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(57)【要約】
【課題】携帯端末の小型化を妨げることなく、文字の入
力効率を向上させることができる携帯端末を実現する。
【解決手段】変換対象文字に対応付けて変換文字と該変
換文字の変換確定時間とが予め記録された文字変換テー
ブルを記憶するデータ記憶部２と、入力キーの押下によ
って入力された入力文字を、該入力キーのキー押下持続
時間に基づいて、該入力文字と予め対応付けがなされた
変換文字に変換するＣＰＵ１とを備え、このＣＰＵ１は
、入力文字が変換対象文字として文字変換テーブルに記
録されていることを条件として、キー押下持続時間と該
変換対象文字に対応した変換確定時間とを比較し、この
比較結果に基づいて変換文字への変換を実行する。
【選択図】図１
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　文字入力機能が割り付けられた入力キーからなる入力手段を備えた携帯端末であって、
　前記入力キーの押下によって入力された入力文字を、該入力キーのキー押下持続時間に
基づいて、該入力文字と予め対応付けがなされた変換文字に変換する処理手段を具備する
ことを特徴とする携帯端末。
【請求項２】
　前記処理手段は、
　前記変換文字が複数設定されている場合には、前記キー押下持続時間に対応した変換文
字を選択することを特徴とする請求項１に記載の携帯端末。
【請求項３】
　変換可能な入力文字について、前記入力文字に応じた変換文字が変換確定時間に関連付
けて記録された文字変換テーブルを備え、
　前記処理手段は、
　前記入力文字のキー押下持続時間に基づいて、前記文字変換テーブルから該入力文字の
変換文字を取得することを特徴とする請求項１または請求項２に記載の携帯端末。
【請求項４】
　前記文字変換テーブルは、書き換え可能な記憶手段に記憶されており、
　前記変換確定時間は利用者の指定により変更可能であることを特徴とする請求項３に記
載の携帯端末。
【請求項５】
　前記文字変換テーブルは書き換え可能な記憶手段に記憶されており、かつ対応する変換
文字を複数有する特定の入力文字に対し、
　前記処理手段は、
　前記複数の変換文字の使用頻度に基づいて、それら変換文字の変換優先度を決定し、こ
の変換優先度に従って前記文字変換テーブルにおける前記特定の入力文字についての変換
内容を変更することを特徴とする請求項３に記載の携帯端末。
【請求項６】
　文字入力機能が割り付けられた入力キーからなる入力手段を備えた携帯端末における文
字変換方法であって、
　前記入力キーの押下によって入力文字が入力される過程と、
　該入力キーのキー押下持続時間に基づいて、該入力文字と予め対応付けがなされた変換
文字に変換する変換過程と、を含むことを特徴とする文字変換方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　　本発明は、携帯電話機等の携帯端末に係り、特に、電子メールの文章作成などに利用
される文字入力機能を有する携帯端末、及びその文字変換方法に関する。
【背景技術】
【０００２】
　近年、携帯電話機等の携帯端末には、電話帳機能や電子メール機能など、文字入力を必
要とする様々な機能が付加されるようになり、このため文字入力機能も備えられている。
　従来の携帯電話機においては、図２に示すような電話番号や文字等の入力用のテンキー
を備え、利用者はこのテンキーを操作して文字入力を行っている。このテンキーによる文
字入力方法は、テンキーの押下回数に応じて予め設定された文字を選択するものである。
例えば、「１」入力キーには、かな文字の「あ行」の入力機能が割り付けられており、「
１」入力キーの押下回数に応じて「あ～お」までのいずれかの文字を選択して入力するこ
とができる。
【０００３】
　また、この文字入力の際には、文字変換を行う場合がある。例えば、ひらがなやカタカ
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ナ、あるいは英字を大文字から小文字へ変換することがある。
　図７は、従来の文字変換方法を説明するための図である。この図７に示す文字変換例は
、ひらがなで「きょう」を入力する場合のものであり、この文字入力の際に、利用者は大
文字「よ」を小文字「ょ」に変換する。
【０００４】
　先ず、利用者は、図７に示すように文字「き」を入力するために、図２のテンキーの「
２」入力キーを二回押下する。次いで、文字「ょ」を入力するために、図２のテンキーの
「８」入力キーを四回押下して「や行」の小文字入力モードとし、さらに二回押下する。
これにより、文字「ょ」が入力される。次いで、文字「う」を入力するために、図２のテ
ンキーの「１」入力キーを三回押下する。このように、都合１１回のテンキー押下により
、利用者はひらがなで「きょう」を入力することができる。
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
　しかし、上述した従来の携帯電話機における文字変換方法では、テンキーの押下回数に
応じて小文字入力モードとするために、小文字入力を行う場合には、小文字入力モードに
する分だけテンキーを押下する回数が増えることになる。この結果として、文字入力の際
に、小文字入力モードにする分だけ余計に手間がかかり、文字の入力効率が低下するとい
う問題が生じる。
【０００６】
　また、「は行」のように、濁音（ば、び、ぶ、べ、ぼ）入力モードから半濁音（ぱ、ぴ
、ぷ、ぺ、ぽ）入力モードへと、テンキーの押下回数に応じてそのモードに変更して文字
変換する場合もある。このような文字変換を行う際には、さらにその文字変換に必要なテ
ンキー押下回数が増加してしまう。
【０００７】
　このテンキー押下回数の増加に対処するために、変換用のキーを設けるという方法もあ
る。しかしながら、携帯電話機などの携帯端末においては、その携帯性向上のためにキー
の実装数を制限して小型化を実現している場合があり、変換用のキーをさらに設けること
によって、この小型化が妨げられるという問題が生じることもある。
【０００８】
　本発明は、このような事情を考慮してなされたもので、その目的は、携帯端末の小型化
を妨げることなく、文字の入力効率を向上させることができる携帯端末、及びその文字変
換方法を提供することにある。
【課題を解決するための手段】
【０００９】
　上記の課題を解決するために、以下の手段を採用した。
　本発明に係る携帯端末は、文字入力機能が割り付けられた入力キーからなる入力手段を
備えた携帯端末であって、前記入力キーの押下によって入力された入力文字を、該入力キ
ーのキー押下持続時間に基づいて、該入力文字と予め対応付けがなされた変換文字に変換
する処理手段を具備することを特徴とする。
【００１０】
　前記処理手段は、前記変換文字が複数設定されている場合には、前記キー押下持続時間
に対応した変換文字を選択することを特徴とする。
【００１１】
　変換可能な入力文字について、前記入力文字に応じた変換文字が変換確定時間に関連付
けて記録された文字変換テーブルを備え、前記処理手段は、前記入力文字のキー押下持続
時間に基づいて、前記文字変換テーブルから該入力文字の変換文字を取得することを特徴
とする。
【００１２】
　前記文字変換テーブルは、書き換え可能な記憶手段に記憶されており、前記変換確定時
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間は利用者の指定により変更可能であることを特徴とする。
【００１３】
　前記文字変換テーブルは書き換え可能な記憶手段に記憶されており、かつ対応する変換
文字を複数有する特定の入力文字に対し、前記処理手段は、前記複数の変換文字の使用頻
度に基づいて、それら変換文字の変換優先度を決定し、この変換優先度に従って前記文字
変換テーブルにおける前記特定の入力文字についての変換内容を変更することを特徴とす
る。
【００１４】
　本発明に係る文字変換方法は、文字入力機能が割り付けられた入力キーからなる入力手
段を備えた携帯端末における文字変換方法であって、前記入力キーの押下によって入力文
字が入力される過程と、該入力キーのキー押下持続時間に基づいて、該入力文字と予め対
応付けがなされた変換文字に変換する変換過程とを含むことを特徴とする。
【発明の効果】
【００１５】
　本発明によれば、入力キーの押下によって入力された入力文字を、該入力キーのキー押
下持続時間に基づいて、該入力文字と予め対応付けがなされた変換文字に変換するように
したので、従来と同様の入力キー構成であるにもかかわらず、入力文字から変換文字へ変
換する際（例えば、大文字から小文字へ変換する際）の入力キー押下回数を減らすことが
可能となる。この結果、携帯電話機等の携帯端末の小型化を妨げることなく、文字の入力
効率を向上させることができるという効果が得られる。
【００１６】
　さらに、変換文字が複数設定されている場合には、キー押下持続時間に対応した変換文
字を選択するようにすれば、一つの変換対象文字に対して複数の変換文字が設定されてい
る場合においても、文字変換する際の入力キー押下回数は同数でよく、従来に比して入力
キー押下回数を減らすことが可能である。この結果、さらに文字の入力効率を向上させる
ことができるという効果が得られる。
【００１７】
　また、変換可能な入力文字について、この入力文字に応じた変換文字が変換確定時間に
関連付けて記録された文字変換テーブルを備え、入力文字のキー押下持続時間に基づいて
、文字変換テーブルから該入力文字の変換文字を取得するようにすれば、簡易な構成で本
発明の携帯端末を実現することができるという効果が得られる。
【００１８】
　さらに、文字変換テーブルを書き換え可能な記憶手段に記憶するようにし、変換確定時
間を利用者の指定により変更可能とすれば、携帯端末の利用者が自己のキー押下時の癖な
どに合わせて変換確定時間を設定することが可能となり、この結果、文字の誤変換を防止
することができるという効果が得られる。
【００１９】
　また、文字変換テーブルを書き換え可能な記憶手段に記憶するようにし、かつ対応する
変換文字を複数有する特定の入力文字に対し、複数の変換文字の使用頻度に基づいて、そ
れら変換文字の変換優先度を決定し、この変換優先度に従って文字変換テーブルにおける
特定の入力文字についての変換内容を変更するようにすれば、使用頻度の大きい変換文字
の変換優先度を高くし、該使用頻度の大きい変換文字の方がより短いキー押下持続時間で
変換可能とすることができる。この結果として、さらに文字の入力効率を向上させること
ができるという効果が得られる。
【図面の簡単な説明】
【００２０】
【図１】本発明の第１の実施形態による携帯電話機（携帯端末）の構成を示すブロック図
である。
【図２】図１に示すキー入力部３の構成の一部を示す図である。
【図３】図１に示すデータ記憶部２に記憶されている文字変換テーブル２１の構成例を示
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す図である。
【図４】図１に示す携帯電話機が行う文字変換処理の流れを示すフローチャートである。
【図５】本発明の第１の実施形態による文字変換方法を説明するための図である。
【図６】本発明の第２の実施形態における文字変換テーブル２２の構成例を示す図である
。
【図７】従来の文字変換方法を説明するための図である。
【発明を実施するための形態】
【００２１】
　以下、図面を参照し、本発明の実施形態について説明する。
　図１は、本発明の第１の実施形態による携帯電話機（携帯端末）の構成を示すブロック
図である。この図において、符号１は回路各部を制御するＣＰＵ（中央処理装置）である
。
　符号２はＣＰＵ１からアクセス可能なデータ記憶部であって、プログラム等が記憶され
たＲＯＭ（リードオンリメモリ）とデータ一時記憶用のＲＡＭ（ランダムアクセスメモリ
）とから構成されている。なお、データ記憶部２はバッテリバックアップがなされており
、携帯電話機の電源がオフされてもＲＡＭに記憶されたデータは保持される。
【００２２】
　符号３は電話番号や文字等の入力用のテンキー、各種ファンクションキーが設けられた
キー入力部、符号４はキー入力部３の操作されたキーを検出し、この検出情報をＣＰＵ１
へ出力するキー操作検出部である。このキー操作検出部４は、キーが持続して押下されて
いる時間（キー押下持続時間）を計測するためのタイマーを備える。
　符号５は液晶表示パネル等からなるディスプレイ、符号６はディスプレイ５への表示を
制御する表示制御部である。
【００２３】
　符号７はアンテナ、符号８はアンテナ７を介して無線信号を送受信し、無線電話回線を
確立するための通信制御を行う送受信部である。
　符号９は、送受信部８により確立された無線電話回線を介して送受されるデータの変換
を行うデータ変換部である。ＣＰＵ１はこのデータ変換部９を介して無線電話回線による
データ通信（電子メールの送受信等）を行うことが可能である。
　符号１０はデータ変換部９を介して送受される音声データを処理する音声処理部である
。
　符号１１は音声処理部１０に音声を入力するためのマイク、符号１２は音声処理部１０
から入力された音声を出力するスピーカである。
【００２４】
　図２は、図１のキー入力部３の構成の一部を示す図であって、電話番号や文字等を入力
するためのテンキーの構成例を示している。この図２に示す構成においては、１～１０ま
での数字入力キーにそれぞれ文字入力機能が割り付けられている。例えば、「１」入力キ
ーには、かな文字の「あ行」の入力機能が割り付けられている。また、「２」入力キーに
は、かな文字の「か行」とアルファベット（英字）の「Ａ～Ｃ」の入力機能が割り付けら
れている。
【００２５】
　これら数字入力キーにより文字入力を行う場合には、それぞれの文字入力モード（かな
入力モードや英字入力モード等）において、数字入力キーの押下回数に応じた入力文字を
選択可能である。例えば、かな入力モードにおいて、「１」入力キーを一回押下すれば「
あ」が入力文字として選択され、二回押下により「い」、三回押下により「う」、四回押
下により「え」、五回押下により「お」がそれぞれ入力文字として選択される。
　さらに押下回数を重ねた場合には、同様にその押下回数に応じて「あ」から順次選択さ
れ、これを繰り返すことになる。また、英字入力モードにおいて、「２」入力キーを一回
押下すれば「Ａ」が入力文字として選択され、二回押下により「Ｂ」、三回押下により「
Ｃ」がそれぞれ入力文字として選択され、さらに押下回数を重ねれば、その押下回数に応
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じてＡ～Ｃの選択を巡回して繰り返すことになる。
【００２６】
　図３は、図１のデータ記憶部２に記憶されている文字変換テーブル２１の構成例を示す
図である。この文字変換テーブル２１は上記図２のキー入力部３により入力された文字の
変換内容が予め記録されたものであって、その記録内容は変換対象文字（大文字）から変
換文字（小文字）に変換可能な文字の対応付けと文字変換の変換確定時間である。
【００２７】
　この変換確定時間とは、大文字から小文字への変換を確定するための条件であり、変換
対象文字（大文字）を選択したキーのキー押下持続時間が変換確定時間以上であった場合
に、変換文字（小文字）への変換が実行される。例えば、変換対象文字「よ」の変換文字
は小文字の「ょ」であり、変換確定時間は０．５秒である。また、「か行」の文字など、
対応する変換文字（小文字）がない文字（大文字）については、文字変換テーブル２１の
変換対象文字とはしない。
　なお、図３に示す例では、全ての変換対象文字に対して変換確定時間を同一としたが、
変換対象文字に対して個々に変換確定時間を設定するようにしてもよい。
【００２８】
　次に、図４、図５を参照して、図１の携帯電話機の利用者が入力文字を大文字から小文
字へ変換する動作を説明する。図４は、図１に示す携帯電話機が行う文字変換処理の流れ
を示すフローチャートである。図５は、本実施形態による文字変換方法を説明するための
図である。この図５に示す文字変換例は、ひらがなで「きょう」を入力する場合のもので
あり、この文字入力の際に、利用者は大文字「よ」を小文字「ょ」に変換する。
【００２９】
　初めに、利用者は携帯電話機のキー入力部３により、かな入力モードで文字「き」を入
力するために、図５に示すように「２」入力キーを先ず一回押下する。
ここで、携帯電話機のキー操作検出部４は、「２」入力キーの押下を検出してタイマーを
起動し、「２」入力キーのキー押下持続時間を計測する。また、キー操作検出部４は、「
２」入力キー押下をＣＰＵ１に通知する（図４のステップＳ１～Ｓ２）。
【００３０】
　次いで、ＣＰＵ１は「２」入力キー押下が通知されると、このキー入力（「２」入力キ
ー一回押下）に対応した入力文字である「か」を選択して、表示制御部６によりディスプ
レイ５に表示させる。次いで、ＣＰＵ１は文字変換テーブル２１を参照し、選択した文字
「か」が小文字への変換対象であるか否かを判断する（図４のステップＳ３～Ｓ５）。こ
の場合には、文字「か」は小文字への変換対象として文字変換テーブル２１に記録されて
いないので、ＣＰＵ１は小文字への変換を行わない（図４のステップＳ５の判断結果が「
ＮＯ」の場合）。
【００３１】
　次いで、利用者が図５に示すように二回目の「２」入力キー押下を行うと、上記ステッ
プＳ１～Ｓ５と同様に、ＣＰＵ１は「２」入力キー二回押下に対応した入力文字である「
き」を選択して、この文字「き」を表示済みの文字「か」に代えて表示制御部６によりデ
ィスプレイ５に表示させる。この場合も、文字「き」は小文字への変換対象として文字変
換テーブル２１に記録されていないので、ＣＰＵ１は小文字への変換を行わない。
【００３２】
　次いで、利用者が文字「ょ」を入力するために、図５に示すように「８」入力キーを変
換確定時間より短い時間で先ず一回押下する。ここで、上記ステップＳ１～Ｓ４と同様に
、キー操作検出部４は「８」入力キーの押下によりタイマーを起動して「８」入力キーの
キー押下持続時間を計測する。また、ＣＰＵ１は「８」入力キー一回押下に対応した入力
文字である「や」を選択して表示制御部６によりディスプレイ５に表示させ、文字変換テ
ーブル２１を参照してその選択した文字「や」が小文字への変換対象であるか否かを判断
する。
【００３３】
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　この場合には、文字「や」は小文字への変換対象として文字変換テーブル２１に記録さ
れているので（図４のステップＳ５の判断結果が「ＹＥＳ」の場合）、ＣＰＵ１は、キー
操作検出部４により計測された「８」入力キーのキー押下持続時間が文字変換テーブル２
１の変換確定時間以上であるか否かを判断する。ここでは、「８」入力キーのキー押下持
続時間はその変換確定時間より短いので、ＣＰＵ１は小文字への変換を行わない（図４の
ステップＳ６の判断結果が「ＮＯ」の場合）。
【００３４】
　次いで、利用者が図５に示すように、変換確定時間より短い時間で二回目の「８」入力
キー押下を行うと、ＣＰＵ１は「８」入力キー二回押下に対応した入力文字である「ゆ」
を選択して、この文字「ゆ」を表示済みの文字「や」に代えて表示制御部６によりディス
プレイ５に表示させる。この場合も、文字「ゆ」は小文字への変換対象として文字変換テ
ーブル２１に記録されているが、「８」入力キーのキー押下持続時間がその変換確定時間
より短いので、ＣＰＵ１は小文字への変換を行わない。
【００３５】
　次いで、利用者が図５に示すように、三回目の「８」入力キー押下を変換確定時間以上
の間、持続して押下すると、ＣＰＵ１は、「８」入力キー三回押下に対応した入力文字で
ある「よ」を選択して、この文字「よ」を表示済みの文字「ゆ」に代えて表示制御部６に
よりディスプレイ５に表示させる。この場合には、文字「よ」は小文字への変換対象とし
て文字変換テーブル２１に記録されており、且つ「８」入力キーのキー押下持続時間がそ
の変換確定時間以上であるので（図４のステップＳ６の判断結果が「ＹＥＳ」の場合）、
ＣＰＵ１は文字変換テーブル２１の変換内容に従って小文字への変換を行う。これにより
、ＣＰＵ１は文字「ょ」を表示済みの文字「よ」に代えて表示制御部６によりディスプレ
イ５に表示させる（図４のステップＳ７）。このようにして、利用者は大文字「よ」を小
文字「ょ」に変換することが可能である。
【００３６】
　次いで、利用者が文字「う」を入力するために、図５に示すように「１」入力キーを変
換確定時間より短い時間で三回押下すると、ＣＰＵ１は「１」入力キー三回押下に対応し
た入力文字である「う」を選択して、この文字「う」を表示制御部６によりディスプレイ
５に表示させる。この場合は、文字「う」は小文字への変換対象として文字変換テーブル
２１に記録されていないので、ＣＰＵ１は小文字への変換を行わない。これにより、ひら
がなによる「きょう」の入力が完了する。
【００３７】
　上記ひらがなで「きょう」を入力する場合の例では、図５に示すように、利用者は入力
キーを都合八回押下するが、これは図７に示す従来の十一回押下に比して押下回数が少な
い。このように本実施形態によれば、従来と同様の入力キー構成であるにもかかわらず、
大文字から小文字へ変換する際の入力キー押下回数を減らすことが可能となる。この結果
、携帯電話機の小型化を妨げることなく、文字の入力効率を向上させることができるとい
う効果が得られる。
【００３８】
　なお、上述した第１の実施形態においては、ひらがなで入力する場合を例にして文字変
換処理を説明したが、カタカナで入力する場合や英字で入力する場合にも同様に実施可能
である。
【００３９】
　次に、本発明の第２の実施形態について説明する。以下、図１と同様の構成の携帯電話
機に適用する場合を例にして第２の実施形態の構成とその動作を説明するが、図１の各部
に対応する構成には同一の符号を付け、その説明を省略する。
　図６は、第２の実施形態において、データ記憶部２に記憶されている文字変換テーブル
２２の構成例を示す図である。この文字変換テーブル２２は、一つの変換対象文字に対し
て複数の変換内容を記録するものであって、その記録内容は複数の変換文字（図６の例で
は第１、第２の変換文字）とそれぞれの変換確定時間（図６の例では第１、第２の変換確
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定時間）である。このように、文字変換テーブル２２に一つの変換対象文字に対して複数
の変換内容を記録しておき、この記録内容に基づいて文字変換を行うようにすれば、例え
ば、かな文字変換における濁音や半濁音への変換にも対応可能となる。
　なお、図６に示す例では、全ての変換対象文字に対して第１、第２の変換確定時間をそ
れぞれ同一としたが、変換対象文字に対して個々に第１、第２の変換確定時間を設定する
ようにしてもよい。
【００４０】
　図６に示す例では、変換対象文字「は」に対して第１の変換文字として濁音「ば」、第
２の変換文字として半濁音「ぱ」が記録されており、変換対象文字「ひ」に対しては第１
の変換文字として濁音「び」、第２の変換文字として半濁音「ぴ」が記録されている。ま
た、変換対象文字「つ」に対しては第１の変換文字として濁音「づ」、第２の変換文字と
して小文字「っ」が記録されている。これら第１の変換文字の変換確定時間（第１の変換
確定時間）は０．５秒に、また第２の変換文字の変換確定時間（第２の変換確定時間）は
１．０秒に、それぞれ設定されている。なお、文字「よ」や英字などのように、変換文字
が一つ（例えば、小文字）しかない変換対象文字については、第２の変換文字の記録内容
を空白にしておく。
【００４１】
　この第２の実施形態においてＣＰＵ１は、図４に示す文字変換処理と同様の処理を行う
。ただし、図４のステップＳ７に対応する処理において、ＣＰＵ１は、文字変換テーブル
２２の変換内容に従い、入力キーのキー押下持続時間と変換確定時間を比較し、この比較
結果に基づいて複数の変換文字の中からいずれか該当の変換文字を選択し、この変換文字
へ当該入力文字を変換する。
【００４２】
　例えば、入力文字が「は」であった場合には、その入力キーのキー押下持続時間を図６
に示す第１の変換確定時間（０．５秒）と比較し、さらに第２の変換確定時間（１．０秒
）とも比較して、該キー押下持続時間が第１の変換確定時間以上且つ第２の変換確定時間
未満の場合には第１の変換文字「ば」を変換文字として選択し、該キー押下持続時間が第
２の変換確定時間以上であった場合には第２の変換文字「ぱ」を変換文字として選択する
。
【００４３】
　また、ＣＰＵ１は、第２の変換文字の記録内容が空白である入力文字については、キー
押下持続時間が第１の変換確定時間以上であれば常に第１の変換文字へ当該入力文字を変
換する。
【００４４】
　上述した第２の実施形態においては、入力キーのキー押下持続時間に対応した変換文字
を選択する。したがって、一つの変換対象文字に対して複数の変換文字が設定されている
場合においても、文字変換する際の入力キー押下回数は同数でよく、従来に比して入力キ
ー押下回数を減らすことが可能である。この結果、さらに文字の入力効率を向上させるこ
とができるという効果が得られる。
【００４５】
　なお、上述した第２の実施形態において、文字変換テーブル２２をデータ記憶部２のＲ
ＡＭに記憶させて変換文字を書き換え可能とし、変換文字の使用頻度に基づいて当該変換
文字の変換優先度を決定し、この変換優先度に従って随時、文字変換テーブル２２の変換
内容を変更するようにしてもよい。
【００４６】
　例えば、ＣＰＵ１に学習機能を持たせ、ＣＰＵ１がこの学習機能により各変換文字の使
用頻度を求め、この使用頻度に基づいてそれぞれの変換文字をその変換優先度に応じた記
録領域に書き換えるようにする。図６に示す例では、第１の変換文字の方が第２の変換文
字よりも変換優先度が高いので、使用頻度の大きい変換文字を第１の変換文字として記録
する。このようにすれば、使用頻度の大きい変換文字の方がより短いキー押下持続時間で
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【００４７】
　また、上述した実施形態において、文字変換テーブル２１、２２をデータ記憶部２のＲ
ＡＭに記憶させて変換確定時間を書き換え可能とし、携帯電話機の利用者がその変換確定
時間を変更することができるようにしてもよい。これにより、利用者が自己のキー押下時
の癖などに合わせて変換確定時間を設定することが可能となり、この結果、文字の誤変換
を防止することができるという効果が得られるようになる。
【００４８】
　なお、本発明の携帯端末としては、上述した実施形態のように、いわゆるＣＤＭＡ（符
号分割多重接続）方式やＰＤＣ（Personal Digital Cellilar System）方式などの携帯電
話機のほか、ＰＨＳ（登録商標）（Personal Handyphone System）端末や、あるいはＰＤ
Ａ（Personal Digital Assistants：個人用情報機器）と称される携帯型の端末も含むも
のとする。また、ＰＤＡの場合、通信手段を内蔵していてもよく、外部から通信手段を接
続するものであってもよい。
【００４９】
　以上、本発明の実施形態を図面を参照して詳述してきたが、具体的な構成はこの実施形
態に限られるものではなく、本発明の要旨を逸脱しない範囲の設計変更等も含まれる。
【符号の説明】
【００５０】
　１…ＣＰＵ、　２…データ記憶部、　３…キー入力部、　４…キー操作検出部、　５…
ディスプレイ、　６…表示制御部、　７…アンテナ、　８…送受信部、　９…データ変換
部、　１０…音声処理部、　１１…マイク、　１２…スピーカ、　２１，２２…文字変換
テーブル

【図１】

【図２】

【図３】
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