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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　携帯式端末設備における摺接操作による入力の方法であって、
　アドレス帳インターフェース又はダイヤルパッドインターフェースを含む通信機能イン
ターフェースにおける摺接入力によるデータを受け取ると共に、受け取った摺接入力デー
タを分析し、前記摺接入力の軌跡が単一筆画の入力であるか複数筆画の入力であるかを判
断することと、
　受け取った摺接入力を分析して対応の摺接操作の種類を取得することと、
　受け取った摺接入力を定義された摺接軌跡とマッチングし、対応の操作を取得すること
と、
　一つ又は複数の摺接操作がマッチングした場合には、摺接識別結果を出力して対応の後
続操作をトリガすることと、
　マッチングしなかった場合には、新しい摺接操作を設定するように提示するか、又は新
たに摺接入力を受け取ることとを含み、
　前記摺接操作の種類は数字であり、
　前記摺接識別結果を出力して対応の後続操作をトリガすることにおいて、該数字をダイ
ヤルアップシーケンスに追加する方法。
【請求項２】
　一つ又は複数の摺接操作がマッチングした場合には、
　マッチングの結果を除いた他の影響要素に基づいて前記摺接操作に対応する結果を計算
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すると共に、マッチングの結果に基づいて前記摺接操作に対応する結果をソーティングす
ることを更に含む、請求項１に記載の方法。
【請求項３】
　前記摺接識別結果を出力して対応の後続操作をトリガすることは、
　前記摺接識別結果が字母、筆画、漢字又はその他の言語での手書き文字である場合には
、該摺接識別結果を該携帯式端末設備の検索シーケンスに追加し、且つ該摺接識別結果を
包含する連絡先情報を全て送り返すことを更に含む、請求項１に記載の方法。
【請求項４】
　一つ又は複数の摺接操作がマッチングした場合には、
　カレントのＳＩＭカードが中国通信事業者のものの場合には、前記摺接入力を相似度の
最も高い漢字又は筆画として優先的に識別することと、
　カレントのＳＩＭカードが非中国通信事業者のものの場合には、前記摺接入力を相似度
の最も高い字母として優先的に識別することとを更に含む、請求項３に記載の方法。
【請求項５】
　前記一つ又は複数の摺接操作がマッチングした場合には、摺接識別結果を出力して対応
の後続操作をトリガすることは、
　連続的且つ異なる種類の２つの摺接入力に対して、
　先の摺接入力を字母、筆画、漢字又はその他の言語での手書き文字として識別し、該摺
接識別結果を該携帯式端末設備の検索シーケンスに追加し、且つ該摺接識別結果を包含す
る連絡先情報を全て送り返すことと、
　後の摺接入力を対応の摺接操作として識別することと、
　前記連絡先情報に対応する連絡先に対して前記対応の摺接操作を実行することとを含む
、請求項３に記載の方法。
【請求項６】
　一つ又は複数の摺接操作がマッチングした場合には、
　前記摺接入力に複数の対応する可能な摺接操作が存在する時、そのうちの一つの摺接操
作を選択するようにユーザに提示することを更に含む、請求項１に記載の方法。
【請求項７】
　携帯式端末設備における摺接操作による入力のシステムであって、
　タッチパネルにおけるアドレス帳インターフェース又はダイヤルパッドインターフェー
スを含む、ユーザが操作する通信機能インターフェースを前記携帯式端末設備に表示する
通信機能表示制御モジュールと、
　摺接操作の関連データを記憶するための摺接入力データベースモジュールと、
　前記摺接入力データベースモジュール及び前記通信機能表示制御モジュールに接続され
ており、前記通信機能インターフェースにおける摺接入力によるデータを受け取ると共に
、受け取った摺接入力データを分析し、前記摺接入力の軌跡が単一筆画の入力であるか複
数筆画の入力であるかを判断することと、受け取った摺接入力を分析して対応の摺接操作
の種類を取得することと、受け取った摺接入力を定義された摺接軌跡とマッチングし、対
応の操作を取得することと、一つ又は複数の摺接操作がマッチングした場合には、摺接識
別結果を出力して対応の後続操作をトリガすることと、マッチングしなかった場合には、
新しい摺接操作を設定するか、又は新たに摺接入力を受け取るかを提示することとを行う
摺接処理モジュールとを備え、
　前記摺接操作の種類は数字であり、
　前記摺接識別結果を出力して対応の後続操作をトリガすることにおいて、前記摺接処理
モジュールは、該数字をダイヤルアップシーケンスに追加するシステム。
【請求項８】
　一つ又は複数の摺接操作がマッチングした場合には、前記摺接処理モジュールは、
　マッチングの結果を除いた他の影響要素に基づいて前記摺接操作に対応する結果を計算
すると共に、マッチングの結果に基づいて前記摺接操作に対応する結果をソーティングす
ることを更に行う、請求項７に記載のシステム。
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【請求項９】
　前記摺接処理モジュールが前記摺接識別結果を出力して対応の後続操作をトリガするこ
とにおいて、前記摺接処理モジュールは、前記摺接識別結果が字母、筆画、漢字又はその
他の言語での手書き文字である場合には、該摺接識別結果を該携帯式端末設備の検索シー
ケンスに追加し、且つ該摺接識別結果を包含する連絡先情報を全て送り返すことを更に行
う、請求項７に記載のシステム。
【請求項１０】
　一つ又は複数の摺接操作がマッチングした場合には、前記摺接処理モジュールは、
　カレントのＳＩＭカードが中国通信事業者のものの場合には、前記摺接入力を相似度の
最も高い漢字又は筆画として優先的に識別することと、
　カレントのＳＩＭカードが非中国通信事業者のものの場合には、前記摺接入力を相似度
の最も高い字母として優先的に識別することとを更に行う、請求項９に記載のシステム。
【請求項１１】
　前記一つ又は複数の摺接操作がマッチングした場合には、前記摺接処理モジュールが前
記摺接識別結果を出力して対応の後続操作をトリガすることにおいて、
　前記摺接処理モジュールは、連続的且つ異なる種類の２つの摺接入力に対して、
　先の摺接入力を字母、筆画、漢字又はその他の言語での手書き文字として識別し、該摺
接識別結果を該携帯式端末設備の検索シーケンスに追加し、且つ該摺接識別結果を包含す
る連絡先情報を全て送り返すことと、
　後の摺接入力を対応の摺接操作として識別することと、
　前記連絡先情報に対応する連絡先に対して前記対応の摺接操作を実行することとを行う
、請求項９に記載のシステム。
【請求項１２】
　一つ又は複数の摺接操作がマッチングした場合には、前記摺接処理モジュールは、
　前記摺接入力に複数の対応する可能な摺接操作が存在する時、そのうちの一つの摺接操
作を選択するようにユーザに提示することを更に行う、請求項７に記載のシステム。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、移動通信端末応用分野に関し、特には携帯式電子設備情報入力制御の技術分
野に関し、具体的には携帯式端末設備で摺接操作による入力補助制御のシステムとその方
法に関する。
【背景技術】
【０００２】
　従来の携帯設備端末の移動通信入力制御ソフトウェアでは、ダイヤル及び連絡先検索等
の操作は煩瑣及び複雑である。多くの場合には、ユーザがダイヤルをするたびに、番号を
ほぼ完全に入力しないと連絡先を確定することができず、又は煩瑣の連絡先検索及び多段
階の画面切換操作によりダイヤルを完成する必要がある。このようにユーザのダイヤルア
ップ効率を大きく低下させる。
【０００３】
　前記状況に対して、現行技術では少し改善され、例えばダイヤルの数字を対応の番号に
自定義することで素早いダイヤルアップを実現しているが、依然として限られた連絡先番
号だけが適用し得、且つ記憶に利しない。また便利に連絡先を検索することにより連絡先
記憶機能を実現するが、依然として簡便の連絡先管理及び検索を実現できなく、音声ダイ
ヤルアップにより、ユーザによる入力及びクリック操作を省略するが、例えば音声検索が
時間かかり、ひいてはネットワークの支持が必要とし、音声識別効果も望ましくない等の
明かな欠陥もある。要するに、実際の応用にはより精確に、素早く、使用が容易な摺接操
作による入力補助制御のシステム及び方法が必要となる。
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
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【０００４】
　本発明の目的は、前記従来技術にある欠点を克服し、従来のダイヤルアップの代りに摺
接入力を利用し、携帯式設備上の複雑操作を素早く実現し、ユーザの使用手順を簡略化さ
せ、簡単かつ高効率で、作動性能が安定して信頼可能であり、適用範囲が広い携帯式端末
設備において摺接操作による入力補助制御を実現するシステムとその方法を提供すること
にある。
【課題を解決するための手段】
【０００５】
　前記目的を実現するために、本発明は携帯式端末設備における摺接操作による入力補助
制御のシステム及び方法を開示する。本発明の一態様により、携帯式端末設備における摺
接操作による入力補助制御のシステムを開示する。該携帯式端末設備は、タッチパネルを
含み、該システムは、摺接入力に関連するデータを記憶するように配置される記憶装置、
及び該記憶装置と接続されるプロセッサーを含む。該プロセッサーは、タッチパネルにダ
イヤルパッド又は連絡先画面を表示させるように配置される。更に、該プロセッサーは、
前記ダイヤルパッド又は連絡先画面から取得される原始情報を取得するように配置され、
前記原始情報を座標に変換して処理し、前記原始情報の種類により、前記原始情報が摺接
操作に属するか否かを判断する。前記原始情報が摺接操作に属する場合には、前記摺接操
作を分析すると共に、摺接入力データベースに記憶された前記摺接入力関連データとを対
比することで、前記摺接操作の種類を取得する。一方、前記原始情報が摺接操作に属しな
い場合には、他の正常操作をトリガする。前記摺接操作の種類及び前記摺接入力データベ
ースに基づいて、前記摺接操作を識別し、摺接識別結果を出力して対応の後続操作をトリ
ガする。
【０００６】
　本発明の他の態様において、携帯式端末設備で摺接操作による入力補助制御の方法を開
示する。該携帯式端末設備は、タッチパネルを含む。該方法は、前記タッチパネルにダイ
ヤルパッド又は連絡先画面（インターフェース）を表示し、更に前記ダイヤルパッド又は
連絡先画面から取得の原始情報を受取することを含む。該方法は更に、前記原始情報を座
標に変換して処理し、前記原始メッセージの種類に基づいて、前記原始情報が摺接操作に
属するか否かを判断することを含む。該方法は更に、前記原始情報が摺接操作に属する場
合には、前記摺接操作を分析すると共に、記憶された前記摺接入力関連データとを対比す
ることで、前記摺接操作の種類を取得すし、前記原始メッセージが摺接操作に属しない場
合には、他の正常操作をトリガすることを含む。該方法は更に、前記摺接操作の種類及び
記憶された摺接入力関連データに基づいて、前記摺接操作を識別し、摺接識別結果を出力
して対応の後続操作をトリガすることを含む。
【０００７】
　これらのシステム及び方法は、従来のダイヤルアップ及び連絡先検索等の複雑な操作過
程の代りに、アドレス帳ソフトウェアに基づき簡単な摺接入力を利用するため、ダイヤル
アップ及び連絡先検索等を短縮的に操作することを実現できる。このため、アドレス帳ソ
フトウェアでのユーザの常用的、且つ煩瑣の使用手順を大きく簡略化させるだけでなく、
ユーザの使用手順を簡略化することで、ユーザに大きな便利性をもたらす。なお、これら
のシステム及び方法は簡単・高効率であり、作動性能が安定的で信頼可能であり、適用範
囲が広く、携帯式端末設備の更なる大規模普及応用に堅実な基礎を打ち立てる。
【０００８】
　本発明による携帯式端末設備で摺接操作による入力補助制御のシステムとその方法を採
用し、従来のダイヤルアップ及び連絡先検索等の複雑な操作過程の代りに、アドレス帳ソ
フトウェアに基づき簡単な摺接入力を利用するため、素早いダイヤルアップ、連絡先検索
等の操作を実現でき、アドレス帳ソフトウェアでユーザの常用・煩瑣の使用手順を大きく
簡略化させるだけでなく、ユーザの使用手順を簡略化させ、ユーザに大きな便利性をもた
らし、簡単、高効率で、作動性能が安定で信頼的であり、適用範囲が広く、携帯式端末設
備の更なる大規模普及応用に堅実な基礎を打ち立てる。
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【図面の簡単な説明】
【０００９】
【図１】本発明の携帯式端末設備で摺接操作による情報入力補助の制御機能を実現するシ
ステムの全体的な機能モジュール構造の見取図である。
【図２】本発明の携帯式端末設備で摺接操作による情報入力補助の制御機能を実現する方
法の全体的なフローの見取図である。
【図３】本発明の携帯式端末設備で摺接操作による情報入力補助の制御機能を実現するシ
ステムのインターフェース配置の見取図である。
【図４】本発明の携帯式端末設備で摺接操作による情報入力補助の制御機能を実現するシ
ステムのインターフェース配置において、開いた摺接入力識別領域に摺接入力する見取図
である。
【図５】本発明の携帯式端末設備で摺接操作による情報入力補助の制御機能を実現するシ
ステムのインターフェース配置において、特殊の開始領域で摺接入力を始める見取図であ
る。
【図６】本発明の携帯式端末設備で摺接操作による情報入力補助の制御機能を実現するシ
ステムのインターフェース配置において、摺動入力した連絡先の選別結果を表示する見取
図である。
【図７】本発明の携帯式端末設備で摺接操作による情報入力補助の制御機能を実現するシ
ステムにおいて、摺接軌跡分類器の処理フロー見取図である。
【図８】本発明の携帯式端末設備で摺接操作による情報入力補助の制御機能を実現するシ
ステムにおいて、摺接軌跡分類アルゴリズムの見取図である。
【図９】本発明の携帯式端末設備で摺接操作による情報補助入力制御機能を実現する方法
において、摺接入力を自定義する摺接操作フローの見取図である。
【図１０Ａ】本発明の具体的な実施例で自定義の摺接入力によるダイヤルアップを実現す
る操作過程の見取図である。
【図１０Ｂ】本発明の具体的な実施例で自定義の摺接入力によるダイヤルアップを実現す
る操作過程の見取図である。
【図１０Ｃ】本発明の具体的な実施例で自定義の摺接入力によるダイヤルアップを実現す
る操作過程の見取図である。
【図１１】本発明の携帯式端末設備で摺接操作による情報入力補助の制御機能を実現する
システムのインターフェース配置において、開いた摺接入力識別領域で仮名「え」を摺接
入力する見取図である。
【図１２】本発明の携帯式端末設備で摺接操作による情報入力補助の制御機能を実現する
システムの構造ブロック図である。
【発明を実施するための形態】
【００１０】
　本発明の技術内容をより明瞭に理解できるために、特に以下の実施例を挙げて詳細に説
明する。
【００１１】
　先ず、摺接操作識別を説明する。
【００１２】
　使用者が一つの指でスクリーンには操作必要のある作業を表す幾つかの符号を描いて、
例えば電話をかけることを表す円を描く。摺接入力、つまり摺接操作、それ自身の設計は
ユーザ日常の使用習慣に合致するため、ユーザに記憶負担を増加することなく、ユーザに
受け入れやすい。また、ユーザが常用摺接操作に対応するあるイベント又は動作を自定義
することがサポートされる。なお、本発明はタッチパネル上の多画数の摺接操作識別及び
複雑な摺接操作をもサポートし、例えば複数種の摺接操作を含む複合的操作である。
【００１３】
　本発明のアドレス帳にあるネットワーク記憶モジュールがネットワーク記憶サービスを
提供し、ＳＩＭカードの取替後及びプログラムをアンアップロードした後の新規設定を必
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要とする恐れが大きく解消され、摺接設定及び定義された動作をサーバーサイドから直接
にリストアすることができる。
【００１４】
　摺接操作のデータを記憶するための摺接入力データベースを設立し、当該摺接入力デー
タベースは、初期事前定義の摺接入力、自定義の摺接入力、漢字及び筆画データを含む。
【００１５】
　（１）初期事前定義の摺接入力：ユーザにダイヤルアップにおける少しの常用操作を提
供すること、例えば前回ダイヤルした通話番号を直接にダイヤルすることや連絡先を短縮
的に設定することである。これらの操作はユーザの使用原則に基づき、事前に幾つかの摺
接軌跡を定義すると共にユーザの編集修正をサポートする。
【００１６】
　（２）自定義の摺接入力：ユーザに一つの常用の操作リストを提供し、摺接軌跡情報を
ユーザにより自定義することで補完させる。又は更に幾つかの常用の摺接軌跡を提供し、
ユーザが摺接軌跡の対応する操作を自定義することができる。例えば摺接操作によりある
連絡先の電話番号を直接的に呼出するために、ユーザが連絡先、電話番号及び摺接軌跡を
自定義できる。自定義の内容は更に、直接的にある連絡先の電話番号にメッセージを発信
すること、メールを送信すること、直接的にある人の詳細情報を調べることを含む。更に
アドレス帳特有の機能を結合する操作を含み、例えばある人のＳＮＳホームページを直接
的に調べたり、署名欄を編集したり、素早くビジー・フリー状態を設定したり、連絡先の
グループ分けを設定したりすることがある。
【００１７】
　（３）漢字筆画データ：ユーザが筆画で連絡先検索する機能を起動する時、入力された
漢字の全体又は一部の筆画をデータベースと対比することにより、マッチング（合致）し
た検索結果を出力する。
【００１８】
　図１２を参照し、図１２は携帯式端末設備で摺接操作による入力補助制御のシステムの
構造ブロック図である。その中で、システム１０は、プロセッサー１２、Ｉ／Ｏインター
フェース１４、メモリ（ＲＡＭ）１６、記憶装置１８、通信インターフェース２０及び異
なる設備間にデータをインタラクティブするデータバスを含む。プロセッサー１２は、中
央プロセッサー（ＣＰＵ）、図形処理ユニット（ＧＰＵ）又は他の適合の情報処理設備で
ある。採用されたハードウェア種類により、プロセッサー１２は、一つ又は複数の印刷回
路基板及び／又は一つ又は複数の微処理チップを含む。プロセッサー１２は下記の各方法
を実現するようにコンピュータプログラム指令を執行する。Ｉ／Ｏインターフェース１４
は携帯式端末設備のタッチパネルから入力されるデータ及び出力データを受ける。
【００１９】
　メモリ１６は、ランダムアクセス記憶装置（ＲＡＭ）及び／又は読取りのみ可能な記憶
装置（ＲＯＭ）を含む。プロセッサー１２はコンピュータプログラム指令をメモリ１６に
記憶したり、メモリ１６から関連コンピュータプログラム指令を読み取って実行したりす
ることができる。例えば、メモリ１６は、一つ又は複数のソフトウェアプログラムを記憶
可能である。より一層として、メモリ１６は、プロセッサー１２による実行されるソフト
ウェアプログラムの全体又は一部を記憶可能である。
【００２０】
　具体的な実施形態では、記憶裝装置１８は大量データの記憶に適し、例えば摺接入力デ
ータベース中の摺接操作関連データを記憶し、初期事前定義の摺接入力、自定義の摺接入
力、漢字及び筆画データを含む。記憶装置１８も一つ又は複数のプロセッサー１２で実行
されるソフトウェアプログラムを記憶する。記憶装置１８は、例えばハードディスクであ
る一つ又は複数の磁性記憶媒体と、例えば光ディスク（ＣＤ）、書き換え可能な光ディス
ク（ＣＤ－Ｒｓ）、複数回書き換え可能な光ディスク（ＣＤ±ＲＷｓ）、ＤＶＤｓ、書き
換え可能なＤＶＤ（ＤＶＤ±Ｒｓ）、書き換え可能なＤＶＤ（ＤＶＤ±ＲＷｓ）、ブルー
レイＤＶＤである一つ又は複数の光学記憶媒体と、例えばフラッシュメモリー、ＳＤカー
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ド、メモリスティック又はその他の適合のコンピュータ可読媒体である一つ又は複数の半
導体記憶媒体とを含む。
【００２１】
　図１及び図２に示すように、該携帯式端末設備で摺接操作による情報入力補助の制御機
能を実現するシステムは、前記携帯式端末設備にタッチパネルを備える。
【００２２】
　ここで、前記システムは、
　（１）通信機能表示制御モジュールであって、前記携帯式端末設備のタッチパネルには
ユーザが操作する通信機能インターフェースを表示し、通信機能表示制御モジュールがア
ドレス帳表示制御モジュールである場合には、前記通信機能インターフェースが対応的し
てアドレス帳リストインターフェースであり、通信機能表示制御モジュールがダイヤルパ
ッド表示制御モジュールである場合には、前記通信機能インターフェースが対応してダイ
ヤルパッド操作インターフェースである通信機能表示制御モジュールと、
　（２）初期事前定義の摺接入力、自定義の摺接入力、字母、数字、筆画、手書き文字を
含む摺接操作の関連データを記憶するための摺接入力データベースモジュールと、
　（３）前記摺接入力データベースモジュールに接続され、前記通信機能インターフェー
スにおけるユーザの操作を受取し、前記タッチパネルから取得された原始情報を処理し、
摺接入力データベースモジュールをロードすることで可能性のある摺接軌跡を判断して見
つけ出す摺接処理モジュールと、を含んでいる。
【００２３】
　その中で、前記摺接処理モジュールは、
　（Ａ）入力サブモジュールであって、ユーザが操作することで、前記タッチパネルから
取得された原始情報を摺接操作判断サブモジュールに伝送し、該原始情報が押え付け、持
ち上げ、ドラッギング及び移動等を含むユーザの指による動作であり、
　タッチパネルで取得された原始情報を摺接操作判断サブモジュールに伝送し、具体的に
、タッチパネル上にユーザにより摺接識別可能な領域に入力される摺接軌跡を対応の座標
に変換すると共に、前記摺接操作判断サブモジュールに伝送することであり、該摺接識別
可能な領域がタッチパネルにあるダイヤルパッド又は携帯式端末設備のアドレス帳にある
対応機能の表示画面であり、例えばアドレス帳連絡先画面（インターフェース）又は通話
リスト連絡先画面（インターフェース）である入力サブモジュールと、
　（Ｂ）摺接操作判断サブモジュールであって、前記入力サブモジュールの原始情報を受
取すると共に、該原始情報を処理し、具体的には、
　摺接操作判断サブモジュールは、
　（ａ）ダイヤルパッド上に直接摺接入力するモード判断処理操作であって、当該モード
で、前記摺接操作判断サブモジュールは、ユーザにより前記タッチパネルのダイヤルパッ
ドに直接的に描画された摺接軌跡に基づいて判断処理を行い、ユーザの動作がクリックで
あるか摺接操作であるかを判断する、ダイヤルパッド上に直接摺接入力するモード判断処
理操作と、
　（ｂ）独立の摺接識別モード判断処理操作であって、当該モードで、前記摺接操作判断
サブモジュールがユーザにより描画領域に描画された摺接軌跡に基づいて判断処理を行う
、独立の摺接識別モード判断処理操作と、
　（ｃ）特殊開始領域の識別モード判断処理操作であって、当該モードで、前記摺接操作
判断サブモジュールが、ユーザによりシステムから指定される領域から描画を開始する摺
動操作の何れをも摺接操作として識別すると共に判断処理を行う、特殊開始領域の識別モ
ード判断処理操作とのうちの一種又は複数種を実施する、の摺接操作判断サブモジュール
と、
　その中で、前記の原始情報の種類は、
　（ａ）前記タッチパネルにおける一つの点に対応する静的動作であって、
　前記静的動作は
　　（ｉ）指でタッチパネルに押え付けた後、直に持ち上げるクリックと、



(8) JP 6431119 B2 2018.11.28

10

20

30

40

50

　　（ｉｉ）指でタッチパネルに押え付けてから、システムにより予め設定された短い停
滞期間内で持ち上げる短押しと、
　　（ｉｉｉ）指でタッチパネルに押え付けてから、システムによる予め設定された長期
停滞期間内で持ち上ことなく移動しない長押しとを含む静的動作と、
　（ｂ）前記タッチパネルにある一本又は複数本の摺接軌跡に対応する動的摺接操作であ
って、
　前記動的摺接操作は、
　　（ｉ）指でタッチパネルに押え付けてから移動して持ち上げる摺動と、
　　（ｉｉ）指で指定の時間間隔にタッチパネル上を複数回で摺動する複数回摺動と、
　　（ｉｉｉ）二本の指で又は二本より多くの指でタッチパネルに同時に複数本の軌跡を
生じる複数複数の指の摺動とのうちの一つでありうる動的摺接操作とを含む、摺接操作判
断サブモジュールと、
　（Ｃ）摺接操作識別モジュールであって、前記摺接入力データベースモジュール及び摺
接操作判断サブモジュールのいずれにそれぞれ接続され、摺接入力データベースモジュー
ルをロードして可能性のある摺接入力を判断して見つけ出し、マッチングの結果に基づい
て摺接識別結果を出力して対応の後続操作をトリガするための摺接操作識別モジュールと
、を含む。
【００２４】
　上記記載のほかに、前記摺接処理モジュールの備える機能は、他の如何なることを実現
する可能な方式により機能的サブモジュールの分割又は合併を行い、対応する他の技術方
案及び実施の形態も本発明の基本思想を背離することなく、本発明に包含される保護範囲
に属する。
【００２５】
　一具体の実施形態において、該携帯式端末設備で摺接操作による入力補助の制御のシス
テムは、（４）摺接操作自定義モジュールを含んでよく、ユーザの操作により、自定義の
摺接入力動作を設定する。具体的に、ユーザが摺接操作又は摺動軌跡を自定義してもよく
、摺接操作に関連する連絡先又は対応する後続トリガ操作を自定義しても良い。
【００２６】
　他の具体の実施形態において、該携帯式端末設備で摺接操作による情報入力補助の制御
機能を実現するシステムは更に、（５）ネットワーク記憶モジュールを含んでもよく、ア
ドレス帳に基づきネットワークと前記携帯式端末設備とのインタラクション関係を築き、
ユーザによる前記摺接操作自定義モジュールへの設定情報及び前記摺接入力データベース
モジュール内の情報をサーバーにアップロードしてバックアップする。該ネットワーク記
憶モジュールがネットワークのクラウド端末に配置される。
【００２７】
　また、図３に示すように、前記システムに基づき携帯式端末設備で摺接操作による情報
入力補助の制御機能を実現する方法では、予め設定する条件は以下のことにある。
【００２８】
　前記携帯式端末設備のタッチパネル上にユーザが操作するための通信機能インターフェ
ースを表示する。
　前記方法は、更に摺接判断処理及び摺接識別処理を含み、前記摺接判断処理は、具体的
に、前記摺接処理モジュールが以下の（１１）～（１３）という三つの摺接判断モード処
理操作のうちの一つ又は複数の処理操作を行うことである。
【００２９】
　（１１）ダイヤルパッドに摺接モードを直接入力する判断処理操作であって、このモー
ドの下で、前記摺接処理モジュールは、ユーザが前記タッチパネルのダイヤルパッドに直
接的に描画した摺接軌跡に基づいて判断処理し、以下の（ａ）～（ｂ）手順を含む、ダイ
ヤルパッドに摺接モードを直接入力する判断処理操作である。
　（ａ）前記摺接処理モジュールは、前記原始情報に基づき以下の（ｉ）～（ｖ）のうち
の一つ又は複数の規則に基づいてユーザの動作がクリックであるか摺接操作であるかを判
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断することである。
　　（ｉ）ユーザの動作の摺動開始点と終止点との直線距離がシステムで予め設定された
距離の閾値を超す場合には、該ユーザ動作が摺接操作であると判断する。
　　（ｉｉ）ユーザ動作の摺動軌跡長さがシステムで予め設定された長さの閾値を超す場
合には、該ユーザの動作が摺接操作であると判断する。
　　（ｉｉｉ）ユーザ動作が指でタッチパネルを接触する時間がシステムで予め設定され
た時間の閾値を超す場合には、該ユーザの動作が摺接操作であると判断する。
　　（ｉｖ）ユーザ動作の摺動軌跡が前記ダイヤルパッド上の二つのボタンの境界線と交
差し、又は同時に二つのボタン領域に現れ、又はユーザ動作の摺動軌跡が少なくとも二つ
のボタン領域に及ぶ場合には、該ユーザの動作が摺接操作であると判断する。
　　（ｖ）ユーザ動作に二つ又は複数の接触点が同時に押え付けられることが含まれる場
合には、該ユーザの動作が摺接操作であると判断する。
　（ｂ）該ユーザ動作が前記（ｉ）～（ｖ）に記載の判断のいずれか１つにも合致しない
場合には、該ユーザ動作を他の常規操作に解析することである。
【００３０】
　（１２）独立の摺接識別モード判断処理操作であって、該モードの下で、前記摺接処理
モジュールは、ユーザにより摺接描画領域に描画された摺接軌跡に基づいて判断処理し、
以下の（ａ）～（ｂ）手順を含む独立の摺接識別モード判断処理操作である。
　（ａ）前記摺接処理モジュールが、ユーザによる予定操作により、摺接識別モードに移
行することである。
　（ｂ）前記摺接処理モジュールが、システムで予め設定された特定操作以外の、ユーザ
の如何なる動作を摺接操作であると判断することである。
【００３１】
　該ユーザによる予定の操作は、以下の（ａ）～（ｆ）にある一種又は複数種の操作であ
る。
　（ａ）ユーザがタッチパネル上の一つのボタンをクリックすることである。
　（ｂ）ユーザが前記携帯式端末設備に一つの音声コマンドを発送することである。
　（ｃ）ユーザが該携帯式端末設備を揺動することである。
　（ｄ）ユーザが該携帯式端末設備の一つのハードウェアボタンを押すことである。
　（ｅ）ユーザが他の入力設備により前記携帯式端末設備に一つの指令を発送することで
ある。
　（ｆ）ユーザがタッチパネル上に特定形状の軌跡を描画することである。
【００３２】
　該システムで予め設定された特定操作としては、ユーザが「ログアウト」ボタンをクリ
ックすること、又は音声もしくは他の入力設備により前記携帯式端末設備にログアウト指
令を入力すること、又は特定のファンクションキーボタンをクリックすること、又は前記
携帯式端末設備を持って特定動作を行うこと、例えば前記携帯式端末設備を反転すること
であり、これにより、摺接識別モードのログアウトを実現する。
【００３３】
　（１３）特殊開始領域の識別モード判断処理操作であり、該モードの下で、前記摺接処
理モジュールが、ユーザがシステムの指定領域から描画を開始する全ての摺動操作の何れ
も摺接操作として識別すると共に、判断処理を行い、以下の（ａ）～（ｂ）手順を含む特
殊開始領域の識別モード判断処理操作である。
　（ａ）前記摺接処理モジュールが、システムの指定領域でユーザが接触点を押え付ける
動作を取得する。
　（ｂ）前記摺接処理モジュールが、該接触点の押え付け位置に描画から持ち上げ動作に
至る全ての摺動操作を摺接操作として判断する。
【００３４】
　摺接処理モジュールは、前記摺接操作を引き続いて摺接識別処理する。その中で、前記
摺接識別処理は、以下の（２１）～（２７）手順を含む。
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　（２１）前記摺接処理モジュールが、受取された摺接操作を分析し、例えば原始情報を
変換してなる対応座標を受取し、分析することである。
　（２２）前記摺接処理モジュールは、該摺接操作が単一筆画の入力であるか複数筆画の
入力であることを判断することである。
　（２３）前記摺接処理モジュールが対比分析して対応の摺接操作の種類を取得し、該種
類は、以下の（ａ）～（ｆ）を含む。
　すなわち、
　（ａ）数字、
　（ｂ）字母、
　（ｃ）筆画、
　（ｄ）漢字、
　（ｅ）日本語文字、韓国語文字、タイ語文字、アラビア語文字、ヘブライ語文字又は少
数民族言語文字であるその他の言語の手書き文字、及び
　（ｆ）システムによる事前定義又はユーザによる摺接操作自定義である。
　（２４）前記摺接処理モジュールが前記摺接入力データベースモジュールにおいて、定
義された摺接軌跡をマッチングすることである。
　（２５）一つ又は複数の摺接軌跡をマッチングする場合、手順（２７）を継続すること
である。
　（２６）マッチングできない場合には、新しい摺接操作を設定するか、又は新たに摺接
軌跡を入力するかを提示すると共に、終了することである。
　（２７）前記摺接処理モジュールが摺接識別結果を出力して対応の後続操作をトリガし
、前記後続操作は、
　（ａ）摺接識別結果が数字である場合には、該数字を該携帯式端末設備のダイヤルアッ
プシーケンスに追加すること、
　（ｂ）摺接識別結果が字母である場合には、該字母を該携帯式端末設備の検索シーケン
スに追加し、且つ該字母を包含する連絡先情報を全て送り返すこと、
　（ｃ）摺接識別結果が筆画である場合には、該筆画を該携帯式端末設備の検索シーケン
スに追加し、且つ順次に該筆画を包含する連絡先情報を全て送り返すこと、
　（ｄ）摺接識別結果が漢字又はその他の言語での手書き文字である場合には、該漢字又
は該その他の言語手書き文字を該携帯式端末設備の検索シーケンスに追加し、且つ順次に
該漢字又は該その他の言語の手書き文字を包含する連絡先情報を全て送り返すことのうち
の一つ又は複数の手順を含むことである。
【００３５】
　他の実施の形態において、前記手順（２７）の前には、更に以下の一つ又は複数の手順
を含むことである。
　（２７ａ）前記摺接処理モジュールが、システムで予め設定された影響要素に基づいて
、マッチングする摺接軌跡の可能性重み値を計算してソーティングし、該影響要素が連絡
先の連絡頻度を含み、具体的に、
　対応の摺接軌跡のマッチングする相似度及びシステムで予め設定された影響要素を加重
計算し、該摺接軌跡の可能性重み値を得ることである。
　（２７ｂ）ソーティング結果にある全ての摺接軌跡を摺接識別結果としてユーザに選択
されるように表示する。又は、デフォルト摺接識別結果を設定し、例えばソーティング結
果に可能性重み値が最大となる摺接軌跡の可能性重み値と他の摺接軌跡の可能性重み値と
の差異がシステムで予め設定された重み値差の閾値を超す場合には、直接的に該可能性重
み値が最大となる摺接軌跡を摺接識別結果として選択するする。さもなくば該ソーティン
グ結果にある摺接軌跡を摺接識別結果としてユーザに選択されるように表示することであ
る。
【００３６】
　他の実施の形態では、該携帯式端末設備で摺接操作による情報入力補助の制御方法は、
更にユーザによる自定義の摺接入力処理操作を含み、以下の（３１）～（３２）の手順を
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含む。
【００３７】
　（３１）前記摺接操作自定義モジュールがユーザの操作により、以下の（ａ）～（ｄ）
の手順を含む摺接定義設定処理を行う。
　（ａ）前記摺接操作自定義モジュールが、望ましい摺接軌跡を描画するようにユーザに
提示する。
　（ｂ）前記摺接操作自定義モジュールが、ユーザによりタッチパネル上に描画された摺
接軌跡とシステム内の既存の摺接軌跡とを対比する。
　（ｃ）両者の相似度がシステムで予め設定された相似度の閾値を超す場合には、相似の
摺接軌跡をユーザに表示し、且つ摺接軌跡を改めて描画するようにユーザに提示する。
　（ｄ）さもなくばユーザの描画した摺接情報を記憶する。前記摺接情報は少なくとも前
記摺接軌跡を含む。
【００３８】
　もしくは、摺接定義設定処理は、以下の（ａ）～（ｃ）手順を含む。
　（ａ）前記摺接操作自定義モジュールがシステムで予め設定された空白自定義摺接操作
を読み取る。
　（ｂ）前記摺接操作自定義モジュールが、ユーザに対応の空白自定義摺接操作を示し、
且つユーザに選択されるように提示する。
　（ｃ）前記摺接操作自定義モジュールが、ユーザの選択により、対応の空白自定義摺接
操作を記憶する。
【００３９】
　（３２）前記摺接操作自定義モジュールがユーザの選択により、対応の摺接操作の後続
トリガ操作の定義設定処理を行い、前記摺接操作の後続トリガ操作は、（ａ）連絡先の関
連操作及び（ｂ）携帯式端末設備の常用操作を含む。
【００４０】
　上記（ａ）連絡先の関連操作は、以下の（ｉ）～（ｖ）を含む。
　（ｉ）ダイヤルアップすることであり、すなわち、ユーザの指定した連絡先に電話をか
けることである。
　（ｉｉ）メッセージを発信することであり、すなわち、ユーザの指定した連絡先にメッ
セージを発信することである。
　（ｉｉｉ）メールを送信することであり、すなわち、ユーザの指定した連絡先にメール
を送信することである。
　（ｉｖ）インスタントメッセージを発信することであり、すなわち、ネットワークを通
じてインスタントメッセージをユーザの指定した連絡先に発信することである。
　（ｖ）ユーザの指定した連絡先のＳＮＳページを調べて閲覧することである。
【００４１】
　該ユーザの自定義の摺接入力処理操作は、以下の（３１）～（３２）手順を含んでもよ
い。
　（３１）前記摺接操作自定義モジュールが、ユーザの操作により、摺接操作の対応する
後続トリガ操作の定義設定処理を行う。該摺接操作の対応する後続トリガ操作の定義設定
処理作は、（ａ）連絡先に関連する操作、（ｂ）携帯式端末設備の常用操作を含む。
　連絡先に関連する操作は、以下の（ｉ）～（ｖ）を含む。
　（ｉ）ダイヤルアップすることであり、すなわち、ユーザの指定した連絡先に電話をか
けることである。
　（ｉｉ）メッセージを発信することであり、すなわち、ユーザの指定した連絡先にメッ
セージを発信することである。
　（ｉｉｉ）メールを送信することであり、すなわち、ユーザの指定した連絡先にメール
を送信することである。
　（ｉｖ）インスタントメッセージを発信することであり、すなわち、ネットワークを通
じてインスタントメッセージをユーザの指定した連絡先に発信することである。
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　　（ｖ）ユーザの指定した連絡先のＳＮＳページを調べて閲覧することである。
【００４２】
　（３２）前記摺接操作自定義モジュールが、ユーザの操作により、対応操作のトリガに
所要する摺接定義設定処理を行い、該対応操作のトリガに所要する摺接定義設定処理は、
以下の（ａ）～（ｄ）手順を含んでよい。
　（ａ）前記摺接操作自定義モジュールが、ユーザに対応操作のトリガに所要する摺接軌
跡を描画するよう提示する。
　（ｂ）前記摺接操作自定義モジュールがユーザによりタッチパネル上に描画された摺接
軌跡とシステム内の既存の摺接軌跡とを対比する。
　（ｃ）両者の相似度がシステムで予め設定された相似度閾値を超す場合には、相似の摺
接軌跡をユーザに表示し、且つ摺接軌跡を改めて描画するようにユーザに提示する。
　　（ｄ）さもなくばユーザの描画した摺接情報を記憶し、且つ該摺接情報と対応の後続
トリガ操作との対応関係を設定する。
【００４３】
　もしくは、該対応操作のトリガに所要する摺接定義設定処理は、以下の（ａ）～（ｃ）
手順を含んでもよい。
　（ａ）前記摺接操作自定義モジュールがシステムで予め設定される空白自定義摺接操作
を読み取る。
　（ｂ）前記摺接操作自定義モジュールがユーザに対応の空白自定義摺接操作を示し、且
つユーザに選択されるよう提示する。
　（ｃ）前記摺接操作自定義モジュールが、ユーザの選択により、該空白自定義摺接操作
と対応操作との対応関係を設定する。
【００４４】
　具体的な実施形態では、摺接操作自定義モジュール中に摺接操作の対応するデフォルト
後続トリガ操作を設定し、例えばユーザが摺接操作を自定義する過程で、デフォルトの後
続トリガ操作をダイヤルアップとして設定してもよく、即ち、ユーザの指定した連絡先に
電話をかける。ユーザは、ユーザの指定した連絡先に電話をかけるという後続トリガ操作
を直接的に摺接操作自定義として設定して良い。また、複数の後続トリガ操作を包含する
リストをユーザに提供してもよく、これにより、ユーザがこのリストから一つの後続トリ
ガ操作を選択し、且つこの選択された後続トリガ操作に関連する摺接操作を自定義する。
【００４５】
　実際の使用において、図１の示すように、本発明の携帯式端末設備で摺接操作による入
力補助の制御のシステムは、下記のモジュール１～５を含む。
【００４６】
　１．通信機能表示制御モジュールであって、前記携帯式端末設備のタッチパネル上にユ
ーザが操作する通信機能インターフェースを表示し、前記通信機能表示制御モジュールが
アドレス帳表示制御モジュールであり、対応する前記通信機能インターフェースがアドレ
ス帳リストインターフェースであってもよく、又は、前記通信機能表示制御モジュールが
ダイヤルパッド表示制御モジュールであり、対応する前記通信機能インターフェースがダ
イヤルパッド操作インターフェースであってもよい通信機能表示制御モジュールである。
【００４７】
　２．摺接操作自定義モジュールであって、ユーザに様々な操作を所要な摺接軌跡として
定義することを許可する摺接操作自定義モジュールである。
【００４８】
　３．摺接処理モジュールであって、本発明の一実施例において、以下の（１）～（３）
サブモジュールを含んでよい摺接処理モジュールである。
　（１）入力モジュール：アドレス帳にある、摺接操作応答の入口であり、プログラムへ
のユーザの操作により、タッチパネルから取得された原始メッセージを下側の摺接操作識
別モジュールに伝送し、ユーザにより摺接識別可能な領域に入力された原始情報を、対応
する座標に変換して、摺接操作判断サブモジュールの処理のために伝送する。
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　ここで、
　　（ａ）原始情報：タッチパネルに対して、押え付け、持ち上げ、ドラッギング及び移
動等を含む、ユーザの指による動作情報である。
　　（ｂ）摺接識別可能な領域：ダイヤルパッド及びアドレス帳にある、機能を起動した
画面であり、例えば連絡先画面で、筆画の手書き入力により連絡先を直接に検索できる。
　（２）摺接操作判断サブモジュール：入力モジュールの情報を受取した後に、原始情報
を処理して分析する役割を果たし、マルチタッチ制御等の複雑入力の処理をサポートする
。原始情報の属性及びシステム状態により、クリックか摺接操作かを判断する。摺接操作
である場合には、それを摺接操作識別モジュールに入力して更なる識別を行う。
　（３）摺接操作識別モジュール：主には、摺接入力データベースモジュールをロードす
ることで、可能な摺接軌跡を発見するために用いられ、摺接入力データベースモジュール
がこの摺接操作に相似する摺接軌跡を全て送り返すと共に、相似度の最も高い結果をトッ
プにセットする。前記システムは、一連の処理により、可能性の最も高い結果を出力する
。
　上記のサブモジュールが唯一の区分方法に基づいたものではなく、その他の併合及び分
割といった実施可能な形態も、本発明の保護範囲に属し、ここで贅語を要しない。
【００４９】
　４．摺接入力データベースモジュールであって、初期事前定義の摺接入力、自定義の摺
接入力、字母、数字、筆画、手書き文字等を含む摺接操作の関連データを記憶する、摺接
入力データベースモジュールである。
【００５０】
　５．ネットワーク記憶モジュールであって、アドレス帳を設立するネットワークと携帯
端末とのインタラクティブ関係に基づき、ユーザによる摺接操作判断サブモジュールの設
定及び摺接入力データベースモジュールにある情報をサーバーにアップロードしてバック
アップするネットワーク記憶モジュールである。ユーザが携帯電話を変更したり、ソフト
ウェアをアンロードする場合には、ネットワーク接続によりその中データをリストアする
だけで良く、リセットの複雑操作を省略する。なお、ネットワーク記憶モジュールは、選
択可能である。
【００５１】
　図２の示すように、本発明による摺接操作補助のアドレス帳システムのインターフェー
ス構造は、
　カレントページの属性等を表示するトップ機能領域１０１と、
　連絡先リスト、ダイヤルアップ機能領域等を含むメインインターフェイス１０２と、
　摺接操作インターフェースであるダイヤルパッド１０３と、
　摺接操作の拡張情報を表示する底部機能領域１０４と、を含んでいる。
【００５２】
　以下、具体的に各モジュールにおけるプロセスを説明する。
（一）摺接操作の自定義
　先ず、システムは、ユーザが自定義の摺接操作を指定の操作に追加することを許可する
。当ユーザが摺接操作の自定義モジュールをアクティブ化したら（例えば、メニューにあ
る「新規摺接操作を追加」をクリックする等）、摺接操作自定義のプロセスに入る。以下
、ユーザの摺接操作自定義のプロセスを説明する。
【００５３】
　１．摺接操作の定義：所望の摺接軌跡を描画するようにユーザに提示し、システム又は
ユーザの設定に基づいて、単一筆画、複数筆画又はマルチタッチ制御をサポートできる。
　ユーザの描画した摺接軌跡とシステム内の既存の摺接軌跡とを対比することで、相似度
が高い場合には、相似の摺接軌跡をユーザに表示すると共に、ユーザに摺接軌跡を改めて
描画するように提示する。さもなくば該摺接操作を保存し、手順２を行い、該摺接操作の
後続トリガ操作を定義する。
【００５４】
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　２．操作の定義：ユーザが該摺接操作の後続トリガ操作を選択し、以下の（１）～（２
）操作を含むが、これらに限定されない。
【００５５】
　（１）連絡先に関連する操作
　　（ａ）ダイヤルアップ：ユーザの指定したある連絡先に電話をかけることである。
　　（ｂ）メッセージ：メッセージをユーザの指定したある連絡先に発信することである
。
　　（ｃ）メール：メールをユーザの指定したある連絡先に送信することである。
　　（ｄ）インスタントメッセージ：ネットワークを通じてインスタントメッセージをユ
ーザの指定したある連絡先に発信することである。
　　（ｅ）調べて閲覧すること：ユーザの指定した連絡先のＳＮＳページを調べて閲覧す
ることである。
【００５６】
　（２）常用操作：例えば通話履歴のクリア等である。
【００５７】
　ユーザの自定義する摺接操作のほかに、システムは更に幾つかの予め設定された摺接軌
跡及びトリガ操作を記憶することもできる。手順１で摺接操作を定義する時、前記システ
ムはユーザ自身に摺接軌跡を描画させるほかに、ユーザにプリセットされた摺接軌跡から
選択させることもできる。
【００５８】
　幾つかの実施例では、以上の手順の順番を逆にしてもよく、例えば、先ず、ユーザに摺
動軌跡後続トリガの操作を定義させた後、摺接軌跡を定義させる。他の実施形態では、前
記システムは、デフォルトのトリガ操作を設定することもでき、例えばデフォルト設定の
トリガ操作を「メッセージをユーザの指定した連絡先に発信する」として設定することで
、ユーザが摺接操作自定義モジュールをアクティブ化したら、「メッセージをユーザの指
定した連絡先に発信する」に対して、対応する摺接操作をデフォルト設定する。
【００５９】
　（二）摺接操作判断プロセス
　入力モジュールの原始情報は、下記の動作を含んでよいが、これらに限定されない。
　（１）タッチパネル上の一点に対応する静的動作である。
　例えば、
　（ａ）クリック：押え付けると直にトリガすること、
　（ｂ）短押し：しばらく押え付けてから持ち上げること、
　（ｃ）長押し：押え付けた後、持ち上げずに移動することもなく、所定の期間の後にト
リガすること
である
　（２）タッチパネル上の一本又は複数本の軌跡に対応する動的摺接操作である。
　例えば、
　（ａ）摺動：押え付けてから移動して持ち上げること、
　（ｂ）複数回摺動：指定の時間間隔に何度で摺動すること、
　（ｃ）二本（複数本）指摺動：同時に二（複数）本の軌跡を生じさせること
である。
【００６０】
　前記摺接操作判断サブモジュールが入力モジュールの原始情報を受け取った後、摺接操
作判断プロセスに入る。本発明は以下の三種の異なる摺接判断モードを備える。
　ダイヤルパッドにおける直接入力モードであり、当該モードの下で、ユーザがダイヤル
パッド上に直接的に摺接軌跡を描画できる。
　独立した摺接識別モードであり、当該モードの下で、ユーザが描画領域に摺接軌跡を描
画できる。
　特殊開始領域の識別モードであり、当該モードの下で、ユーザがシステムの指定領域に
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おいて描画を開始する全ての摺動操作を摺接操作として識別する。
【００６１】
　１．ダイヤルパッドにおける直接入力モード　当該モードの下で、ユーザがダイヤルパ
ッド上に直接的に番号をクリックして入力することができ、又は摺動入力することができ
る。摺接操作判断サブモジュールが、原始情報に基づいて、該動作がクリックか摺接操作
かを判断する。該動作が摺接操作であるか判断するためには、下記の規則が設けられてい
る。
　摺動の開始点と終止点との直線距離が予め設定された閾値を超す場合、当該動作が摺接
操作であると判断する。
　摺動軌跡の長さが予め設定されたある閾値を超す場合、当該動作が摺接操作であると判
断する。
　指でタッチパネルを接触する時間が予め設定された閾値を超す場合、当該動作が摺接操
作であると判断する。
　摺動軌跡が二つのボタンの境界線と交差し、又は同時に二つのボタン領域に現れる場合
、当該動作が摺接操作であると判断する。
　二つ又は複数の接触点が同時に押え付けされる場合、当該動作が摺接操作であると判断
する。
【００６２】
　上記の一つ又は複数の判断基準を自由に組み合せることで、種々の異なるロジックを形
成できる。該動作は、如何なる摺接操作の判断基準に合致しない場合、前記システムによ
りその他の正常操作として解析され、例えば一つのダイヤルアップキーをクリックする操
作となる。
【００６３】
　図３はダイヤルパッド１０３上に直接的に摺接軌跡を描画する見取図であり、数字「７
」を摺動入力し、摺接操作判断動作の基準を満たす場合、対応の機能をトリガできる。
【００６４】
　２．独立した摺接識別モード
　ユーザが予定の操作により、摺接識別モードに移行できる。換言すれば、該摺接識別モ
ードの下で、全ての動作を特定操作の除外の摺接入力として判断される。特定の操作を検
出すると、該摺接識別モードからログアウトする。
【００６５】
　摺接識別モードに移行する予定操作は、
　スクリーン上のボタンをクリックすること、
　一つの音声コマンドを送信すること、
　携帯電話を揺動すること、
　一つのハードウェアボタンを押すこと、
　他の入力設備により前記携帯式端末設備に一つの指令を送信すること、
　タッチパネル上に特定形状の軌跡を描画することを包含しても良く、これらに限定され
ない。
【００６６】
　特定操作は、「ログアウト」ボタンをクリックすること、又は音声もしくは他の入力設
備により前記携帯式端末設備にログアウトの指令を入力すること、又は特定のファンクシ
ョンキーボタンをクリックすること、又は前記携帯式端末設備を持って特定動作をし、例
えば前記携帯式端末設備を反転させ、摺接識別モードからログアウトすること等を含む。
【００６７】
　図４の示すように、特定インターフェースの底部機能領域１０４で摺接操作ファンクシ
ョンキー１０５をクリックすると、摺接識別モードに入ることができる。展開する摺接入
力識別領域で摺接入力できる。
【００６８】
　３．特殊開始領域の識別モード
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　携帯式端末設備上の幾つかのインターフェースで、ユーザが一つの特定の領域で接触点
を押え付け、その後の摺動を摺接入力として判断できる。
【００６９】
　図５の示すように、連絡先リストで、スクリーン右下方の正方形領域から摺動を開始す
ると、摺接入力すると判断できる。さらに、図６の示すように、例えば「小」を摺動入力
すると、連絡先画面で「小」を含む連絡先リストを選別できる。
【００７０】
　上記の三種識別モードに同時に入ることができる。例えば、ユーザがダイヤルアップキ
ーボード上に直接に摺接入力してもよく、特定開始領域で摺動操作を開始してもよい。
【００７１】
　ユーザの動作が一つの摺接操作であると判断される場合には、摺接入力識別プロセスに
移行する。さもなくば該動作が他の正常操作をトリガすることができ、例えばダイヤルパ
ッド上に一つの数字ボタンをクリックする動作が一つの数字の入力をトリガする。
【００７２】
（三）摺接入力識別プロセス
　摺接識別処理手順は、以下に示す。
【００７３】
　（１）摺接操作判断サブモジュールから伝送された摺接データを受取して分析する。
【００７４】
　（２）摺接操作が単一筆画の入力か複数筆画の入力かを判断する。
【００７５】
　（３）対比分析により、事前定義の摺接入力、自定義の摺接入力、数字、字母、筆画、
手書き文字を含む摺接操作の種類を得る。識別可能な摺接操作は、以下の種類を包含して
よく、これらに限定されない。
　　（ａ）数字、例えば「１、２、３…」、
　　（ｂ）字母、例えば「ａ、ｂ、ｃ…」、
　　（ｃ）筆画、例えば「横長、折曲、左払い、右払い」等、
　　（ｄ）漢字、例えば「王、張」等、
　　（ｅ）その他の手書き文字、例えば日本語文字、韓国語文字、タイ語文字等、
　　（ｆ）事前定義又は自定義された摺接軌跡、例えば
【表１】

等である。
【００７６】
　（４）摺接入力データベース中に既に定義された摺接軌跡にマッチングし、例えば一つ
又は複数のマッチングする摺接軌跡を見付け、次の手順に入る。さもなくば、ユーザに新
規の摺接操作を設定するよう提示し、又は摺接軌跡を改めて入力する。
【００７７】
　（５）種々の影響要素（例えば連絡先の連絡頻度等）により摺接軌跡の可能性を計算し
てソーティングする。
　その中で、摺接軌跡の可能性は摺接軌跡の相似度により決定されるだけでなく、摺接操
作に対応する後続トリガ操作又はその操作対象により決定されるものでもある。例えば、
一つの常用連絡先のダイヤルアップ操作の可能性が他方の常用ではない連絡先のダイヤル
アップ操作より大きい。また、例えば、ある指定の連絡先に対して、ダイヤルアップ操作
の可能性がそのＳＮＳホームページへの閲覧操作より大きい。最終、摺接軌跡の可能性は
、摺接軌跡の相似度及びその他の種々な影響要素により加重してなる。該手順は選択可能
なものである。幾つかの実施例では、摺接軌跡の可能性は、完全に摺接軌跡相似度により
決定される。
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【００７８】
　（６）ソーティング結果が第一位となる摺接軌跡と他の摺接軌跡との可能性の差異が比
較的大きくなると、直接的に最可能な摺接軌跡を摺接識別結果として選択し、さもなくば
複数の摺接識別結果をユーザに選択されるように表示する。
　その中で、一つのユーザ摺接操作に複数の対応する可能な摺接軌跡が存在する時、前記
システムはユーザにそのうちの一つの摺接軌跡選択されるよう提示できる。該手順も選択
的である。少しの実施例では、前記システムは常に最も可能な摺接軌跡を識別結果として
選択できる。
【００７９】
　（７）摺接識別結果を出力して対応の操作をトリガする。
　その中で、摺接識別結果が一つの自定義又は事前定義の摺接操作である場合、その対応
する操作を実行できる。識別結果が一つの数字である場合、数字をダイヤルアップシーケ
ンスに追加できる。識別結果が一つの字母である場合、字母を検索シーケンスに追加する
と共に、該字母を包含する連絡先を全て送り返すことができる。識別結果が一つの筆画で
ある場合、筆画を検索シーケンスに追加すると共に、順次に該筆画を包含する連絡先を全
て送り返すことができる。識別結果が一つの漢字又は他の言語手書き文字である場合、漢
字又は手書き文字を検索シーケンスに追加すると共に、該漢字又は手書き文字を順番に包
含する連絡先を全て送り返すことができる。
　その中で、手順（５）、（６）は選択可能なものである。
【００８０】
　また、本発明のシステムに採用される摺接入力識別アルゴリズムは、ＳＶＭ分類器によ
り異なる摺接軌跡への判断を処理し、字母、数字、手書き及び筆画等を分類して識別する
。データ分類においては既に分類された訓練データに基づいて、ユーザの摺接入力及び設
定の習慣を収集して、さらに訓練することにより一つの分類器を形成している。そうして
分類器により、分類されていないデータの種類を判断する。図７に示すように、摺接入力
分類器の処理手順は、以下の通りである。
【００８１】
　（１）入力モジュールがユーザの摺接入力信号を受取すると共に、ベクトル座標上の点
排列に変換する。
　（２）ウェーブフィルターからノイズフリーパスを出力して空間座標に変換し、分類器
に発送する。
　（３）分類器により分析識別結果の摺接入力セットを得る。
　（４）最終にユーザに伝送して正確な摺接操作に応答し、それと共にユーザのデータを
分類器にフィードバックし、分類器を訓練し続ける。
【００８２】
　サポートベクターマシーンは分類境界の方法に基づき、その基本原理（二次元データを
例とする）は、訓練データが二次元平面における点に分布する場合には、それらのデータ
はその分類により異なる領域に集中する。分類境界に基づく分類アルゴリズムの目標は、
訓練により、これらの分類間の境界（直線のものを線形区分と称し、曲線のものを非線形
区分と称する）を見付けることにある。多次元データ（例えばＮ次元）が、Ｎ次元空間に
おける点と見なされることで、分類境界がＮ次元空間にある面であり、超面（超面がＮ次
元空間より一次元だけ少ない）と称する。線形分類器は超平面タイプの境界を使用し、非
線形分類器は超曲面を使用する。
【００８３】
　図８の示すように、元データは一本の直線（データが二次元のみの場合）又は一つの超
平面により区分できる。線形サポートベクトル分類器については、
分類面：
【数１】
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【数２】

となる。
　上記式で求めた（最適な解答及びアルゴリズムを別途に説明する）後、以下の式を満た
す。
【数３】

【００８４】
　ここで、線形サポートベクターマシーンは最大間隔法に基づく。該問題は二次計画問題
であり、ラグランジュ関数により問題及び制約条件を併合して最適化し、且つ双対理論を
利用することで、前記分類最適化問題を解決する。
【００８５】
　以下、本発明の好適な摺接操作定義の実施例を挙げる。
【００８６】
　１．摺接入力の初期事前定義：アドレス帳に対してユーザの最も常用動作の統計により
、対応する摺接操作を提案すると共に、ユーザが自己の使用習慣に基づいて修正編集する
ことを許可する。
【００８７】
　例えば、既に入力された全部の内容をクリアすること、最終の通話番号を直接にダイヤ
ルアップすること、及び全ての通話履歴等をクリアすることである。
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【表２】

　その中で、丸い点が開始点を表す。
【００８８】
　具体の実施形態は次の通りである。
【００８９】
　（１）全ての通話履歴を素早くクリアする。
　実施手順は以下に示す。ダイヤルパッド上に定義された摺接軌跡を入力する。ユーザが
確認するための提示用ウィンドウ「全ての通話履歴をクリアするか」をポップアップする
。確認されると、この操作は完了する。
【００９０】
　摺接入力修正手順は以下に示す。摺接入力設定リスト画面に入る。「全ての通話履歴を
クリアする」動作を選択する。摺接入力編集画面に入る。この摺接操作を連想できる一つ
の軌跡、例えば「Ｘ」を入力して保存する。ユーザが摺接操作を自定義で編集することを
許可し、且つ複数筆画の入力をサポートする。
【００９１】
　（２）通話履歴画面の一番目の番号を直接にダイヤルアップする。
　実施手順は次の通りである。ダイヤルパッド上に定義された摺接軌跡「Ｌ」を入力する
と、短縮的にリストにある一番目の番号を直ちにダイヤルアップできる。現在の大画面ス
マートフォンの場合、多くのユーザがリストの第一行の位置をクリックしにくいことに対
しては、指の摺動距離が大きいため、当該問題は、この短縮摺接操作により解決できる。
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【００９２】
　摺接入力修正手順は以下に示す。摺接操作設定リスト画面に入る。「通話履歴画面にお
ける一番目の番号を直接にダイヤルアップする」動作を選択する。摺接操作編集画面に入
る。当該摺接操作を連想可能な一動作、例えば「１」を入力して保存する。ユーザが摺接
軌跡を自定義編集することを許可すると共に、複数筆画入力をサポートする。
【００９３】
　（３）連絡先の短縮設定
　実施手順は以下に示す。ダイヤルパッド上に、定義された摺接軌跡「＋」を入力する。
　システムの新規連絡先設定プログラムを実行する。
【００９４】
　摺接入力の修正手順は以下に示す。摺接操作設定リスト画面に入る。「連絡先の短縮設
定」動作を選択する。摺接操作編集画面に入る。この摺接操作を連想可能な一動作、例え
ば「Ｎ」を入力して保存する。ユーザが摺接軌跡を自定義編集することを許可すると共に
、複数筆画入力をサポートする。
【００９５】
　また、更に連絡先リスト又は通話履歴リストインターフェースで摺接入力を初期事前定
義することもできる。例えば、次の手順を実施することができる。すなわち、通話履歴リ
スト又は連絡先リスト中で、指定の連絡先を確定する。指定の連絡先項目におおいて左か
ら右に摺動し、当該指定連絡先の電話をダイヤルアップする。又は、指定の連絡先項目に
おいて右から左に摺動し、当該指定連絡先にメッセージを発信する。
【００９６】
　摺接入力の修正手順は以下に示す。摺接操作設定リスト画面に入り、「ダイヤルアップ
」動作を選択し、摺接操作編集画面に入り、当該摺接操作を連想できる一動作を入力し、
例えば連絡先項目において左から右に摺動し、保存する。同様に、「メッセージを発信す
る」動作を選択し、摺接操作編集画面に入り、この摺接操作を連想できる一動作を入力し
、例えば連絡先項目において右から左に摺動し、保存する。
【００９７】
　２．摺接入力の自定義：、比較的多いダイヤルアップ動作をユーザに提供し、その動作
編集はユーザにより完成する。例えば、ある連絡先の番号を直接にダイヤルアップするこ
と、ある連絡先のある番号にメッセージを直接に発信すること、ある連絡先のｓｎｓペー
ジに直接に入ること、グルーピングされた連絡先を調べること等である。
【００９８】
　自定義摺接入力の具体な手順は、図９に示す。
　すなわち、
　自定義の摺接入力を選択すること、
　摺接入力に対応する後続操作又は機能を確定し、新しい摺接操作設定画面に入ること、
　新規摺接操作の編集を完成して保存すること、
　ダイヤルパッド又は連絡先画面に対応の摺接軌跡を入力すること、
　対応の操作又は機能をトリガすることである。
【００９９】
　具体の実施形態は、次の通りである。
　（１）ある連絡先の番号を直接的にダイヤルアップする。
　従来の操作方法は、連絡先を検索すること、検索リストを得ること、検索したい連絡先
を選択すること、番号を選択すること、ダイヤルアップすることである。
【０１００】
　摺接操作手順は、次の通りである。
　（ａ）新規摺接操作設定画面に入り、ダイヤルアップするという後続操作を選択すると
共に、それに対応する摺接軌跡を自定義し、図１０Ａに示す。
　（ｂ）関連付けようとする番号又は連絡先を選択し、前記対応機能に関連する摺接軌跡
を入力し、例えば摺接軌跡
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【表３】

を１３０００００００００との番号に関連付け、保存してからログアウトすることで、１
３０００００００００との番号をダイヤルアップする新規摺接操作の編集を完成する（図
１０Ｂ）。
　（ｃ）連絡先画面又はダイヤルアップインターフェースで、設定された摺接軌跡である

【表４】

を入力する（図１０Ｃ）。
　（ｄ）摺接操作識別モジュールが、取得された摺接軌跡を分類判断し、最終的に精確な
マッチング結果を出力モジュールに伝送し、即ち、
【表５】

が対応する１３０００００００００との番号をダイヤルアップシーケンスに追加する。
　（ｅ）直接的にシステムのダイヤルアッププログラムを起動する。自定義摺接操作の編
集を完成した後、自定義の摺接操作により、パターン化した摺接軌跡に基づき、指定の連
絡先にダイヤルアップしたり、メッセージを発信したり、メールを送信したり、インスタ
ントメッセージを発信したり、さらに、ＳＮＳホームページを調べて閲覧したりするとい
った後続トリガ操作を直接に実現する。
【０１０１】
　（２）ある連絡先のある番号にメッセージを直接に発信する。
　従来の操作方法は、連絡先を検索すること、検索リストを得ること、検索した連絡先を
選択すること、詳細な画面に入って閲覧すること、番号を選択すること、メッセージを編
集することである。
【０１０２】
　摺接操作は、下記に示す。
　（ａ）新規摺接操作設定画面に入り、メッセージ送信の摺接操作を選択する。
　（ｂ）関連付けようとする番号又は連絡先を選択し、対応する機能の摺接軌跡を入力し
、例えば
【表６】

を１３０００００００００という番号に関連付けて保存した後、ログアウトすることで、
１３０００００００００という番号にメッセージを発信する新規摺接操作の編集を完成す
る。
　（ｃ）連絡先画面又はダイヤルアップインターフェースに、設定された摺接軌跡、すな
わち、

【表７】

を入力する。
　（ｄ）摺接操作識別モジュールが、取得された摺接軌跡を分類判断し、最終的に精確
なマッチング結果を出力モジュールに伝送し、即ち、
【表８】

が対応する１３０００００００００という番号を、メッセージを発信する目標番号シーケ
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ンスに追加する。
　（ｅ）メッセージモジュールを直接に起動し、１３０００００００００という番号にメ
ッセージを発信するためのメッセージ編集画面に入る。
【０１０３】
　（３）ある連絡先のｓｎｓページに直接に入る。
【０１０４】
　摺接操作：
　（ａ）新規摺接操作設定画面に入り、アドレス帳のうち自己のｓｎｓアカウントをバイ
ンドした連絡先を選択し、該指定連絡先ＳＮＳページに直接に入ることに対応する新規摺
接操作の編集を完成する。例えば、摺接操作「Ｗ」が「張三」のウェイボー（ＷＥＩＢＯ
［登録商標］）を直接に開くことを表す。
　（ｂ）連絡先画面又はダイヤルアップインターフェースにおいて、設定の摺接軌跡を入
力し、例えば「Ｗ」を入力する。
　（ｃ）摺接操作識別モジュールが、取得された摺接軌跡を分類判断し、最終的に精確マ
ッチング結果を出力モジュールに伝送する。
　（ｄ）カレントのユーザか対応のｓｎｓクライアント末端をインストールするかを判断
し、インストールされた場合には、直ちに起動し、インストールされない場合には、ウェ
ブページによりロードする。
【０１０５】
　（４）イベント、動作又はコマンドの中国語又は外国語の頭文字符号を該コマンドの摺
動軌跡操作とする。
　例えば、「ａ」は「連絡先の全て選定」（Ａｌｌ）摺接軌跡を表示する。「ｃ」は「連
絡先のコピー」（ｃｏｐｙ）を表示する。
　また、図１１に示すように、「え」との日本語文字を摺接入力することで、当該母音を
始めとする連絡先情報を検索できる。
【０１０６】
　（５）連絡先の短縮同期
　ＳＩＭカードの連絡先を携帯電話にコピーし、携帯電話の連絡先をＳＩＭカードにコピ
ーし、ｅｍａｉｌの連絡先を携帯電話／ＳＩＭカードと同期すること等を含む。新規摺接
操作設定画面により、対応する操作の摺接軌跡を定義することで、前記の同期を素早く完
成できる。
【０１０７】
　（６）連絡先グルーピングの摺接操作：
　例えば円形が家族メンバーを表し、方形が同僚を表し、三角形が友人を表すことで、ダ
イヤルパッド又は連絡先画面においてグルーピングに基づいて連絡先を素早く検索して追
加することができる。また、特定群の連絡先について複数本指でスケーリングすることで
幾つかの機能をトリガし、例えばマッチングするデバイス群に対して、連絡先を送信した
り、クラウドバックアップしたり、又は連絡先を更新したりする等である。
【０１０８】
　３.漢字及び筆画：ユーザがアドレス帳で漢字又は連絡先情報のあるキーワードの筆画
を入力することで素早くに連絡先を検索しようとする時、入力された摺接軌跡と摺接入力
データベースとを対比しながら検索する。例えば、ユーザがダイヤルパッド又は連絡先検
索画面に、「張」を直接に入力し、連絡先関連表現中に「張」を包含する全てのマッチン
グ結果が得られる。
【０１０９】
　具体の実施形態は、次の通りである。
　（１）
【表９】
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を入力することで、マッチングする摺接軌跡を直ちに検索する。また、カレントのユーザ
ＳＩＭカードが中国通信事業者のものの場合には、相似度の最も高い漢字又は筆画を送り
返し、例えば
【表１０】

である。非中国通信事業者のＳＩＭカードの場合には、相似度の最も高い字母を送り返し
、例えば字母ｍである。
　好ましくは、既に設定された摺接操作が存在する場合には、所望の検索結果をユーザに
選択させるように提示枠をポップアップし、又は対応のトリガ操作を直ちに実行する。さ
もなくば、漢字筆画又は字母だけを送り返す。
　（２）「張」を入力することで、連絡先の氏名の情報中に「張」字を包含する結果を検
索できる。
　（３）筆画と摺接入力との複合操作により、メッセージの素早い大量発信を実現し、そ
の手順は次の通りである。
　（ａ）連絡先画面又はダイヤルアップインターフェースに、「王さん」及び摺接軌跡

【表１１】

を連続的に入力する。
　（ｂ）摺接操作識別モジュールが、取得された筆画及び摺接軌跡を分類判断し、最終的
に精確なマッチング結果を出力モジュールに伝送する。
　（ｃ）連絡先画面では、先ず「王さん」を包含する結果が送り返される。
　（ｄ）次ぎに、摺接入力に対応する機能が送り返され、情報発送インターフェースを直
接に起動する。
【０１１０】
　前記携帯式端末設備で摺接操作による入力補助の制御のシステムとその方法を採用し、
従来のダイヤルアップ及び連絡検索等の複雑な操作過程を代替して、アドレス帳ソフトウ
ェアに基づき簡単な摺接操作を入力することにより、短縮ダイヤルアップ及び連絡先検索
等の操作を実現できる。アドレス帳ソフトウェアへのユーザの常用且つ煩瑣の使用手順を
大きく簡略化させるだけでなく、ユーザの使用手順も簡略化させ、ユーザに大きな便利性
を与え、簡単かつ高効率であり、作動性能が安定して信頼可能なものであり、適用範囲が
広く、携帯式端末設備の更なる大規模の普及応用に堅実な基礎を築く。
【０１１１】
　この明細書で、本発明はその特定の実施例を参照して説明されたが、もちろん依然とし
て種々の修正及び変換できることが本発明の精神及び範囲を背離しない。このため、その
明細書及び図面が制限的なものでなく説明的なものであると認めるべきである。当業者に
とって、本発明の方法を離脱しない前提で、更に若干の改良及び補充を行うことができ、
これらの改良及び補充も本発明の保護範囲にあると見なすべきである。凡そ当業者として
、本発明の精神及び範囲を離脱しない場合には、上記の開示された技術内容を利用して加
える種々の変動、修飾及び変遷の等同変化は、何れも本発明による等効な実施例である。
　また、凡そ本発明の実質技術を依拠にして前記実施例に加える如何なる等同変化の変動
、修飾と変遷は、何れも依然として本発明の技術方案の範囲内に属する。
【０１１２】
　また、本発明における全ての箇所（特許請求の範囲、明細書、図面、要約書、選択図を
包含し）に現れる様々な名詞、対象客体名称、術語、表現方法は、単数の場合に限定され
ることなく、存在しうる複数の場合も含み、更にも他の言語種類の制限形式で表現される
場合を含む。そのため、翻訳文の特許出願書類の保護範囲は、出願書類の元の言語種類の
様式・表現方法により制約を受けることがない。
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