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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　携帯電話と、エディタ機能を用いて作成されたファイルを前記携帯電話に転送する外部
装置とを備え、前記携帯電話は前記外部装置からのコマンド列に従って前記ファイルを受
信するメール送信システムであって、前記携帯電話は、前記受信終了後にファイルの確定
を行い、前記受信前の選択状態に戻り、前記ファイルをメールとして送信又は保存し、及
び、
　前記コマンドは、外部装置のコマンドであることを示すコマンドヘッダ部と、半角／全
角／漢字／制御の区別を行うテーブル種別部と、文字コードを示す制御コード部と、前記
制御コード部の長さを示す制御コード数部とからなり、前記ファイル中の所定文字数ごと
に前記コマンドを付して前記ファイルを前記携帯電話に転送することを特徴とするメール
送信システム。
【請求項２】
　携帯電話と、エディタ機能を用いて作成されたファイルを前記携帯電話に転送する外部
装置とを備え、前記携帯電話は前記外部装置からのコマンド列に従って前記ファイルを受
信するメール送信システムであって、前記携帯電話は、前記受信終了後にファイルの確定
を行い、前記受信前の選択状態に戻り、前記ファイルをメールとして送信又は保存し、及
び、
　前記コマンド列の最初及び最後にオンフックコマンドを送出することを特徴とするメー
ル送信システム。
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【請求項３】
　携帯電話と、エディタ機能を用いて作成されたファイルを前記携帯電話に転送する外部
装置とを備え、前記携帯電話は前記外部装置からのコマンド列に従って前記ファイルを受
信するメール送信システムであって、前記携帯電話は、前記受信終了後にファイルの確定
を行い、前記受信前の選択状態に戻り、前記ファイルをメールとして送信又は保存し、及
び、
　前記外部装置は、前記ファイルの書式に応じて前記携帯電話へ送信する前記コマンド列
の内容を変更することを特徴とするメール送信システム。
【発明の詳細な説明】
【０００１】
【発明が属する技術分野】
本発明は、携帯電話を用いた簡易メール送信システムに関し、特に、パーソナルコンピュ
ータ（ＰＣ）や携帯情報端末（ＰＤＡ）で作成されたテキストデータを、携帯電話の外部
キーボード・インターフェースを用いて、メール機能を有する携帯電話から容易にメール
発信可能とするシステムに関する。
【０００２】
【従来の技術】
近年携帯電話のインターネットサービスが普及しており、漢字を使った長文の電子メール
送受信も行われるようになっている。また、テンキーを代表とする携帯電話のキーのみを
用いた文字入力は、特にかな漢字混じりの文章を入力する際にはキー入力回数が多くなり
煩雑となるため、携帯電話サービス事業者から外部キーボード・インターフェースが規定
され、ローマ字入力等が可能な外部キーボードも製造・販売されている。
【０００３】
特開２００１－５３８８９号公報には、文字入力するための専用のタッチパネル入力器に
て漢字混じりの長文メッセージを容易に作成し、それを携帯電話へ送り込んで、接続相手
の携帯電話へメール送信するという発明が示されている。
【０００４】
【発明が解決しようとする課題】
しかし、外部キーボードは、携帯電話に搭載されたキーの代わりに外部からキー入力を行
うことを目的としており、携帯電話に搭載されるキーよりダイレクト入力できるキーの数
は増えるものの、キーの大きさやキーピッチに関しては、十分なスペースは確保されてお
らず、ＰＣのキーボードなどと比べると決してキー入力がし易いとは言えない。
【０００５】
また、外部キーボードには、テキストデータを予め作成して保存しておくという機能がな
く、ＰＣやＰＤＡで作成したテキストデータを携帯電話を使って電子メール送信するため
には、モデムカードなどを用いて、別に契約しているサービスプロバイダのアクセスポイ
ントへ接続する必要がある。
【０００６】
又、特開２００１－５３８８９号公報に記載されたタッチパネル入力装置では、文字入力
ごとにキースキャンが行なわれコードデータを生成して携帯電話に送信するために、予め
作成したテキストデータをユーザの手間を要することなく自動的に携帯電話に送信するこ
とはできない。又、タッチパネルは操作性が悪く高速の入力はできない。
【０００７】
そこで、本発明は、ＰＣやＰＤＡで予め作成したテキストデータを、モデムカードなどの
特別な回路を必要とせず、且つ、携帯電話のメールサービスのみを利用して簡単に電子メ
ールとして送信可能とすることを課題としている。
【０００８】
【課題を解決するための手段】
上記の課題を解決するための本発明は、携帯電話と、エディタ機能を用いて作成されたフ
ァイルを前記携帯電話に転送する外部装置とを備え、前記携帯電話は前記外部装置からの
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コマンド列に従って前記ファイルを受信するメール送信システムであって、前記携帯電話
は、前記受信終了後にファイルの確定を行い、前記受信前の選択状態に戻り、前記ファイ
ルをメールとして送信又は保存する。
【０００９】
【発明の実施の形態】
以下、図面を参照して本発明の実施の形態について説明する。図１に本発明の一構成例を
示す。携帯電話１０１とＰＣやＰＤＡ等の外部装置１０２とが、シルアル・インターフェ
ースで通信を行うためのケーブル１０３で接続されている。
【００１０】
外部装置１０２で作成されたテキストデータを、外部キーボードの信号フォーマットを利
用し、ケーブル１０３を介して制御コードとして携帯電話１０１へ送り込む。
【００１１】
携帯電話１０１上で新規メール作成し、送信するために行われるキー操作に応じた動作を
、外部インターフェースから制御コードとしてキーコード、文字コードを送り込むことに
より、携帯電話１０１上のキー操作が行われたのと同じように行わせる。
【００１２】
これにより、ＰＣやＰＤＡ等の外部装置１０２で予め作成したテキストデータを、モデム
カードなどの特別な回路を必要としないで、携帯電話１０１のメールサービスのみを利用
して簡単に電子メールとして送信することが可能となる。
【００１３】
また、そのような外部装置１０２を持つユーザにとっては、携帯電話１０１上での煩雑な
文字入力を使わずに、長い文章のメール作成／送信をすることができるようになり、外部
装置１０２に既存の文章データをメール送信するために携帯電話１０１側に再度手入力す
るなどという手間もなくなる。
【００１４】
更に、既存の外部装置１０２と外部インターフェース１０３を用いて実現するため、既存
装置のハード的な改造は一切必要とせず、外部装置１０２側において一部ソフト機能を追
加することにより対応可能であり、汎用性が高い。
【００１５】
図２は、携帯電話１０１の構成例を示している。制御部２０３は、各部の制御を執り行う
部分で、例えば、無線送受信部２０２で復調された信号から自機の呼び出し番号を検出し
、報知デバイス駆動部２１３を制御して、サウンダ２１４から音による着信報知、ＬＥＤ
２１５から光による着信報知、バイブレータ２１６から振動による着信報知をそれぞれ行
ったり、音声信号ではないデジタルデータ信号を処理し、メール送受信機能やサーバ接続
機能を実現する。通常、制御部２０３には、タイマー等の計時手段も含まれている。
【００１６】
自機の呼び出し番号（発番号）はＩＤメモリ２０６に保持され、制御部２０３ではこれを
読み出して、復調信号の所定位置のデータに対して照合を行う。ＲＯＭ２０４は制御部の
ＣＰＵの動作プログラムと固定データを格納するもの、ＲＡＭ２０５はメール送受信機能
で受信したメールや作成および送信したメール等のデータを保持したり、ＣＰＵ動作時の
ワーク用として使用するメモリである。
【００１７】
信号処理部２１０は、ＤＳＰ等で構成され、制御部２０３からの制御に応じて、マイク２
１１から入力された音声信号をＡ／Ｄ変換し、圧縮処理を施して、無線送受信部２０２で
変調し、アンテナ２０１から送信を行うための音声データを生成したり、アンテナ２０１
で受信し、無線送受信部２０２で復調された信号から音声データを抜き出し、伸張処理を
施してＤ／Ａ変換し、レシーバ２１２から出力するための音声信号を生成する。
【００１８】
外部コネクタ２１７は、通常、ＰＤＣ方式の携帯電話では１６芯コネクタと呼ばれ、主に
、専用ケーブルにより外部機器と接続され、制御部２０３内の調歩同期機能を用いた外部
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機器とのデータ通信の口として使用される。
【００１９】
Ｉｒ（赤外線通信用）デバイス２０９も、制御部２０３内の赤外線通信用変復調回路を伴
う調歩同期機能と接続され、赤外線通信機能を有する外部機器とのデータ通信の口として
使用される。
【００２０】
ＫＥＹ入力部２０７は、電話をかける際に電話番号を入力したり、送信メール作成、電話
帳登録などテキスト入力を行ったり、各種機能の設定入力を行ったりするために用いられ
、表示部２０８には、発着信時の電話番号の表示やＫＥＹ入力部２０７と連動した各種入
力内容の表示、電子メール送受信機能で受信したテキストメール内容の表示などが行われ
る。
【００２１】
アンテナ２０１は位相変調された電波を送受信する為のもの、無線送受信部２０２は、ア
ンテナ２０１から受信した電波の復調と、制御部２０３もしくは信号処理部２１０からの
デジタル信号に対する位相変調を行うためのものである。
【００２２】
図３は、外部装置から携帯電話に対して送られるコマンドの信号フォーマットの概略を示
している。外部キーボード用のコマンドを示すヘッダ部と、半角／全角／漢字／制御など
のテーブル種別を示す部位と、文字コードや携帯電話上のキーに対応するコードなどを示
す制御コード部とから構成される。通常、テーブル種別に応じた文字テーブル、制御テー
ブルが、外部キーボードと携帯電話機内共通で用意されており、制御テーブルには携帯電
話機上に存在するキーに対応したコード等が含まれている。
【００２３】
又、外部装置のファイルの書式に応じて前記携帯電話へ送信するコマンドの内容が変更さ
れる。
【００２４】
図４は、携帯電話機における新規送信メール作成の操作フローの一例を示している。待ち
受け状態から「メール」キーを入力することにより、図示しないメール機能一覧表示に移
行する。その状態から「４」キーを入力して「新規メール作成」を選択することにより、
新規メール作成画面へ移行する。新規メール作成画面では、「▼」キーを入力する毎に「
題名」→「宛先」→「送信」→「保存」と選択対象を切り換えることができ、選択した状
態で「●（決定）」キーを入力すると、それぞれの実行状態へと遷移する。「題名」、「
宛先」、「本文」の選択状態で「●（決定）」キーを入力した場合には、それぞれの内容
入力が可能な状態へと遷移し、文字入力が可能となり、「●（決定）」キーを入力して内
容確定を行うと、内容が入った状態で前の選択状態へ戻る。
【００２５】
図５は、本発明の一実施例を示すシーケンス図である。図６は、外部装置側で作成された
データの一例である。外部装置側では、エディタ機能を用いて、図６に示すような「外部
装置側で作成されたデータ」のようなフォーマットのデータ（ファイル）の作成が可能で
あり、そのファイルを開いた状態で、「携帯電話へ転送する機能（送信／保存も選択可）
」を実行できるものとする。
【００２６】
前記「携帯電話へ転送する機能」では、前記「外部装置側で作成されたデータ」のフォー
マットから送信メールデータであると判断し、携帯電話機に図４と同じ新規メール作成動
作を行わせるために、図３の外部キーボード・コマンド信号フォーマットに基づいて、テ
ーブル種別を切替ながらキーコードと文字コードの送出を行う。
【００２７】
尚、図示はしていないが、携帯電話側を確実に待ち受け状態に戻すために、コード送出の
最初と最後に、「オンフック」キーのコード送出を入れても良い。
【００２８】
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携帯電話機側は、受信したコマンド、コードに従って、図４と同じ新規メール作成、送信
／保存の処理動作を行う。
【００２９】
前記ファイルをメールデータ以外として保存可能であり、
通常携帯電話機側で文字入力を行う場合は、かな漢字変換等を行うために途中で文字、単
語等の確定操作が入るが、外部キーボード・インターフェースを用いたこの場合の文字入
力方法では、漢字などの文字コードが直接送り込まれるため、最後に確定を行うのみとな
っている。
【００３０】
又、外部装置から受信したファイルをメールデータ以外のテキストデータとして保存する
メモリ領域を設けてもよい。
【００３１】
この場合の外部装置→携帯電話機間の通信は、専用ケーブルで接続した調歩同期式シリア
ル通信、または、ケーブル接続を必要としないＩｒ（赤外線）通信等で実現される。
【００３２】
図７は、携帯電話機におけるテキストメモ作成の操作フローの一例を示している。但しこ
の場合、「メニュー４２」にテキストメモ機能が割り付けられているものとする。
【００３３】
待ち受け状態から「メニュー」キーを入力することにより、メニュー一覧表示に移行する
。その状態から「４」キーを入力するとメニュー番号２桁目入力待ち状態となり、「２」
キーを入力することにより、テキストメモ一覧画面へ移行する。選択するテキストメモ番
号に対応する数字キーを入力すると（図示では「３」キー）、テキストメモの内容入力／
編集が可能な状態へと遷移し、文字入力が可能となり、「●（決定）」キーを入力して内
容確定を行うと、内容が入った状態でテキストメモ一覧画面へ戻る。その後「オンフック
」キーを入力すると、待ち受け画面へと遷移する。
【００３４】
図８は、本発明の他の実施形態を示すシーケンス図である。外部装置側では、エディタ機
能を用いて、図９に示す外部装置側で作成されたデータのようなフォーマットのデータ（
ファイル）の作成が可能であり、そのファイルを開いた状態で、「携帯電話へ転送する機
能」を実行できるものとする。
【００３５】
前記「携帯電話へ転送する機能」では、前記「外部装置側で作成されたデータ」のフォー
マットからテキストメモデータであると判断し、携帯電話機に図６と同じテキストメモ作
成動作を行わせるために、図３の外部キーボード・コマンド信号フォーマットに基づいて
、テーブル種別を切替ながらキーコードと文字コードの送出を行う。携帯電話機側は、受
信したコマンド、コードに従って、図７と同じテキストメモ作成の処理動作を行う。
【００３６】
通常携帯電話機側で文字入力を行う場合は、かな漢字変換等を行うために途中で文字、単
語等の確定操作が入るが、外部キーボード・インターフェースを用いたこの場合の文字入
力方法では、漢字などの文字コードが直接送り込まれるため、最後に確定を行うのみとな
っている。
【００３７】
携帯電話機側は、コピー＆ペースト機能を利用し、テキストメモの内容を新規メールの内
容にコピーして、メール送信することも可能である。
【００３８】
図３に示す外部キーボード・コマンド信号フォーマットを用いた場合、１文字コードを送
信する毎にコマンド・ヘッダが付くため、データ部の送出ではオーバーヘッドが大きくな
ってしまう。
【００３９】
　従って、図１０に示すようにコマンド・ヘッダを別に定義し、フォーマット内に制御コ
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ようにしても良い。
【００４０】
また、通常文字として使用しないコードを終端と判断するようにすれば、制御コード・フ
ィールドの長さを示す部位を設けなくても、一度に複数の制御（文字）コードを送ること
が可能となる。テーブル種別毎に、そのような判断を行うか否かを区別しても良い。
【００４１】
【発明の効果】
以上説明した本発明によれば、ＰＣやＰＤＡで予め作成したテキストデータを、モデムカ
ードなどの特別な回路を必要としないで、携帯電話のメールサービスのみを利用して簡単
に電子メールとして送信することが可能となる。従って、そのような外部装置を持つユー
ザにとっては、携帯電話機上での煩雑な文字入力を使わずに、長い文章のメール作成／送
信をすることができるようになり、外部装置に既存の文章データを、メール送信するため
に携帯電話機側に再度手入力するなどという手間もなくなる。
【００４２】
また、本発明では、既存の外部装置と外部インターフェースを用いて携帯電話機自体でメ
ール作成して送信する場合と同じ状態を作り出すので、既存装置のハード的な改造は一切
必要とせず、外部装置側において一部ソフト機能を追加することにより実現可能であり、
汎用性が高い。
【図面の簡単な説明】
【図１】本発明のメール送信システムの概観図
【図２】携帯電話のブロック図
【図３】外部装置から携帯電話に送信されるコマンドのフォーマット図
【図４】携帯電話におけるメールの作成／送信／保存方法を説明するためのディスプレイ
の表示例
【図５】本発明のメール送信システムの動作を説明するためのシーケンス図
【図６】外部装置が作成するファイルの一例
【図７】携帯電話におけるテキストメモも作成方法を説明するための図
【図８】本発明の他の実施形態を説明するためのシーケンス図
【図９】外部装置が作成するファイルの他の例
【図１０】外部装置が送信するコマンドの他のフォーマットの例
【符号の説明】
１０１　携帯電話
１０２　外部装置
１０３　ケーブル
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