
(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　

前記第１の方式がたたくことであり、前記第２の方式が前記たたくことよりも長い時間で
押すことであ 法。
【請求項２】
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情報またはメッセージを携帯装置に入力するために、象徴的な文字を当該文字のバリエ
ーションの文字に変更する方法であり、前記携帯装置が、
象徴的な文字を入力するための複数の第１のキーを有するキーパッドと、該キーパッドを
ディスプレイに動作可能に接続させ、前記象徴的な文字を表示するための手段とからなり
、前記キーパッドが、前記変更を生じさせるための、第１のキーと異なる１つの第２のキ
ーを含み、
変更される象徴的な文字を入力する工程、および
表示された象徴的な文字が、対応するバリエーションの文字に置換されるまで前記第２の
キーを少なくとも１回押す工程を含み、前記表示された象徴的な文字が、少なくとも１つ
の音調のバリエーションの文字および少なくとも１つの発音を区別するバリエーションの
文字を有するアルファベットの文字からなり、前記第２のキーが、当該少なくとも１つの
発音を区別するバリエーションの文字を選択するための第１の方式および当該少なくとも
１つの音調のバリエーションの文字を選択するための第２の方式で手動操作され、

る方

情報またはメッセージを携帯装置に入力するために、象徴的な文字を当該文字のバリエ
ーションの文字に変更する方法であり、前記携帯装置が、



前記第２の方式がたたくことであり、前記第１の方式が前記たたくことよりも長い時間で
押すことであ 法。
【請求項３】
　

前記表示された象徴的な文字が、少なくとも１つ
の音調のバリエーションの文字および少なくとも１つの発音を区別するバリエーションの
文字を有するアルファベットの文字からなり、前記キーパッドが前記第１のキーおよび第
２のキーと異なる第３のキーを有し、前記第２のキーが、前記少なくとも１つの発音を区
別するバリエーションの文字を選択するために用いられ、前記第３のキーが、前記少なく
とも１つの音調のバリエーションの文字を選択するために用いられ 法。
【請求項４】
　

前記表示された象徴的な文字が、少なくとも１つの音調のバ
リエーションの文字および少なくとも１つの発音を区別するバリエーションの文字を有す
るアルファベットの文字からなり、前記第２のキーが、第１の方式および第２の方式で押
されることが可能であり、前記選択手段が、前記第１の方式に基づいて前記少なくとも１
つの発音を区別するバリエーションの文字を選択し、かつ前記第２の方式に基づいて前記
少なくとも１つの音調のバリエーションの文字を選択す 帯装置。
【請求項５】
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象徴的な文字を入力するための複数の第１のキーを有するキーパッドと、該キーパッドを
ディスプレイに動作可能に接続させ、前記象徴的な文字を表示するための手段とからなり
、前記キーパッドが、前記変更を生じさせるための、第１のキーと異なる１つの第２のキ
ーを含み、
変更される象徴的な文字を入力する工程、および
表示された象徴的な文字が、対応するバリエーションの文字に置換されるまで前記第２の
キーを少なくとも１回押す工程を含み、前記表示された象徴的な文字が、少なくとも１つ
の音調のバリエーションの文字および少なくとも１つの発音を区別するバリエーションの
文字を有するアルファベットの文字からなり、前記第２のキーが、当該少なくとも１つの
発音を区別するバリエーションの文字を選択するための第１の方式および当該少なくとも
１つの音調のバリエーションの文字を選択するための第２の方式で手動操作され、

る方

情報またはメッセージを携帯装置に入力するために、象徴的な文字を当該文字のバリエ
ーションの文字に変更する方法であり、前記携帯装置が、
象徴的な文字を入力するための複数の第１のキーを有するキーパッドと、該キーパッドを
ディスプレイに動作可能に接続させ、前記象徴的な文字を表示するための手段とからなり
、前記キーパッドが、前記変更を生じさせるための、第１のキーと異なる１つの第２のキ
ーを含み、
変更される象徴的な文字を入力する工程、および
表示された象徴的な文字が、対応するバリエーションの文字に置換されるまで前記第２の
キーを少なくとも１回押す工程を含み、

る方 　

象徴的な文字を入力するための第１のキーを有するキーパッド、および該キーパッドを
ディスプレイに動作可能に接続させ、入力された前記象徴的な文字を表示するための手段
を有し、前記キーパッドが、押すことによって入力された象徴的な文字を当該文字のバリ
エーションへ変更するための、前記第１のキーと異なる少なくとも１つの第２のキーを含
んでなる携帯装置であって、該装置が、
前記押すことおよび前記入力された象徴的な文字に応じて、当該入力された象徴的な文字
に対応するバリエーションの文字を選択し、選択されたバリエーションの文字を示す信号
を与える手段と、
当該信号に応じて、選ばれたバリエーションの文字を入力された象徴的な文字の代わりに
表示させる手段とからなり、

る携

象徴的な文字を入力するための第１のキーを有するキーパッド、および該キーパッドを
ディスプレイに動作可能に接続させ、入力された前記象徴的な文字を表示するための手段
を有し、前記キーパッドが、押すことによって入力された象徴的な文字を当該文字のバリ
エーションへ変更するための、前記第１のキーと異なる少なくとも１つの第２のキーを含
んでなる携帯装置であって、該装置が、



前記表示された象徴的な文字が、少なくとも１つの音調のバ
リエーションの文字および少なくとも１つの発音を区別するバリエーションの文字を有す
るアルファベットの文字からなり、前記キーパッドが前記第１のキーおよび第２のキーと
異なる第３のキーを有し、前記選択手段が、前記第２のキーを押すことに基づいて前記少
なくとも１つの発音を区別するバリエーションの文字を選択し、かつ前記第３のキーを押
すことに基づいて前記少なくとも１つの音調のバリエーションの文字を選択す 帯装置
。
【請求項６】
　

前記表示された象徴的な
文字が、少なくとも１つの第１のバリエーションの文字および少なくとも１つの第２のバ
リエーションの文字を有 、前記第２のキーが、前記少なくとも１つの第１のバリエーシ
ョンの文字を選択するために第１の方式で押されることが可能であり、かつ前記少なくと
も１つの第２のバリエーションの文字を選択するために第２の方式で押されることが可能
である 。
【請求項７】
　

【請求項８】
　

前記第１のキーが英数 らなり、前記第２のキーが星キーか
らなり ３のキーがポンドキーからなる
【発明の詳細な説明】
【０００１】
【発明の属する技術分野】
本発明は特殊文字を用いて携帯装置に情報を入力する方法および装置に関する。
【０００２】
【従来の技術および発明が解決しようとする課題】
ベトナム語は、東南アジアの言語の一つである。ベトナム語は、ベトナム語の特殊文字を
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前記押すことおよび前記入力された象徴的な文字に応じて、当該入力された象徴的な文字
に対応するバリエーションの文字を選択し、選択されたバリエーションの文字を示す信号
を与える手段と、
当該信号に応じて、選ばれたバリエーションの文字を入力された象徴的な文字の代わりに
表示させる手段とからなり、

る携
　

電子装置に象徴的な文字を入力するための第１のキーを有するキーパッドであって、前
記電子装置が該キーパッドに動作可能に接続され、入力された前記象徴的な文字を表示す
るためのディスプレイを有し、
少なくとも１回押されたときに、入力された象徴的な文字を当該文字のバリエーションへ
変更するための、第１のキーと異なる１つの第２のキーを備え、

し

キーパッド

電子装置に象徴的な文字を入力するための第１のキーを有するキーパッドであって、前
記電子装置が該キーパッドに動作可能に接続され、入力された前記象徴的な文字を表示す
るためのディスプレイを有し、
少なくとも１回押されたときに、入力された象徴的な文字を当該文字のバリエーションへ
変更するための、第１のキーと異なる１つの第２のキーを備え、前記表示された象徴的な
文字が、少なくとも１つの第１のバリエーションの文字および少なくとも１つの第２のバ
リエーションの文字を有し、前記キーパッドがさらに前記第１のキーおよび第２のキーと
異なる第３のキーを備え、前記第２のキーが少なくとも１つの第１のバリエーションの文
字を選択するために使用され、前記第３のキーが少なくとも１つの第２のバリエーション
の文字を選択するために使用されるキーパッド。

電子装置に象徴的な文字を入力するための第１のキーを有するキーパッドであって、前
記電子装置が該キーパッドに動作可能に接続され、入力された前記象徴的な文字を表示す
るためのディスプレイを有し、
少なくとも１回押されたときに、入力された象徴的な文字を当該文字のバリエーションへ
変更するための、第１のキーと異なる１つの第２のキーを備え、前記表示された象徴的な
文字が、少なくとも１つの第１のバリエーションの文字および少なくとも１つの第２のバ
リエーションの文字を備え、前記キーパッドがさらに前記第１のキーおよび第２のキーと
異なる第３のキーを備え、 字か

、第 キーパッド。　



含んでいるが、左から右へ書かれ、ラテン語の筆記体に基づいている。ベトナム語では、
文字が大文字および小文字の両方で表わすことができる。中国語およびタイ語のように、
ベトナム語は、音調（ tonal）の言語である。このことは、単語が発音される方法がその
意味を決定することを意味する。
【０００３】
ベトナム語には、大文字および小文字の両方に１７個の子音
【外１】
　
　
　
があり、３４個の子音を結果として生じる。これらの子音のうち、３２個が通常の英語の
アルファベットであることが見出されるが、２個の例外は
【外２】
　
　
　
（１本の線を有するＤとｄ）である。ベトナム語のアルファベットは、１２個の母音を含
み、そのうちの６個（ａ、ｅ、ｉ、ｏ、ｕ、およびｙ）が西洋の言語に共通する。図１に
示されるような残りの６個：
【外３】
　
　
　
（（曲折アクセント記号を有するａ）、
【外４】
　
　
　
（短音符号を有するａ）、
【外５】
　
　
　
（曲折アクセント記号を有するｅ）、
【外６】
　
　
　
（曲折アクセント記号を有するｏ）、
【外７】
　
　
（角を有するｏ）、および
【外８】
　
　
　
（角を有するｕ））は、区別的発音符を通常の母音に組み合わせることによって表わされ
る。
【０００４】
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さらに、ベトナム語には、６個の異なる音調がある。５個の音調は、ニュートラルな音調
を除き、音調マークで印が付されており、１２個の母音のうちのいずれにも起こる。象徴
的には、６個の異なる音調は、ニュートラル（ neutral）、鋭いアクセント（ acute accen
t）、ティルデ（ tilde）、重々しいアクセント（ grave accent）、上のフック（ hook abo
ve）および下のドット（ dot below）と呼ばれる。図２は「ｇａ」という単語の音調のバ
リエーションを示す。
【０００５】
母音は、組み合わせて用いることができる。図３にはいくつかの例が示されている。母音
が組み合わされた形態で用いられるとき、音調を変更するために音調のマークが１つだけ
必要とされる。たとえば、以下の単語、「ｈａｉ」、「ｎｇｅｏ」、「ｔｉｅｕ」、「ｔ
ｈｕｙ」および「ｎｇｕｙｅｎ」には２個以上の母音があるが、図４に示されるように各
単語には１つだけ音調のマークが使われる。
【０００６】
１２個の母音のそれぞれが６個の音調のうちのいずれにも存在し得る。したがって、音調
のマークを有する母音の組合せは、大文字および小文字の両方において７２個の母音が結
果として生じる。図５に示されるように、音調のバリエーションを含むベトナム語の母音
の全体の数は１４４個である。
【０００７】
通常の電話のキーパッドでは、図６に示されるように、通常、アルファベットの文字を入
力するために８個のキーが用いられる。図６に示されるように、電話機１はキーパッド１
０を有し、以下のアルファベットの文字を入力するためにキー１０２、１０３、１０４、
１０５、１０６、１０７、１０８、および１０９だけが使われる。
【０００８】
２ＡＢＣ、３ＤＥＦ、４ＧＨＩ、５ＪＫＬ、６ＭＮＯ、７ＰＱＲＳ、８ＴＵＶ、９ＷＸＹ
Ｚ
【０００９】
さらに、図１に示されるように、キーパッド１０は、以下の少なくとも４個の他のキー１
０１、１１０、１１１および１１２を有している。
【００１０】
１、＊、０、＃
【００１１】
図１に示されるように、電話１は、入力されたアルファベットの文字を表示するための、
キーパッド１０に動作可能に接続されたディスプレイ４も有している。
【００１２】
たとえメッセージが大文字または小文字のいずれかを用いて電話を通して入力されても、
主として１４４個の母音が原因で、メッセージをベトナム語で入力するのに充分なキーが
ない。
【００１３】
したがって、電話キーパッド上のキーを用いて、メッセージまたは情報をベトナム語で電
話機に入力する方法を提供することは、有効であるとともに望ましい。
【００１４】
本発明の主要な目的は、通常の電話キーパッドを使って、特殊文字および／または音調の
マークを有するベトナム語または他の言語で、メッセージまたは情報を入力する方法を提
供することである。
【００１５】
この目的は、通常のアルファベットの文字を特殊文字に変更するために、キーパッドの少
なくとも１つのファンクションキーを用いて達成され得る。前記特殊文字は、アルファベ
ットの文字のバリエーション、すなわち音調のマークを有する同じアルファベットの文字
であってもよい。
【００１６】
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【課題を解決するための手段】
本発明の第１の態様によれば、情報またはメッセージを電話機に入力するために、アルフ
ァベットの文字を当該文字のバリエーションに変更する方法であり、前記電話が、
アルファベットの文字を入力するための英数字キーを有するキーパッドと、該キーパッド
をディスプレイに動作可能に接続させ、前記アルファベットの文字を表示するための手段
とからなり、前記キーパッドが少なくとも１つのファンクションキーを含む方法である。
【００１７】
前記方法は、変更されるアルファベットの文字を入力する工程、および
表示されたアルファベットの文字が、対応するバリエーションに代わるまで、少なくとも
１つのファンクションキーを押す工程を含む方法である。
【００１８】
とくに、ファンクションキーが星キー（＊）およびポンドキー（＃）を含むときには、入
力されたアルファベットの文字を変更するために星キーを押すことが好ましい。しかし、
同様な変化を起こすためにポンドキーを押すことは可能であり、また、意図される変化を
起こすために星およびポンドキーの両方を同時にまたは逐次に使用することも可能である
。
【００１９】
好ましくは、変更されるアルファベットの文字は母音を表すが、子音の文字を対応するバ
リエーションに変更することも可能である。
【００２０】
好ましくは、入力されたアルファベットの文字が複数の異なるバリエーションを有すると
き、異なるバリエーションのうちの１つが、星キーが押される回数に基づいて選ばれる。
また、星キーが押される時間に基づいて異なるバリエーションのうちの１つを選ぶことも
可能である。
【００２１】
好ましくは、バリエーションは、入力された母音の文字の音調のバリエーションを表わし
ているが、特殊文字が入力された母音の文字の音の修正を表わすことも可能である。
【００２２】
本発明の第２の態様によれば、アルファベットの文字を入力するための英数字キーを有す
るキーパッド、および該キーパッドをディスプレイに動作可能に接続させ、入力された前
記アルファベットの文字を表示するための手段を有し、
前記キーパッドが、押すことによって入力されたアルファベットの文字を当該文字のバリ
エーションへ変更するための少なくとも１つのファンクションキーを含み、
前記押すことおよび前記入力されたアルファベットの文字に応じて、当該入力されたアル
ファベットの文字に対応するバリエーションの文字を選択し、選択されたバリエーション
の文字を示す信号を与える手段と、
当該信号に応じて、選ばれたバリエーションの文字を入力されたアルファベットの文字の
場所に表示させる手段とからなる携帯装置である。
【００２３】
好ましくは、ファンクションキーが星キー（＊）およびポンドキー（＃）を含むときには
、入力されたアルファベットの文字を変更するために少なくとも星キーを押すことが好ま
しい。しかし、同様な変化を起こすためにポンドキーを押すことは可能であり、また、意
図される変化を起こすために星およびポンドキーの両方を同時にまたは逐次に用いること
も可能である。
【００２４】
好ましくは、変更されるアルファベットの文字は母音を表わすが、子音の文字を対応する
特殊文字に変更することも可能である。
【００２５】
好ましくは、入力されたアルファベットの文字が複数の異なるバリエーションを有すると
き、異なるバリエーションのうちの１つが、星キーが押される回数に基づいて選ばれる。
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また、星キーが押される時間に基づいて異なるバリエーションのうちの１つを選ぶことも
可能である。
【００２６】
好ましくは、選択手段が、星キーが押される回数または星キーが押される時間に基づいて
、入力されたアルファベットの文字に対応するバリエーションの文字を選ぶための、対照
表（ lookup table）を備えている。
【００２７】
本発明の第３の態様によれば、電子装置にアルファベットの文字を入力するための英数字
キーを有するキーパッドであって、前記電子装置が該キーパッドに動作可能に接続され、
入力された前記アルファベットの文字を表示するためのディスプレイを有し、
少なくとも１回押すことによって、入力されたアルファベットの文字を当該文字のバリエ
ーションへ変更するための、英数字キーと異なる少なくとも１つのさらなるキーを備えた
キーパッドである。
【００２８】
好ましくは、前記さらなるキーが、星キーからなる。
【００２９】
その代わりに、前記さらなるキーが、ポンドキーからなる。
【００３０】
【発明の実施の形態】
本発明は、図７から２０に関連する記載を読むことで明らかになるであろう。
【００３１】
本発明の好ましい実施の形態では、図７に示されるように、電話機１は、発音を区別する
バリエーションを有する言語で情報を入力するためのキーパッド１２を有する。
【００３２】
図に示されるように、キー１０２ａは、母音「Ａ」の２つの発音を区別するバリエーショ
ンを示し、キー１０３ａは、母音「Ｅ」の１つの発音を区別するバリエーションおよび特
殊文字
【外９】
　
　
　
（１本の線を有するＤ）を示し、キー１０６ａは、母音「Ｏ」の２つの発音を区別するバ
リエーションを示し、キー１０８ａは、母音「Ｕ」の１つの発音を区別するバリエーショ
ンを示す。特定のキーに示されたアルファベットの文字を入力するために、ディスプレイ
４に要求されたアルファベットの文字が表示されるまでの回数だけ、そのキーをたたくこ
とができる。アルファベットの文字を入力するためにキーをたたくことは、当該技術分野
において公知である。しかし、単語の音調のバリエーションを選ぶためには、異なるキー
を使わなければならない。本発明によれば、音調のマークを、入力されたアルファベット
の文字に付けるために星キー（＊）１１０を使用することができる。とくに、星キー１１
０は、音調のマークを、入力された母音（当該母音の発音を区別するバリエーションを含
む）に付けるために使用することができる。「鋭いアクセント」、「ティルデ」、「重々
しいアクセント」、「上のフック」および「下のドット」のように、音調のバリエーショ
ンをある一定の順番で配列することが好ましい。この配列を用いれば、もし「重々しいア
クセント」を、入力された母音に付けることを望むならば、星キーを単に３回たたくだけ
でよい。本発明によれば、望ましい音調のマークを入力された母音に付ける工程は、図１
２～１５に示されている。たとえば、もし単語「ＴＡＩ」に「ティルデ」を付けることを
望むならば、まず、図１２に示されるように、キー１０８ａおよび１０２ａを用いて文字
「Ｔ」および文字「Ａ」を入力しなければならない。星キー１１０を１回たたけば、図１
３に示されるように、「鋭いアクセント」マークが文字「Ａ」の上部に表われることがわ
かる。星キー１１０を再びたたけば、図１４に示されるように、「ティルデ」マークが文

10

20

30

40

50

(7) JP 3904946 B2 2007.4.11



字「Ａ」の上部に表われることがわかる。そして、図１５に示されるように、キー１０４
をたたいて文字「Ｉ」を入力することによって、望ましい単語を入力することができる。
【００３３】
５個の音調のマーク、およびニュートラルの音調は、周期的な方式で表われるように配列
され得る。たとえば、もし星キー１１０が６回たたかれるならば、音調のマークは消える
。もし星キー１１０が１回または７回たたかれるならば、「鋭いアクセント」マークが表
われる。
【００３４】
代わりに、逐次的かつ周期的な方式で一度に１つ、ディスプレイ１上に表われる一連の音
調のマークを循環させるために、より長時間、星キー１１０を押し続けることができる。
【００３５】
「ｆ」、「ｊ」、「ｗ」および「ｚ」という子音は、ベトナム語では用いられないことに
注目すべきである。したがって、もしそう要求されるならば、図８に示されるように、こ
れらの子音の文字をキーパッド１６から取り除くことが可能である。また、ベトナム語の
文字「ｑ」は、いつも「ｕ」を伴って「ｑｕ」として表われ、音調のマークは「ｑｕ」の
うちの「ｕ」にはまったく表われない。したがって、キーパッドの「ｑ」を「ｑｕ」に置
換するすることにより、大文字または小文字のいずれかで入力されるメッセージにおいて
、「ｑ」のあとの「ｕ」を入力する必要を取り除くことも可能である。
【００３６】
フランス語やドイツ語などのような非音調の言語では、星キーは、母音文字の区別的発音
符を追加するために使用することができる。たとえば、文字「Ｕ」を入力したのちに星キ
ーを１回たたくことによって、母音の音または単語の発音を修正するためにウムラウトマ
ークに到達して
【外１０】
　
　
　
を得ることができる。再び星キーをたたいてウムラウトマークをキャンセルすることが可
能である。
【００３７】
図９に示されるように、キーパッド１６を用い、星キー１１０、ポンドキー１１２、また
はそれらの両方を使って母音の発音を区別するバリエーションに達することによって、ベ
トナム語でメッセージを入力することが可能である。たとえば、星キー１１０を短くたた
くことを用いて発音を区別するバリエーションに達し、星キー１１０を長く押すことを用
いて音調のマークを循環させることができる。図１６に示されるように、キー１０６を数
回たたいて文字「Ｏ」に達することができる。図１７に示されるように、もし星キー１１
０が１回短くたたかれれば、曲折アクセント記号を有する発音を区別するバリエーション
が表われる。図１８に示されるように、もし星キー１１０が再び短くたたかれれば、短音
符号を有する発音を区別するバリエーションが表われる。図１９に示されるように、もし
星キー１１０が所定の時間しっかりと堅く押されるならば、「鋭いアクセント」マークが
表われる。図２０に示されるように、もし星キー１１０を押し続ければ、「ティルデ」マ
ークが表われる。代わりに、星キー１１０を短くたたいて音調のバリエーションに達し、
星キー１１０をより長い時間のあいだ押して発音を区別するバリエーションに達すること
ができる。その代わりに、ポンドキー（＃）１１２を用いて文字の発音を区別するバリエ
ーションに達し、星キー１１０を用いて入力された母音文字の音調のバリエーションに達
することも可能である。本発明の特有の特徴は、アルファベットの文字の発音を区別する
バリエーション、または母音の音調のバリエーションに達するために、星キー１１０やポ
ンドキー１１２のような、少なくとも１つの「ファンクションキー」を使用することにあ
る。
【００３８】
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したがって、ベトナム語、タイ語および中国語（音調のバリエーションを有するラテン語
の筆記体で書かれる場合）のような音調の言語だけでなく、フランス語
【外１１】
　
　
　
やドイツ語
【外１２】
　
　
　
などの非音調の言語についても本発明が適用可能である。また、図１０に示されるように
、追加のキー１１４をキーパッド１８に付け、入力されたアルファベットの文字のバリエ
ーション、または非アルファベットの文字に達することも可能である。
【００３９】
また、図９に関連して説明された工程に追加して、図６に示されるように通常のキーパッ
ドを用い、星キー１１０、ポンドキー１１２またはそれらの両方を使用してＤから
【外１３】
　
　
　
に達することによって、メッセージをベトナム語で入力することが可能である。図１１に
は、電話１が、押された英数字キーおよび星キーの押し動作に応じて、キーマッピング機
構８へ、入力されたアルファベットの文字のキーおよび星キーが押される方式を示す信号
を与える手段６をさらに備えていることを示す。信号に応答して、キーマッピング手段８
は、入力されたアルファベットの文字をディスプレイ４に表示させる。前記キーマッピン
グ手段８は、さらに、入力されたアルファベットのキー、および星キーが押される方式に
対応するバリエーションを決定する。キーマッピング手段８は、さらに、選ばれたバリエ
ーションを、入力されたアルファベットの文字の代わりにディスプレイ４に表示させる。
【００４０】
さらに、星キー１１０、ポンドキー１１２、特殊キー１１４、またはこれらのキーの組合
せを用いれば、数字、および＋、＆、＠、
【外１４】
　
　
　
または％のような記号などを含むメッセージを入力することができる。
【００４１】
本発明は、アルファベットの文字および数字を入力するための英数字キー、ならびに少な
くとも１つのアルファベット文字のバリエーションを入力するための星キーまたはポンド
キーを有する電話機に関連して主に記述されたことに注目されるべきである。本発明は、
一般に、複数の第１のキーおよび少なくとも１つの第２のキーを収容するキーパッドを有
し、第１のキーが象徴的な文字でのメッセージまたは情報を入力し、第２のキーが入力さ
れた象徴的な文字の少なくとも１つのバリエーションを選ぶために用いられる電子装置に
適用可能である。象徴的な文字は、アルファベットの文字、数字、符号、アイコン状の図
形、簡単な図面、画像、マークなどからなってもよい。電子装置は、地上線の電話機、携
帯電話、ゲーム用操作盤などでもよい。
【００４２】
したがって、本発明は、好ましい実施の形態ついて説明されているが、本発明の精神およ
び範囲に逸脱することなく、形態および細部において、前述のまたは種々の他の変更、省
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略および修正がなされ得ることが当業者によって理解されるだろう。
【００４３】
【発明の効果】
本発明によれば、通常の電話キーパッドを使って、特殊文字および／または音調のマーク
を有するベトナム語または他の言語で、メッセージまたは情報を入力することができる。
【００４４】
しかも、本発明では、通常のアルファベットの文字を特殊文字に変更するために、キーパ
ッドの少なくとも１つのファンクションキーを用いて達成され得る。本発明の情報入力方
法に用いられる特殊文字は、アルファベットの文字のバリエーション、すなわち音調のマ
ークを有する同じアルファベットの文字も含まれる。
【図面の簡単な説明】
【図１】ベトナム語の母音の発音を区別するバリエーションを示す図である。
【図２】ベトナム語の母音の音調のバリエーションを示す図である。
【図３】ベトナム語における母音の組合せを示す図である。
【図４】２個以上の母音を有する単語における音調のマークの使用例を示す図である。
【図５】発音を区別するバリエーションおよび音調のバリエーションを含む１４４個のベ
トナム語の母音をリストにした表である。
【図６】通常のキーパッドを有する電話機を示す概略図である。
【図７】メッセージをベトナム語で入力するための特殊な英数字キーを有するキーパッド
を有する電話機の概略図である。
【図８】メッセージをベトナム語で入力するための異なるキーパッドを有する電話機の概
略図である。
【図９】メッセージをベトナム語で入力するためのより簡単なキーパッドを有する電話機
の概略図である。
【図１０】メッセージをベトナム語で入力するためのさらに他のキーパッドを有する電話
機の概略図である。
【図１１】キーマッピングするための対照表を有する電話機の概略図である。
【図１２】入力されて表示されている母音文字を示す図である。
【図１３】入力された母音文字に表われる第１の音調のマークを示す図である。
【図１４】入力された母音文字に表われる第２の音調のマークを示す図である。
【図１５】完全な単語を作成するために入力される別のアルファベットの文字を示す図で
ある。
【図１６】母音文字が入力されて表示されていることを示す図である。
【図１７】前記入力された母音の文字が第１の発音の区別をするバリエーションによって
置換されていることを示す図である。
【図１８】前記第１の発音の区別をするバリエーションが第２の発音の区別をするバリエ
ーションによって置換されていることを示す図である。
【図１９】第１の音調のマークが第２の発音の区別をするバリエーションに付けられてい
ることをを示す図である。
【図２０】第１の音調のマークが第２の音調のマークによって置換されていることを示す
図である。
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【 図 １ 】

【 図 ２ 】

【 図 ３ 】

【 図 ４ 】

【 図 ５ 】 【 図 ６ 】
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【 図 ７ 】 【 図 ８ 】

【 図 ９ 】 【 図 １ ０ 】
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【 図 １ １ 】 【 図 １ ２ 】

【 図 １ ３ 】

【 図 １ ４ 】

【 図 １ ５ 】

【 図 １ ６ 】

【 図 １ ７ 】
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【 図 １ ８ 】

【 図 １ ９ 】

【 図 ２ ０ 】
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