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(57)【要約】
【課題】端末機のタッチスクリーンを用いる文字入力装
置及び方法を提供する。
【解決手段】端末機において文字を入力する装置は、子
音キーを含む基本キーセットと、基本キーセットを介し
て入力された一つの子音キーに該当する子音に組合せ可
能な文字を含む文字キーと、を含む拡張キーセットを表
示するタッチスクリーンと、基本キーセットを介して子
音キーが入力された場合に、拡張キーセットを入力され
た子音キー上に表示するようにタッチスクリーンを制御
し、基本キーセットと拡張キーセットとを介して少なく
とも一つの文字が入力される制御部と、を備える構成と
した。
【選択図】図９
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　端末機において文字を入力する装置であって、
　子音キーを含む基本キーセットと、前記基本キーセットを介して入力された一つの子音
キーに該当する子音に組合せ可能な文字を含む文字キーと、を含む拡張キーセットを表示
するタッチスクリーンと、
　前記基本キーセットを介して前記子音キーが入力された場合に、前記拡張キーセットを
前記入力された子音キー上に表示するように前記タッチスクリーンを制御し、前記基本キ
ーセットと前記拡張キーセットとを介して少なくとも一つの文字が入力される制御部と、
を備えることを特徴とする文字入力装置。
【請求項２】
　前記基本キーセットは、
　Ｂ、Ｃ、Ｄ、Ｆ、Ｇ、Ｈ、Ｊ、Ｋ、Ｌ、Ｍ、Ｎ、Ｐ、Ｑ、Ｒ、Ｓ、Ｔ、Ｗ、Ｘ、Ｙ、Ｚ
キーを含み、
　ここで、前記Ｃ、Ｓ、Ｚキーは、それぞれ、ＣまたはＣｈ、ＳまたはＳｈ、ＺまたはＺ
ｈの入力に使用されることを特徴とする請求項１に記載の文字入力装置。
【請求項３】
　前記基本キーセットは、
　Ｑ、Ｗ、Ｒ、Ｔ、Ｙ、Ｕ、Ｉ、Ｏ、Ｐ、Ａ、Ｓ、Ｄ、Ｆ、Ｇ、Ｈ、Ｊ、Ｋ、Ｌ、Ｚ、Ｘ
、Ｃ、Ｖ、Ｂ、Ｎ、Ｍキーを含み、
　ここで、前記Ｃ、Ｓ、Ｚキーは、それぞれ、ＣまたはＣｈ、ＳまたはＳｈ、ＺまたはＺ
ｈの入力に使用されることを特徴とする請求項１に記載の文字入力装置。
【請求項４】
　前記基本キーセットは、Ｅｒをさらに含むことを特徴とする請求項２または請求項３に
記載の文字入力装置。
【請求項５】
　前記Ｃ、Ｓ、Ｚキーがポインターでタッチされるか、または、該当するキー領域内で短
くドラッグされると、前記タッチスクリーンにＣまたはＣｈ、ＳまたはＳｈ、ＺまたはＺ
ｈがそれぞれ表示されることを特徴とする請求項２または請求項３に記載の文字入力装置
。
【請求項６】
　前記拡張キーセットは、
　ａ、ｅ、ｉ、ｏ、ｕキーを含み、
　前記ｕキーは、ｕ及び
【数１】

の入力に使用されることを特徴とする請求項１に記載の文字入力装置。
【請求項７】
　前記拡張キーセットは、
　前記入力された子音キー、ｙキー、ｎキー、及びｇキーのうちの少なくとも一つのキー
をさらに含むことを特徴とする請求項６に記載の文字入力装置。
【請求項８】
　前記ｕキーが該当するキー領域内で、ポインターでタッチされるか、または、該当する
キー領域内で短くドラッグされると、前記タッチスクリーンにｕまたは
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【数２】

が表示されることを特徴とする請求項６に記載の文字入力装置。
【請求項９】
　前記拡張キーセットを介して前記ａ、ｅ、ｉ、ｏ、ｕキーのうちの少なくとも一つのキ
ーが入力されると、前記入力されたキーが前記ｎキーに変更され、前記ｎキーが入力され
ると、前記ｎキーが前記ｇキーに変更されて前記タッチスクリーンに表示されることを特
徴とする請求項７に記載の文字入力装置。
【請求項１０】
　基本キーセットにおいて、前記子音キーのうちの他の一つの子音キーが入力されると、
前記拡張キーセットが前記タッチスクリーンから除去されることを特徴とする請求項１に
記載の文字入力装置。
【請求項１１】
　前記制御部は、
　前記拡張キーセットを介して少なくとも一つの文字キーが入力された場合に、前記子音
キーに該当する子音と前記文字キーに該当する文字とが組み合せられて表示されるように
前記タッチスクリーンを制御することを特徴とする請求項１に記載の文字入力装置。
【請求項１２】
　前記組み合せられた文字が表示されると、前記拡張キーセットが前記タッチスクリーン
から除去されることを特徴とする請求項１１に記載の文字入力装置。
【請求項１３】
　端末機において文字を入力する方法であって、
　子音キーを含む基本キーセットを表示するステップと、
　前記基本キーセットを介して前記子音キーのうち一つの子音キーが入力されるステップ
と、
　前記子音キーに該当する子音に組合せ可能な文字を含む文字キーを含む拡張キーセット
を、タッチスクリーン上に表示するステップと、
　前記拡張キーセットを介して少なくとも一つの文字キーが入力されるステップと、
を含むことを特徴とする文字入力方法。
【請求項１４】
　前記基本キーセットは、
　Ｂ、Ｃ、Ｄ、Ｆ、Ｇ、Ｈ、Ｊ、Ｋ、Ｌ、Ｍ、Ｎ、Ｐ、Ｑ、Ｒ、Ｓ、Ｔ、Ｗ、Ｘ、Ｙ、Ｚ
キーを含み、
　ここで、前記Ｃ、Ｓ、Ｚキーは、それぞれ、ＣまたはＣｈ、ＳまたはＳｈ、ＺまたはＺ
ｈの入力に使用されることを特徴とする請求項１３に記載の文字入力方法。
【請求項１５】
　前記基本キーセットは、
　Ｑ、Ｗ、Ｒ、Ｔ、Ｙ、Ｕ、Ｉ、Ｏ、Ｐ、Ａ、Ｓ、Ｄ、Ｆ、Ｇ、Ｈ、Ｊ、Ｋ、Ｌ、Ｚ、Ｘ
、Ｃ、Ｖ、Ｂ、Ｎ、Ｍキーを含み、
　ここで、前記Ｃ、Ｓ、Ｚキーは、それぞれ、ＣまたはＣｈ、ＳまたはＳｈ、ＺまたはＺ
ｈの入力に使用されることを特徴とする請求項１３に記載の文字入力方法。
【請求項１６】
　前記基本キーセットは、Ｅｒをさらに含むことを特徴とする請求項１４または請求項１
５に記載の文字入力方法。
【請求項１７】
　前記Ｃ、Ｓ、Ｚキーがポインターでタッチされるか、または、該当するキー領域内で短
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くドラッグされると、前記タッチスクリーンにＣまたはＣｈ、ＳまたはＳｈ、ＺまたはＺ
ｈがそれぞれ表示されることを特徴とする請求項１４または請求項１５に記載の文字入力
方法。
【請求項１８】
　前記拡張キーセットは、
　ａ、ｅ、ｉ、ｏ、ｕキーを含み、
　前記ｕキーは、ｕ及び
【数３】

の入力に使用されることを特徴とする請求項１３に記載の文字入力方法。
【請求項１９】
　前記拡張キーセットは、
　前記入力された子音キー、ｙキー、ｎキー、及びｇキーのうちの少なくとも一つのキー
をさらに含むことを特徴とする請求項１８に記載の文字入力方法。
【請求項２０】
　前記ｕキーが該当するキー領域内で、ポインターでタッチされるか、または、該当する
キー領域内で短くドラッグされると、前記タッチスクリーンにｕまたは

【数４】

が表示されることを特徴とする請求項１８に記載の文字入力方法。
【請求項２１】
　前記拡張キーセットを介して前記ａ、ｅ、ｉ、ｏ、ｕキーのうちの少なくとも一つのキ
ーが入力されると、前記入力されたキーが前記ｎキーに変更され、前記ｎキーが入力され
ると、前記ｎキーが前記ｇキーに変更されて前記タッチスクリーンに表示されることを特
徴とする請求項１９に記載の文字入力方法。
【請求項２２】
　基本キーセットにおいて、前記子音キーのうちの他の一つの子音キーが入力されると、
前記拡張キーセットが前記タッチスクリーンから除去されることを特徴とする請求項１３
に記載の文字入力方法。
【請求項２３】
　前記拡張キーセットを介して少なくとも一つの文字キーが入力された場合に、前記子音
キーに該当する子音と前記文字キーに該当する文字とを組み合せ、前記組み合せられた文
字を表示するステップと、
をさらに含むことを特徴する請求項１３に記載の文字入力方法。
【請求項２４】
　前記組み合せられた文字が表示されると、前記拡張キーセットが前記タッチスクリーン
から除去されることを特徴とする請求項２３に記載の文字入力方法。

【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、端末機の文字入力装置及び方法に関し、特に、端末機のタッチスクリーンを
介して文字を入力する装置及び方法に関する。
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【背景技術】
【０００２】
　個人用端末機は、携帯できる小型端末機を通称する用語であって、ＰＤＡ（Personal D
ata Assistant）、無線通信端末機、ＭＰ３プレーヤー、ブルートゥース機器、デジタル
カメラなどがあり、以下、ＰＤＡを例に挙げて説明する。一般に、ＰＤＡは、コンピュー
タの基本となる中央処理処置（ＣＰＵ）、メモリ、ＯＳ（Operating System）、ＯＳを基
盤とする様々なソフトウェア、及び周辺機器を備え、情報の収集、保存、作成、及び検索
機能を行える機器であり、最近では、携帯電話モジュールを搭載することにより、音声通
話及びデータ通信（インターネットの使用）が可能な複合機器として発展してきている。
【０００３】
　通常、ＰＤＡは、タッチスクリーンを備えており、タッチスクリーンは、液晶表示装置
（Liquid Crystal Display；ＬＣＤ）のようなディスプレイと、ディスプレイ上に配置さ
れるタッチパネルとで構成される。ユーザーは、指またはポインターを用いてタッチスク
リーンにディスプレイされるアイコンをタッチすることにより該当するアプリケーション
を実行したり、タッチスクリーン上の所定領域にディスプレイされるタッチキーボードを
タッチすることによって文字などを入力したりすることができる。
【０００４】
　図１は、従来の端末機のタッチキーボード配列のうち、一般的なキーボード配列を示す
図である。
　図１を参照すると、端末機のタッチスクリーンは、入力された文字を画面に表示するデ
ィスプレイ部と、文字が入力されるタッチキーボードとで構成され、このタッチキーボー
ドには、一般的なパーソナルコンピュータ（Personal Computer；以下、“ＰＣ”と称す
る）のキーボード配列が適用されている。
【０００５】
　しかしながら、上記のように、端末機のタッチスクリーンに従来のキーボード配列を適
用する場合には、タッチスクリーンの大きさの制限によってタッチスクリーンに表示され
るタッチキーボードの大きさが小さくなってしまう。このため、従来のタッチスクリーン
を用いる入力方法では、タッチスクリーンに表示されたタッチキーボードのそれぞれのキ
ーが小さくなるので、見ることもタッチすることも不便である。このことより、文字の入
力が難しくなり、文字入力の速度が低下する。
　したがって、端末機のタッチスクリーンにおいて文字入力を容易にするタッチキーボー
ドを用いて文字を入力する方案が要求されている。
【特許文献１】韓国特許出願公開第２００１－００００６９２号明細書
【特許文献２】韓国特許出願公開第２００３－００１８６６５号明細書
【特許文献３】韓国特許出願公開第２００５－００３８４２２号明細書
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００６】
　本発明は、上記の問題を解決するためのもので、その目的は、端末機のタッチスクリー
ンにおいて文字入力を容易にするタッチキーボードを用いて文字を入力する文字入力装置
及び方法を提供することにある。
【課題を解決するための手段】
【０００７】
　上記のような目的を達成するために、本発明の一態様によれば、端末機において文字を
入力する装置は、子音キーを含む基本キーセットと、上記基本キーセットを介して入力さ
れた一つの子音キーに該当する子音に組合せ可能な文字を含む文字キーと、を含む拡張キ
ーセットを表示するタッチスクリーンと、上記基本キーセットを介して上記子音キーが入
力された場合に、上記拡張キーセットを上記入力された子音キー上に表示するように上記
タッチスクリーンを制御し、上記基本キーセットと上記拡張キーセットとを介して少なく
とも一つの文字が入力される制御部と、を備えることを特徴とする。
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【０００８】
　本発明の他の態様によれば、端末機において文字を入力する方法は、子音キーを含む基
本キーセットを表示するステップと、上記基本キーセットを介して上記子音キーのうち一
つの子音キーが入力されるステップと、上記子音キーに該当する子音に組合せ可能な文字
を含む文字キーを含む拡張キーセットを、タッチスクリーン上に表示するステップと、上
記拡張キーセットを介して少なくとも一つの文字キーが入力されるステップと、を含むこ
とを特徴とする。
【発明の効果】
【０００９】
　本発明の実施形態によれば、タッチキーボードにおいて、入力されたキーに対して次に
入力可能な文字を含むポップアップウィンドウとして拡張キーセットを表示するので、文
字の入力を容易にすることが可能となる。
　また、本発明によれば、小さいスクリーンの端末機において次に入力可能な文字を含む
拡張キーセットを拡大して表示するので、ユーザーは、所望の文字を迅速且つ容易に入力
することができる。
　また、本発明によれば、端末機において拡張キーセットを用いてタッチスクリーンを介
した初期入力画面に配置される文字キーの数を最小化することができる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００１０】
　以下、本発明の好適な一実施形態を、添付図面を参照しつつ詳細に説明する。本発明の
実施形態の下記の説明において、本発明の要旨のみを明瞭にする目的で、関連した公知の
機能又は構成に関する具体的な説明は省略する。
　本発明の主な要旨は、文字を入力するために、タッチキーボードに全ての子音キーを表
示し、同タッチキーボードにおいて一つの子音キーがタッチされて入力されると、上記入
力された子音キーと組合せ可能な文字キーを含むポップアップウィンドウを拡大して表示
することにある。
【００１１】
　以下、本明細書では、全ての子音キーが含まれたタッチキーボードの初期画面を‘基本
キーセット’と定義し、この基本キーセットを介して入力された子音キーと組合せ可能な
文字キーが含まれたポップアップウィンドウを‘拡張キーセット’と定義する。
　本明細書では、子音や母音のキーが含まれたタッチキーボードの具体的な例について言
及するが、各キーの使用頻度や目的に応じて、タッチキーボード上に配列されるキーの個
数は、増加または減少されてもよく、他のキー配列が使用されてもよい。なお、ここでは
、中国語及び英語を入力する方法について説明するが、本発明の実施形態は、母音と子音
とを有する文字であれば、いずれの言語にも適用されることができる。
【００１２】
　図２Ａ及び図２Ｂは、本発明の実施形態による中国語の入力のための基本キーセットの
例を示す図である。
　本発明の実施形態による中国語の入力のための基本キーセットは、図２Ａに示すように
、６＊４配列で、母音（ａ、ｅ、ｉ、ｏ、ｕ）を除いた子音をアルファベット順に各キー
に配置してＢ、Ｃ、Ｄ、Ｆ、Ｇ、Ｈ、Ｊ、Ｋ、Ｌ、Ｍ、Ｎ、Ｐ、Ｑ、Ｒ、Ｓ、Ｔ、Ｗ、Ｘ
、Ｙ、Ｚのように構成されるか、または、図２Ｂに示すように、上記子音をＱＷＥＲＴＹ
キーボード配列で各キーに配置してＱ、Ｗ、Ｒ、Ｔ、Ｙ、Ｕ、Ｉ、Ｏ、Ｐ、Ａ、Ｓ、Ｄ、
Ｆ、Ｇ、Ｈ、Ｊ、Ｋ、Ｌ、Ｚ、Ｘ、Ｃ、Ｖ、Ｂ、Ｎ、Ｍのように構成される。上記基本キ
ーセットは、上記子音の他に中国語のピン音の構成のために、初期入力可能な文字である
Ｅｒキーをさらに含む。また、上記基本キーセットは、上記子音と上記Ｅｒキーの他に、
スペースバーの役割をするキー、バックスペースの役割をするキー及び母音の直接入力の
ための‘ａｕｅｉｏ’キーをさらに含むことができる。
【００１３】
　なお、図２Ａ及び図２Ｂに示す基本キーセットにおいて、Ｃ、Ｓ、Ｚキーは、それぞれ
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、ＣまたはＣｈ、ＳまたはＳｈ、ＺまたはＺｈの入力に使用され、これらのＣ、Ｓ、Ｚキ
ーがポインターでタッチされるか、該当するキー領域内で短くドラッグされると、Ｃまた
はＣｈ、ＳまたはＳｈ、ＺまたはＺｈがそれぞれタッチスクリーンに表示される。
　一方、上記基本キーセットが中国語及び英語以外の他の言語に適用される場合には、図
２Ａ及び図２Ｂに示すタッチキーボードにおいて、Ｃ、Ｓ、Ｚキーに下付き文字で表示さ
れたｈ、Ｅキーに下付き文字で表示されたｒが省略されることができる。
【００１４】
　図２Ａまたは図２Ｂの基本キーセットにおいて、一つの子音キーが入力されると、この
入力された子音キー上または、ディスプレイ領域に拡張キーセットが表示され、以下、一
例として上記拡張キーセットがタッチキーボード領域に表示される場合について説明する
。図２Ａまたは図２Ｂの基本キーセットに使用可能な拡張キーセットの例を、図３Ａから
図３Ｄに示す。
　図３Ａから図３Ｄは、本発明の実施形態による中国語の入力のための拡張キーセットの
例を示す図である。ここで、拡張キーセットの各キーは、ポインティングに不便さを招か
ない程度の大きさを有し、拡張キーセットの領域は、基本キーセットにおける他の子音の
ポインティングに不便さを招かない程度の大きさを有すればよい。
【００１５】
　図３Ａの拡張キーセットでは、基本キーセットから入力されたキー（例えば、Ｍ）が中
央に配置され、この入力されたキーと組合せ可能な母音キーであるａ、ｅ、ｉ、ｏ、ｕキ
ーと中国語においてよく語尾にくるｎ及びｇのキーとが、入力されたキーの周囲に配置さ
れる。
　図３Ｂの拡張キーセットでは、基本キーセットから入力されたキー（例えば、Ｍ）が配
置され、この入力されたキーと組合せ可能な母音キーであるａ、ｅ、ｉ、ｏ、ｕキーが、
この入力されたキーの周囲に配置される。
　図３Ｃの拡張キーセットでは、入力されたキーと組合せ可能な母音キーであるａ、ｅ、
ｉ、ｏ、ｕキーが配置される。
　図３Ｄの拡張キーセットでは、入力されたキーと組合せ可能な母音キーであるａ、ｅ、
ｉ、ｏ、ｕ、ｙキーが配置される。
【００１６】
　なお、図示していないが、本発明の拡張キーセットは、中国語において語尾によく来る
ｎキー及びｇキーが動的に状況に応じてさらに配置されてもよく、入力されたキーと組合
せ可能なファンクションキー（例えば、スペースキー、バックキー（←））をさらに含ん
でもよい。
【００１７】
　また、図３Ａから図３Ｄに示す拡張キーセットにおいて、ｕキーは、ｕ及び
【数１】

の入力に使用され、ｕキーが該当するキー領域内で、ポインターでタッチされるか、また
は短くドラッグされると、そのタッチスクリーンにｕまたは

【数２】

で表示される。また、ｅキーが該当するキー領域内で、ポインターでタッチされるか、該
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当するキー領域内で短くドラッグされると、タッチスクリーンにｅまたはｅｒで表示され
る。
　なお、拡張キーセットから母音キーのａ、ｅ、ｉ、ｏ、ｕキーのうち一つのキーが入力
される場合には、入力された母音キーは、語尾によく使われるｎキーに変更され、この変
更されたｎキーが入力される場合には、このｎキーは、語尾によく使われるｇキーに変更
される。上記変更されたキーを含む変更された拡張キーセットは、所定の時間が経過する
と初期拡張キーセットに復帰される。
【００１８】
　図４Ａ及び図４Ｂは、本発明の実施形態による基本キーセットと拡張キーセットとを用
いるタッチキーボードを示す図である。
　図４Ａに示すように、６＊４配列を用いる基本キーセットを介してＭキーが入力された
場合に、この入力されたＭキーが中央に配置され、この入力されたＭキーと組合せ可能な
母音キー（例えば、中国語の母音であるａ、ｅ、ｉ、ｏ、ｕ、ｙ）と、よく使われる文字
のキー（例えば、中国語において語尾によく使われるｎキー、ｇキー）とが、入力された
Ｍキーの周囲に配置されてなる拡張キーセットが、上記基本キーセット上で入力されたＭ
キーにオーバーラップするようにして表示される。
　図４Ｂに示すように、ＱＷＥＲＴＹキーボード配列を用いる基本キーセットを介してＭ
キーが入力された場合に、この入力されたＭキーが配置され、この入力されたＭキーと組
合せ可能な母音キー（例えば、中国語の母音であるａ、ｅ、ｉ、ｏ、ｕ）が上記入力され
たＭキーの周辺に配置されてなる拡張キーセットが、基本キーセットで上記入力されたＭ
キーにオーバーラップするようにして表示される。
【００１９】
　図５乃至図７は、本発明の実施形態によるタッチキーボードを介して文字を入力する方
式を示す図である。
　図５を参照すると、ユーザーが６＊４配列で配列された基本キーセットを有するタッチ
キーボードを介して“ＮｉＨａｏ”を入力する場合について説明する。まず、ユーザーが
、図５の（Ａ）に示すように、タッチキーボードに表示された基本キーセットにおいて“
ＮｉＨａｏ”の最初の文字である子音Ｎを入力するためにＮキー５０１をポインターでタ
ッチするか、タッチしてから所定の時間の間ポインターを離さないと、子音Ｎがディスプ
レイ部５００に表示され、図５の（Ｂ）のように、タッチキーボードには、Ｎキー５０１
に対する拡張キーセット５０２が表示される。そして、図５の（Ｂ）に示すように、ユー
ザーが拡張キーセット５０２に含まれたキーの中、ｉキー５０３をポインターでタッチす
るか、タッチしてから所定の時間の間ポインターを離さないか、または、Ｎキー５０１か
らｉキー５０３までドラッグアンドドロップ（Drag and Drop）を行うと、ディスプレイ
部５００にＮｉが表示される。
【００２０】
　ユーザーが次の文字である子音Ｈを入力するために、図５の（Ｃ）に示すように、タッ
チキーボードに表示された基本キーセットにおいて、Ｈキー５０４をポインターでタッチ
するか、タッチしてから所定の時間の間ポインターを離さないか、または、ｉキー５０３
からＨキー５０４までドラッグアンドドロップを行うと、Ｈがディスプレイ部５００に表
示され、図５の（Ｄ）に示すように、Ｈキー５０４に対する拡張キーセット５０５がタッ
チキーボードに表示される。この際、Ｎｉは、中国語のピン音に該当するので、Ｎｉの変
わりに、それに該当する漢字とＨとがディスプレイ部５００に表示されることができる。
そして、タッチキーボードにおいて、Ｎキー５０１に対する拡張キーセット５０２は、他
の子音（すなわち、子音Ｈ）がディスプレイ部に表示される際に除去されてもよく、上記
子音（すなわち、Ｎ）がディスプレイ部から削除される際に除去されてもよい。次いで、
図５の（Ｄ）に示すように、ユーザーがａを入力するために、拡張キーセット５０５に含
まれたキーのうち、ａキー５０６をポインターでタッチするか、タッチしてから所定の時
間の間ポインターを離さないか、または、Ｈキー５０４からａキー５０６までドラッグア
ンドドロップを行うと、Ｈａがディスプレイ部に表示される。この際、Ｎｉの変わりに、



(9) JP 2008-186466 A 2008.8.14

10

20

30

40

それに該当する漢字とＨａとがディスプレイ部５００に表示されることができる。
　最後に、ユーザーが次の文字である母音ｏを入力するために、図５の（Ｅ）に示すよう
に、拡張キーセット５０７において、ｏキー５０８をポインターでタッチするか、タッチ
してから所定の時間の間ポインターを離さないか、または、ａキー５０６からｏキー５０
８までドラッグアンドドロップを行うと、ディスプレイ部５００にＨａｏが表示される。
この際、特定のキーがタッチされると、上記Ｈａｏが中国語のピン音に該当するので、Ｎ
ｉの変わりに、それに該当する漢字と、Ｈａｏの変わりに、それに該当する漢字とが、デ
ィスプレイ部５００に表示されることができる。
【００２１】
　図６を参照すると、ユーザーが６＊４配列で配列された基本キーセットを有するタッチ
キーボードを介して“Ｓｈｕａｎｇ”を入力する場合について説明する。まず、図６の（
Ａ）に示すように、タッチキーボードに表示された基本キーセットにおいて、ユーザーが
“Ｓｈｕａｎｇ”の最初の文字である子音Ｓと子音ｈを同時に入力するために、Ｓキー６
０１をポインターでタッチした後に、上記ポインターを所定の時間の間離さずに特定の領
域（すなわち、Ｓキーの領域内）で短くドラッグすると、Ｓｈがディスプレイ部に表示さ
れ、図６の（Ｂ）に示すように、タッチキーボードには、Ｓキー６０１に対する拡張キー
セット６０２が表示される。次いで、図６の（Ｂ）に示すように、ユーザーが拡張キーセ
ット６０２に含まれたキーのうち、ｕキー６０３をポインターでタッチするか、タッチし
てから所定の時間の間ポインターを離さないか、または、Ｓキー６０１からｕキー６０３
までドラッグアンドドロップを行うと、Ｓｈｕがディスプレイ部に表示される。この際、
拡張キーセット１２０２は、‘ｕ’キー１２０３の代わりに、‘ｎ’キーを含む拡張キー
セット１２０４に変更される。
　その後、ユーザーが次の文字である母音ａを入力するために、図６の（Ｃ）に示すよう
に、拡張キーセット６０４においてａキー６０５をポインターでタッチするか、タッチし
てから所定の時間の間ポインターを離さないか、または、ｕキー６０３からａキー６０５
までドラッグアンドドロップを行うと、ディスプレイ部にＳｈｕａが表示され、図６の（
Ｄ）に示すように、変更された拡張キーセット６０６が表示される。変更された拡張キー
セット１２０６は、拡張キーセット１２０２の‘ａ’キー１２０５が‘ｎ’キー１２０７
に変換されたことを意味する。ユーザーが拡張キーセット６０６において、ｎキー６０７
をポインターでタッチするか、タッチしてから所定の時間の間ポインターを離さないと、
ディスプレイ部にＳｈｕａｎが表示され、図６の（Ｅ）に示すように、変更された拡張キ
ーセット６０８が表示される。変更された拡張キーセット１２０８は、拡張キーセット１
２０６の‘ｎ’キー１２０７が‘ｇ’キー１２０９に変換されたことを意味する。ユーザ
ーが拡張キーセット６０８においてｇキー６０９をポインターでタッチするか、タッチし
てから所定の時間の間ポインターを離さないと、ディスプレイ部にＳｈｕｎａｇまたはこ
れに該当する漢字が表示される。
【００２２】
　図７を参照すると、ユーザーが６＊４配列で配列された基本キーセットを有するタッチ
キーボードを介して中国語の
【数３】

を入力する場合について説明する。図７の（Ａ）に示すように、タッチキーボードに表示
された基本キーセットにおいて、ユーザーが
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【数４】

の最初の文字である子音Ｓを入力するためにＳキー７０１をポインターでタッチするか、
タッチしてから所定の時間の間ポインターを離さないと、子音Ｓがディスプレイ部に表示
され、図７の（Ｂ）のように、タッチキーボードにＳキー７０１に対する拡張キーセット
７０２が表示される。続いて、拡張キーセット７０２において、ユーザーが次の文字であ
る母音ｕを入力するためにｕキー７０３をポインターでタッチするか、タッチしてから所
定の時間の間ポインターを離さないか、または、Ｓキー７０１からｕキー７０３まで図７
に示す矢印のように、短くドラッグアンドドロップを行うと、ディスプレイ部に
【数５】

またはこれに該当する漢字が表示される。
【００２３】
　図８は、本発明の実施形態によるタッチキーボードを用いる文字入力装置を示すブロッ
ク図である。
　図８を参照すると、本発明の実施形態による文字入力装置は、タッチキーボード（図示
せず）及びディスプレイ部（図示せず）を含むタッチスクリーン８１０と、入力感知部８
３０と、制御部８５０と、を備える。
【００２４】
　タッチスクリーン８１０は、制御部８５０の制御により、タッチキーボードを基本キー
セットあるいは基本キーセットと拡張キーセットとの組み合せで表示し、上記表示された
タッチキーボードを介して入力されたキーに該当する文字を、ディスプレイ部に表示する
。
　入力感知部８３０は、ユーザーが、タッチスクリーン８１０に表示されたタッチキーボ
ードの特定キーをポインターでタッチするか、タッチしてから所定の時間の間ポインター
を離さないか、または、ポインターのドラッグアンドドロップを行うか、または、ポイン
ターを所定の時間の間離さずに特定の領域でドラッグすると、この特定キーの入力を感知
し、上記入力されたキーを制御部８５０に送る。
　制御部８５０は、送られてきたキーに対応する文字またはその組合せがタッチスクリー
ン８１０のタッチキーボード及び／またはディスプレイ領域に表示されるように制御し、
基本キーセットまたは基本キーセットと拡張キーセットとの組合せがタッチスクリーン８
１０のディスプレイ部に表示されるように制御する。すなわち、制御部８５０は、まず、
基本キーセットを表示し、基本キーセットで入力されたキーに該当する文字が子音である
場合には、基本キーセット上に拡張キーセットが表示されるようにタッチスクリーン８１
０を制御する。ここで、上記組み合わせを上記タッチキーボードに表示することは、以前
に入力された文字との組み合せ状態を表示するためである。
【００２５】
　以下、図９に基づき、制御部８５０によって遂行される文字入力方法について説明する
。
　図９は、本発明の実施形態によるタッチキーボードを用いる文字入力方法を示すフロー
チャートである。
　図９を参照すると、ステップ９０１で、制御部８５０は、基本キーセットまたは基本キ
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ーセットと拡張キーセットとの組み合わせが表示されるようにタッチスクリーン８１０を
制御し、ユーザーのキー入力を待機する。
　ステップ９０３で、制御部８５０は、タッチスクリーン８１０に表示された特定キーの
入力が入力感知部８３０で感知されると、その感知の結果を受信し、基本キーセットまた
は拡張キーセットを介したキー入力を確認する。ここで、上記感知の結果には、特定キー
がポインターでタッチされたか、タッチされてから所定の時間の間ポインターを離さなか
ったか、ポインターのドラッグアンドドロップを行ったか、ポインターを所定の時間の間
離さずに特定の領域でドラッグしたかなどが含まれる。
【００２６】
　ステップ９０５で、制御部８５０は、入力されたキーが文字であるかを判断し、文字で
ある場合には、ステップ９０９に進む。一方、文字でない場合には、ステップ９０７に進
み、入力されたキーに該当する動作を行う。
　ステップ９０９で、制御部８５０は、入力されたキーに該当する文字と以前に入力され
たキーに該当する文字との組合せが可能であるか否かを確認し、かかる組合せが可能な場
合には、上記入力されたキーに該当する文字と上記以前に入力されたキーに該当する文字
とを組み合せ、上記組み合せられた文字をタッチスクリーン８１０に表示する文字として
決定し、組み合せが不可能な場合、すなわち、上記以前に入力されたキーが存在しない場
合には、入力されたキーに該当する文字をタッチスクリーン８１０に表示する文字として
決定する。
【００２７】
　例えば、中国語の入力では、制御部８５０は、上記入力されたキーに該当する文字と上
記以前に入力されたキーに該当する文字とを組み合わせ、組み合せられた結果が中国語の
ピン音に該当するかを確認した後に、該当する漢字があると、該当する漢字をタッチスク
リーン８１０に表示する文字として決定することができる。また、中国語の入力では、制
御部８５０は、ユーザーが、Ｃ、Ｓ、Ｚにタッチされたポインターを特定の領域内（すな
わち、Ｃキー、Ｓキー、Ｚキーの各領域内）で短くドラッグしたという感知結果を受信す
ると、上記入力されたキーに該当する文字にｈを組み合わせ、組み合せられた文字Ｃｈ、
Ｓｈ、Ｚｈをタッチスクリーン８１０に表示する文字として決定する。また、制御部８５
０は、上記感知結果として、ユーザーが拡張キーセットのｕキーにタッチされたポインタ
ーを特定の領域内（すなわち、Ｕキーの領域内）でドラッグしたという結果を受けると、
文字
【数６】

を、表示する文字として決定する。
【００２８】
　ステップ９１１で、制御部８５０は、確認された文字がタッチスクリーン８１０に表示
されるように制御する。
　ステップ９１３で、制御部８５０は、上記入力されたキーに該当する文字が基本キーセ
ットで入力されたかを判断し、基本キーセットで入力された場合には、入力されたキーに
対する拡張キーセットを表示するために、ステップ９１５に進み、基本キーセットで入力
されなかった場合（すなわち、拡張キーセットで入力された場合）には、すでに表示され
ている拡張キーセットを変更するか否かを判断するために、ステップ９１７に進む。
【００２９】
　ステップ９１５で、制御部８５０は、上記入力されたキーに対する拡張キーセットが上
記入力されたキーにオーバーラップして表示されるようにタッチスクリーン８１０を制御
した後に、ステップ９０１に戻ってユーザーのキー入力を待機する。この際、制御部８５
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０は、ステップ９１５で、上記以前に入力されたキーに対する拡張キーセットがタッチキ
ーボード上に存在すると、上記以前に入力されたキーに対する拡張キーセットを除去し、
現在入力されたキーに対する拡張キーセットのみを含むタッチキーボードが表示されるよ
うにタッチスクリーン８１０を制御する。
　一方、ステップ９１３において拡張キーセットで入力された場合と判断されると、ステ
ップ９１７で、制御部８５０は、拡張キーセットを変更するか否かを判断し、拡張キーセ
ットを変更すべき場合には、ステップ９１９に進行して拡張キーセットを変更し、拡張キ
ーセットを変更する必要がない場合には、ステップ９０１に戻って、ユーザーのキー入力
を待機する。
【００３０】
　以上では、本発明を具体的な実施形態を参照して詳細に説明してきたが、本発明の範囲
及び精神を逸脱することなく様々な変形が可能である。例えば、本発明は、中国語に限定
されず、子音と母音とを有する他の言語にも大きな変形なしに容易に適用可能である。し
たがって、本発明の範囲は、上述の実施形態に限定されるべきではなく、特許請求の範囲
の記載及びこれと均等なものの範囲内で定められるべきである。
【図面の簡単な説明】
【００３１】
【図１】従来の端末機のタッチキーボード配列の中で一般的なキーボード配列を示す図で
ある。
【図２Ａ】本発明の実施形態による中国語の入力のための基本キーセットの例を示す図で
ある。
【図２Ｂ】本発明の実施形態による中国語の入力のための基本キーセットの例を示す図で
ある。
【図３Ａ】本発明の実施形態による中国語の入力のための拡張キーセットの例を示す図で
ある。
【図３Ｂ】本発明の実施形態による中国語の入力のための拡張キーセットの例を示す図で
ある。
【図３Ｃ】本発明の実施形態による中国語の入力のための拡張キーセットの例を示す図で
ある。
【図３Ｄ】本発明の実施形態による中国語の入力のための拡張キーセットの例を示す図で
ある。
【図４Ａ】本発明の実施形態による基本キーセットと拡張キーセットとを用いるタッチキ
ーボードを示す図である。
【図４Ｂ】本発明の実施形態による基本キーセットと拡張キーセットとを用いるタッチキ
ーボードを示す図である。
【図５】本発明の実施形態によるタッチキーボードを介して文字を入力する方法を示す図
である。
【図６】本発明の実施形態によるタッチキーボードを介して文字を入力する方法を示す図
である。
【図７】本発明の実施形態によるタッチキーボードを介して文字を入力する方法を示す図
である。
【図８】本発明の実施形態によるタッチキーボードを用いる文字入力装置を示すブロック
図である。
【図９】本発明の実施形態によるタッチキーボードを用いる文字入力方法を示すフローチ
ャートである。
【符号の説明】
【００３２】
　８１０　タッチスクリーン
　８３０　入力感知部
　８５０　制御部
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【図２Ａ】

【図２Ｂ】

【図３Ａ】

【図３Ｂ】
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【図３Ｄ】
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【図７】
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