をイベント情報に変換（ステップＳ１０５）し、無線通信装置１４に出力する。無線通
信装置１４は、情報処理部１３により生成されたイベント情報をサーバー側（モバイル機
器２）に対して無線通信により送信する。
【００５７】
　モバイル機器２側の無線通信装置２１は、携帯端末１から無線通信により送信されたイ
ベント情報を受信し、入力変換部２２に対して受信データとして出力する。入力変換部２
２は、携帯端末１により送信された受信データが有ると判断し（ステップＳ２０３）、無
線通信装置２１において受信したイベント情報を分析し、画面表示のための制御情報に変
換する（ステップＳ２０５）。ここで、イベント情報は「タブキー」が押されたことによ
るキーイベントに関する情報であるため、入力変換部２２は、「タブキー」によるカーソ
ル操作に相当する制御情報を生成する。
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【００５８】
　その後、表示部２３は、入力変換部２２により出力された制御情報に対応した画面表示
を行う（ステップＳ２０７）。具体的には、表示部２３は、図６の３に示すように、「タ
ブキー」によるカーソル操作に相当する制御が行われ、「サブジェクト」のテキストボッ
クスから「宛先」のテキストボックスにフォーカスが移動している。ユーザは、ディスプ
レイ（表示部２３）を見ることにより、携帯端末１で入力した「タブキー」操作により、
モバイル機器２の画面表示におけるフォーカス位置が正しく次のテキストボックスに移動
していることを確認することができる。
【００５９】
　上述のとおり、本発明の実施例１の形態に係る文字入力支援システム及び当該システム
に使用する携帯情報端末（携帯端末１）並びに情報処理装置（モバイル機器２）によれば
、キーボード等を装備しないモバイル機器２等の情報処理装置の携帯性を犠牲にすること
なく操作性を改善することができる。すなわち、ユーザは、キーボード等を装備しないモ
バイル端末であっても携帯端末を利用してキーボード操作（文字入力やカーソル操作）を
代行させることができる。
【００６０】
　普段から携帯電話を持ち歩いているユーザは、あらためてモバイル機器２に対する文字
入力専用の携帯端末１を持つ必要は無く、本発明の構成を備えた携帯電話を携帯端末１と
して使用することにより、モバイル機器２の携帯性を犠牲にすることなく操作性を改善す
ることができる。モバイル機器２専用のキーボードが不要であるため、本発明は、キーボ
ードを装備しないモバイル機器２の優れた携帯性を維持するとともに低コスト化・軽量化
に資するという利点があり、近年における携帯電話の普及率を鑑みても有益であると考え
られる。
【００６１】
　さらに、近年の携帯電話は、文字入力の操作性において、予測変換等の優れた機能を有
しているため、キーボードに比して遜色無く使用できるという利点がある。また、多くの
人々が携帯電話によるメールのやり取りを経験しており、携帯電話による文字入力に慣れ
ているといった事情も本発明の効果である利便性・携帯性に貢献している。
【００６２】
　さらに、本発明の文字入力支援システムにおいて、本発明の携帯情報端末としての携帯
電話は、モバイル機器に限らない様々な情報機器に対する文字入力手段として利用するこ
とができる。１例として、ＡＴＭや駅の自動券売機等を本発明の情報処理装置として利用
することが考えられる。当該ＡＴＭや駅の自動券売機等は、無線通信装置２１、入力変換
部２２、及び表示部２３を備えることにより本発明の情報処理装置として使用することが
できる。したがって、ユーザは、自己の所有する携帯電話を本発明の携帯情報端末として
使用することにより、前述したＡＴＭや駅の自動券売機等に対して文字入力等を行うこと
ができる。
【産業上の利用可能性】
【００６３】
　本発明に係る携帯情報端末、情報処理装置、及び文字入力支援システムは、キーボード
等を装備しないＰＣやＰＤＡ等のモバイル機器の操作性を改善する文字入力支援システム
、及び当該システムに利用する携帯電話並びに当該モバイル機器としての情報処理装置に
利用可能である。
【符号の説明】
【００６４】
１　　携帯端末
２　　モバイル機器
１１　入力装置
１２　表示部
１３　情報処理部
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１４　無線通信装置
２１　無線通信装置
２２　入力変換部
２３　表示部

【図１】 【図２】
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【図３】 【図４】

【図５】 【図６】
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