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(57)【要約】
　本発明の実施形態は、ソフトキーボードレイアウトを
調節する方法、及びモバイル端末を開示する。方法は、
ソフトキーボードレイアウトを調節するためのオプショ
ンを表示し、ソフトキーボードレイアウトを調節するた
めのオプションをユーザが選択したことの情報を受信し
、ソフトキーボードレイアウトを調節するためのオプシ
ョンをユーザが選択したことの情報を受信した後、ソフ
トキーボード調節インタフェースを、タッチスクリーン
上に表示し、ユーザによって入力された調節方式を受信
し、ソフトキーボードレイアウトを、調節方式に従って
修正することを含む。モバイル端末は、ソフトキーボー
ドレイアウトを調節するためのオプションを表示するよ
うに構成された、第１の表示ユニットと、
ソフトキーボードレイアウトを調節するためのオプショ
ンをユーザが選択したことの情報を受信し、ここで、ソ
フトキーボードレイアウトを調節するためのオプション
は、第１の表示ユニットによって表示され、ソフトキー
ボードレイアウトを調節するためのオプションをユーザ
が選択したことの情報を受信した後、ソフトキーボード
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　ソフトキーボードレイアウトを調節するためのオプションを表示し、
　前記ソフトキーボードレイアウトを調節するための前記オプションをユーザが選択した
ことの情報を受信し、前記ソフトキーボードレイアウトを調節するための前記オプション
を前記ユーザが選択したことの前記情報を受信した後、ソフトキーボード調節インタフェ
ースを、タッチスクリーン上に表示し、前記ユーザによって入力された調節方式を受信し
、
　前記ソフトキーボードレイアウトを、前記調節方式に従って修正すること
　を含む、ソフトキーボードレイアウトを調節する方法。
【請求項２】
　前記ソフトキーボードレイアウトを調節するための前記オプションは、ソフトキーボー
ドのカスタマイズオプションであり、
　ソフトキーボード調節インタフェースを、タッチスクリーン上に表示し、前記ユーザに
よって入力された調節方式を受信することは、
　完全レイアウトを含むソフトキーボードと、空いているキー位置を含むソフトキーボー
ドとを、前記タッチスクリーン上に表示し、ここで、完全レイアウトを含む前記ソフトキ
ーボード上のキーは、移動可能であり、
　前記ユーザが、前記キーを、空いているキー位置を含む前記ソフトキーボードに移動さ
せた場合、キーの位置を、前記調節方式として記録すること
　を含む、請求項１に記載の方法。
【請求項３】
　前記ソフトキーボードレイアウトを調節するための前記オプションは、自動生成オプシ
ョンであり、
　ソフトキーボード調節インタフェースを、タッチスクリーン上に表示し、前記ユーザに
よって入力された調節方式を受信することは、
　ソフトキーボードレイアウトを自動的に生成するためのインタフェースを、前記タッチ
スクリーン上に表示し、自動生成を、前記調節方式として使用すること
　を含み、前記ソフトキーボードレイアウトを、前記調節方式に従って修正することは、
　全てのキーを、キーの、記録された使用回数又は使用頻度に従ってソートし、前記ソフ
トキーボードレイアウトを、ソート結果に従って修正すること
　を含む、請求項１に記載の方法。
【請求項４】
　前記ソフトキーボードレイアウトを調節するための前記オプションを表示することは、
　前記ソフトキーボードレイアウトを調節するための第１レベルのオプションを、前記タ
ッチスクリーン上に表示し、
　前記ソフトキーボードレイアウトを調節するための前記第１レベルのオプションを前記
ユーザが選択したことの情報を受信した後、前記ソフトキーボードのカスタマイズオプシ
ョンと、前記自動生成オプションとを、同時に表示すること
　を含む、請求項２又は３に記載の方法。
【請求項５】
　ソフトキーボードレイアウトを調節するためのオプションを表示するように構成された
、第１の表示ユニットと、
　前記ソフトキーボードレイアウトを調節するための前記オプションをユーザが選択した
ことの情報を受信し、ここで、前記ソフトキーボードレイアウトを調節するための前記オ
プションは、前記第１の表示ユニットによって表示され、前記ソフトキーボードレイアウ
トを調節するための前記オプションを前記ユーザが選択したことの前記情報を受信した後
、ソフトキーボード調節インタフェースを、タッチスクリーン上に表示し、前記ユーザに
よって入力された調節方式を受信するように構成された、受信ユニットと、
　前記ソフトキーボードレイアウトを、前記受信ユニットによって受信された前記調節方
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式に従って修正するように構成された、調節ユニットと
　を備える、モバイル端末。
【請求項６】
　前記ソフトキーボードレイアウトを調節するための前記オプションは、ソフトキーボー
ドのカスタマイズオプションであり、
　前記受信ユニットは、
　前記ソフトキーボードレイアウトを調節するための前記オプションを前記ユーザが選択
したことの前記情報を受信し、ここで、前記ソフトキーボードレイアウトを調節するため
の前記オプションは、前記第１の表示ユニットによって表示され、前記ソフトキーボード
レイアウトを調節するための前記オプションを前記ユーザが選択したことの前記情報を受
信した後、完全レイアウトを含むソフトキーボードと、空いているキー位置を含むソフト
キーボードとを、前記タッチスクリーン上に表示するように構成された、第２の表示ユニ
ットと、ここで、完全レイアウトを含む前記ソフトキーボード上のキーは、移動可能であ
り、
　前記ユーザが、前記キーを、空いているキー位置を含む前記ソフトキーボードに移動さ
せた場合、キーの位置を、前記調節方式として記録するように構成された、記録ユニット
と、ここで、空いているキー位置を含む前記ソフトキーボードは、前記第２の表示ユニッ
トによって表示される、
　を備える、請求項５に記載のモバイル端末。
【請求項７】
　前記ソフトキーボードレイアウトを調節するための前記オプションは、自動生成オプシ
ョンであり、
　前記受信ユニットは、
　前記ソフトキーボードレイアウトを調節するための前記オプションを前記ユーザが選択
したことの前記情報を受信した後、ソフトキーボードレイアウトを自動的に生成するため
のインタフェースを、前記タッチスクリーン上に表示し、自動生成を、前記調節方式とし
て使用するように構成された、第３の表示ユニット
　を備え、前記調節ユニットは、
　全てのキーを、キーの、記録された使用回数又は使用頻度に従ってソートし、前記ソフ
トキーボードレイアウトを、ソート結果に従って修正するように構成された、第１の調節
ユニット
　を備える、請求項５に記載のモバイル端末。
【請求項８】
　前記第１の表示ユニットは、
　前記ソフトキーボードレイアウトを調節するための第１レベルのオプションを、前記タ
ッチスクリーン上に表示するように構成された、第１レベル表示ユニットと、
　前記ソフトキーボードレイアウトを調節するための前記第１レベルのオプションを前記
ユーザが選択したことの情報を受信した後、前記ソフトキーボードのカスタマイズオプシ
ョンと、前記自動生成オプションとを、前記タッチスクリーン上に同時に表示するように
構成された、第２レベル表示ユニットと、ここで、前記ソフトキーボードレイアウトを調
節するための前記第１レベルのオプションは、前記第１レベル表示ユニットによって表示
される、
　を備える、請求項６又は７に記載のモバイル端末。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本出願は、２００９年１２月１６日に中国専利局に出願された、中国特許出願第２００
９１０２５２７７９．５号の優先権を主張するものであり、当該出願はその全体が参照に
よって本明細書中に援用される。
【０００２】
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　本発明は、モバイル端末技術の分野に関し、特に、ソフトキーボードレイアウトを調節
する方法、及びモバイル端末に関する。
【背景技術】
【０００３】
　技術の発達に伴い、タッチスクリーンを有するモバイル端末が、使用利便性のために、
ユーザ間にますます普及しつつある。
【０００４】
　更に、モバイル端末技術の成熟に伴い、ますます多くのモバイル端末が、従来の入力キ
ーボードをもはや装備せず、ほとんどの入力は、タッチスクリーン上に表示されるソフト
キーボードを介して実施されるようになっている。
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
　従来技術の調査及び実施のプロセスにおいて、発明者は、従来技術が以下の問題を有す
ることを見い出した。
【０００６】
　従来技術では、ソフトキーボード上のキーの位置が固定されているが、多くのユーザは
、何らかの特別な使用要求を有しているため、モバイル端末のソフトキーボードの、固定
された構成は、それらのユーザの要求を満たすことができない。
【課題を解決するための手段】
【０００７】
　本発明の実施形態において解決されるべき技術的問題は、個人的嗜好に従ってキーボー
ドを調節することに対するユーザの要求を満たす、ソフトキーボードレイアウトを調節す
る方法、及びモバイル端末を提供することである。
【０００８】
　上記の技術的問題を解決するために、本発明の実施形態の一態様は、
　ソフトキーボードレイアウトを調節するためのオプションを表示し、
　ソフトキーボードレイアウトを調節するためのオプションをユーザが選択したことの情
報を受信し、ソフトキーボードレイアウトを調節するためのオプションをユーザが選択し
たことの情報を受信した後、ソフトキーボード調節インタフェースを、タッチスクリーン
上に表示し、ユーザによって入力された調節方式を受信し、
　ソフトキーボードレイアウトを、調節方式に従って修正することを含む、ソフトキーボ
ードレイアウトを調節する方法を提供する。
【０００９】
　別の態様は、
　ソフトキーボードレイアウトを調節するためのオプションを表示するように構成された
、第１の表示ユニットと、
　ソフトキーボードレイアウトを調節するためのオプションをユーザが選択したことの情
報を受信し、ここで、ソフトキーボードレイアウトを調節するためのオプションは、第１
の表示ユニットによって表示され、ソフトキーボードレイアウトを調節するためのオプシ
ョンをユーザが選択したことの情報を受信した後、ソフトキーボード調節インタフェース
を、タッチスクリーン上に表示し、ユーザによって入力された調節方式を受信するように
構成された、受信ユニットと、
　ソフトキーボードレイアウトを、受信ユニットによって受信された調節方式に従って修
正するように構成された、調節ユニットとを含む、モバイル端末を提供する。
【発明の効果】
【００１０】
　前述の技術的解決法から、ソフトキーボードレイアウトを調節するためのオプションが
、ユーザに提供されてもよく、かつ、ソフトキーボードレイアウトが、ユーザによって入
力された調節方式に従って修正されるため、ユーザは、ソフトキーボードレイアウトを、
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要求に応じてカスタマイズすることができる、ということがわかる。
【図面の簡単な説明】
【００１１】
【図１】本発明の第１の実施形態による、ソフトキーボードレイアウトを調節する方法の
フローチャートである。
【図２】本発明の一実施形態による、完全レイアウトを有するソフトキーボードと、空い
ているキー位置を含むソフトキーボードとの表示の、概略レイアウト図である。
【図３】本発明の一実施形態による、ソフトキーボードレイアウトを調節するプロセスの
概略図である。
【図４】本発明の一実施形態による、ソフトキーボードレイアウトの調節の完了の概略図
である。
【図５】本発明の第２の実施形態による、ソフトキーボードレイアウトを調節する方法の
フローチャートである。
【図６】本発明の別の実施形態による、ソフトキーボードレイアウトの調節の完了の概略
図である。
【図７】本発明の一実施形態によるモバイル端末の概略構成図である。
【発明を実施するための形態】
【００１２】
　本発明の実施形態は、個人的嗜好に従ってキーボードを調節することに対するユーザの
要求を満たす、ソフトキーボードレイアウトを調節する方法、及びモバイル端末を提供す
る。
【００１３】
　本発明の一実施形態で提供される、ソフトキーボードレイアウトを調節する方法は、
　ソフトキーボードレイアウトを調節するためのオプションを表示し、
　ソフトキーボードレイアウトを調節するためのオプションをユーザが選択したことの情
報を受信し、ソフトキーボードレイアウトを調節するためのオプションをユーザが選択し
たことの情報を受信した後、ソフトキーボード調節インタフェースを、タッチスクリーン
上に表示し、ユーザによって入力された調節方式を受信し、
　ソフトキーボードレイアウトを、調節方式に従って修正することを含む。
【００１４】
　本発明のこの実施形態で提供される、ソフトキーボードレイアウトを調節する方法を使
用すれば、ソフトキーボードレイアウトを調節するためのオプションが、ユーザに提供さ
れてもよく、かつ、ソフトキーボードレイアウトが、ユーザによって入力された調節方式
に従って修正され、従って、ソフトキーボードレイアウトをカスタマイズすることに対す
るユーザの要求が満たされる。
【００１５】
　ソフトキーボード調節インタフェースを、タッチスクリーン上に表示すること、及び、
ユーザによって入力された調節方式を受信することは、２つの異なるモードで実施される
。
【００１６】
　第１のモードは、カスタマイズモードである。
【００１７】
　ソフトキーボードレイアウトを調節するためのオプションは、ソフトキーボードのカス
タマイズ（Ｃｕｓｔｏｍｉｚｉｎｇ　Ｓｏｆｔ　Ｋｅｙｂｏａｒｄ）オプションであって
もよい。モバイル端末は、完全レイアウトを有するソフトキーボードと、空いているキー
位置を含むソフトキーボードとを、タッチスクリーン上に表示し、完全レイアウトを有す
るソフトキーボード上のキーは、移動可能であり、ユーザが、キーを、空いているキー位
置を含むソフトキーボードに移動させた場合、キーの位置が、調節方式として記録される
。
【００１８】
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　第２のモードは、自動調節モードである。
【００１９】
　ソフトキーボードレイアウトを調節するためのオプションは、自動生成（Ａｕｔｏ－Ｇ
ｅｎｅｒａｔｉｎｇ）オプションであってもよい。モバイル端末は、タッチスクリーン上
に、ソフトキーボードレイアウトを自動的に生成するためのインタフェースを表示し、自
動生成が、調節方式として使用され、次に、全てのキーが、キーの、記録された使用回数
又は使用頻度に従ってソートされ、ソフトキーボードレイアウトが、ソート結果に従って
修正される。
【００２０】
　更に、モバイル端末は、２つの異なるモードが選択可能となるように、ユーザに同時に
提供してもよい。このとき、タッチスクリーンは、ソフトキーボードのカスタマイズオプ
ション、及び、自動生成オプションという、２つの異なるオプションを同時に表示しても
よく、そして、異なる調節モードが、ユーザの、異なる選択に従って提供され、また、タ
ッチスクリーンは、マルチレベルメニューを提供してもよく、ここで、ソフトキーボード
レイアウトを調節するための第１レベルのオプションが、最初に表示され、次に、ソフト
キーボードレイアウトを調節するための第１レベルのオプションをユーザが選択した後、
ソフトキーボードのカスタマイズオプションと、自動生成オプションとが表示される。
【００２１】
　カスタマイズモードが使用されることを例として取り上げると、図１は、本発明の第１
の実施形態による、ソフトキーボードレイアウトを調節する方法のフローチャートであり
、この方法は、以下を含む。
【００２２】
　１０１．ソフトキーボードのカスタマイズオプションを表示する。
【００２３】
　モバイル端末は、ソフトキーボードレイアウトを調節するための、選択可能なオプショ
ンを、タッチスクリーン上に表示し、ここで、オプションの名称は、「ソフトキーボード
レイアウトのカスタマイズ（Ｃｕｓｔｏｍｉｚｉｎｇ　Ｓｏｆｔ　Ｋｅｙｂｏａｒｄ　Ｌ
ａｙｏｕｔ）」、又は、「ソフトキーボードレイアウトカスタマイズ（Ｓｏｆｔ　Ｋｅｙ
ｂｏａｒｄ　Ｌａｙｏｕｔ　Ｃｕｓｔｏｍｉｚａｔｉｏｎ）」であってもよい。
【００２４】
　１０２．ソフトキーボードのカスタマイズオプションをユーザが選択したことの情報を
受信し、完全レイアウトを有するソフトキーボードと、空いているキー位置を含むソフト
キーボードとを、タッチスクリーン上に表示する。
【００２５】
　図２は、本発明の一実施形態による、完全レイアウトを有するソフトキーボードと、空
いているキー位置を含むソフトキーボードとの表示の、概略レイアウト図である。完全レ
イアウトを有するソフトキーボードは、９つのキーを有し、それらは、それぞれ、１、２
、３、４，５，６，７，８、及び９であり、空いているキー位置を含むソフトキーボード
は、９つの空いている位置を有し、これは一例にすぎない。実際の使用では、キーボード
は、多くのレイアウトを有してもよく、これについては、ここでは列挙しない。完全レイ
アウトを有するソフトキーボード上のキーは、移動可能である。
【００２６】
　１０３．ユーザが、キーを、空いているキー位置を含むソフトキーボードに移動させた
場合、キーの位置を、調節方式として記録する。
【００２７】
　ユーザは、完全レイアウトを有するソフトキーボード上のキーを、空いているキー位置
を含むキーボードに、クリック又はドラッグし、キーを、ユーザが設定したい目標位置に
配置し、ソフトキーボード全体の新たなレイアウトを完成し、設定を完了した後、設定を
クリック及び確認し、キーの位置を、調節方式として記録してもよい。
【００２８】
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　図３は、本発明の一実施形態による、ソフトキーボードレイアウトを調節するプロセス
の概略図である。元の、空いているキー位置を含むソフトキーボード上に、ユーザが、新
たなキーボードレイアウトを完成し、９つのキーは、それぞれ、「３、２、１」、「６，
５、４」、及び「９、８、７」である。
【００２９】
　１０４．ソフトキーボードレイアウトを、調節方式に従って修正する。
【００３０】
　新たなキーボードレイアウトを完成した後、ユーザは、新たなキーボードレイアウトを
クリック及び確認する。モバイル端末は、ソフトキーボードレイアウトを、ユーザによっ
て調節されたキー位置に従って修正する。図４は、本発明の一実施形態による、ソフトキ
ーボードレイアウトの調節の完了の概略図である。
【００３１】
　ユーザが、新たなキーボードレイアウトをクリック及び確認した後、モバイル端末によ
って提供されるソフトキーボードインタフェースは、図４に示すインタフェースになる。
このとき、各キー位置によって記憶されるキー値情報も、同期して更新され、例えば、図
１における、元の位置１は、ユーザがその位置をクリックした場合、アプリケーションレ
イヤに、イベント１として報告され、しかし、ユーザが、入力インタフェースを、図３に
示すものとして設定した場合、ユーザが、同じ位置を、すなわち、図３における位置３を
クリックすると、アプリケーションレイヤに報告されるのは、イベント３である。このよ
うにして、入力インタフェース全体の再設定が完了する。
【００３２】
　第２のモードが使用されることを例として取り上げると、図５は、本発明の第２の実施
形態による、ソフトキーボードレイアウトを調節する方法のフローチャートであり、この
方法は、以下を含む。
【００３３】
　５０１．自動生成オプションを表示する。
【００３４】
　モバイル端末は、選択可能な自動生成オプションを、タッチスクリーン上に表示し、こ
こで、オプションの名称は、「ソフトキーボードレイアウトの自動調節（Ａｕｔｏ－Ａｄ
ｊｕｓｔｉｎｇ　Ｓｏｆｔ　Ｋｅｙｂｏａｒｄ　Ｌａｙｏｕｔ）」、又は、「ソフトキー
ボードレイアウト自動調節（Ｓｏｆｔ　Ｋｅｙｂｏａｒｄ　Ｌａｙｏｕｔ　Ａｕｔｏ－Ａ
ｄｊｕｓｔｍｅｎｔ）」であってもよい。
【００３５】
　５０２．自動生成オプションをユーザが選択したことの情報を受信する。
【００３６】
　５０３．ソフトキーボードレイアウトを自動的に生成するためのインタフェースを、タ
ッチスクリーン上に表示し、自動生成を、調節方式として使用し、全てのキーを、キーの
、記録された使用回数又は使用頻度に従ってソートし、ソフトキーボードレイアウトを、
ソート結果に従って修正する。
【００３７】
　モバイル端末は、各キーについてのカウンタを予め設定し、各キーの使用回数が記録さ
れ、又は、各キーの使用頻度が記録される。
【００３８】
　自動生成オプションをユーザが選択したことの情報を受信した後、モバイル端末は、ソ
フトキーボードレイアウトを自動的に生成するためのインタフェースを表示して、ソフト
キーボードレイアウトが自動的に生成されていることをユーザにプロンプト通知する。プ
ロンプト内で使用される絵、又はテキストは、要求に応じて設定されてもよい（例えば、
プログレスバー、又はテキストプロンプト）。
【００３９】
　ソフトキーボードレイアウトを自動的に生成するためのインタフェースを表示するのと
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同時に、モバイル端末は、全てのキーを、キーの、記録された使用回数又は使用頻度に従
って、高い値から低い値の順にソートする。
【００４０】
　引き続き、図２におけるキーボードレイアウトを例として取り上げ、モバイル端末が、
自動生成オプションをユーザが選択したことの情報を受信した場合の、各キーの使用回数
は、以下の通りであると仮定する。
　キー「１」については、８回
　キー「２」については、７回
　キー「３」については、１０回
　キー「４」については、１１回
　キー「５」については、３回
　キー「６」については、２回
　キー「７」については、１回
　キー「８」については、１５回
　キー「９」については、０回
　ソフトキーボードの、新たなソート順序は、図６に示されており、「８、４、３」、「
１、２、５」、及び「６、７、９」である。ユーザが、ソートの完了後に、８を押すと、
入力は８であるが、位置８は、以前の１である。このようにして、新たなキーボードレイ
アウトが、入力頻度に従って完成される。
【００４１】
　当業者は、本発明の上記の実施形態における方法内のステップの全て又は一部が、関連
するハードウェアに指示するプログラムによって完了されてもよい、ということを理解す
るであろう。プログラムは、コンピュータ読み取り可能な記憶媒体内に記憶されてもよい
。プログラムが実行された場合、以下のステップが実行される。
【００４２】
　ソフトキーボードレイアウトを調節する方法は、
　ソフトキーボードレイアウトを調節するためのオプションを表示し、
　ソフトキーボードレイアウトを調節するためのオプションをユーザが選択したことの情
報を受信し、ソフトキーボードレイアウトを調節するためのオプションをユーザが選択し
たことの情報を受信した後、ソフトキーボード調節インタフェースを、タッチスクリーン
上に表示し、ユーザによって入力された調節方式を受信し、
　ソフトキーボードレイアウトを、調節方式に従って修正することを含む。
【００４３】
　上記で言及した記憶媒体は、読み取り専用メモリ、磁気ディスク、又はコンパクトディ
スクであってもよい。
【００４４】
　図７は、本発明の一実施形態で提供されるモバイル端末の構成を示し、このモバイル端
末は、
　ソフトキーボードレイアウトを調節するためのオプションを表示するように構成された
、第１の表示ユニット７０１と、
　ソフトキーボードレイアウトを調節するためのオプションをユーザが選択したことの情
報を受信し、ここで、ソフトキーボードレイアウトを調節するためのオプションは、第１
の表示ユニット７０１によって表示され、ソフトキーボードレイアウトを調節するための
オプションをユーザが選択したことの情報を受信した後、ソフトキーボード調節インタフ
ェースを、タッチスクリーン上に表示し、ユーザによって入力された調節方式を受信する
ように構成された、受信ユニット７０２と、
　ソフトキーボードレイアウトを、受信ユニット７０２によって受信された調節方式に従
って修正するように構成された、調節ユニット７０３とを含む。
【００４５】
　ソフトキーボードレイアウトを調節するためのオプションが、ソフトキーボードのカス
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　ソフトキーボードレイアウトを調節するためのオプションをユーザが選択したことの情
報を受信し、ここで、ソフトキーボードレイアウトを調節するためのオプションは、第１
の表示ユニットによって表示され、ソフトキーボードレイアウトを調節するためのオプシ
ョンをユーザが選択したことの情報を受信した後、完全レイアウトを有するソフトキーボ
ードと、空いているキー位置を含むソフトキーボードとを、タッチスクリーン上に表示す
るように構成された、第２の表示ユニットと、ここで、完全レイアウトを有するソフトキ
ーボード上のキーは、移動可能であり、
　ユーザが、キーを、空いているキー位置を含むソフトキーボードに移動させた場合、キ
ーの位置を、調節方式として記録するように構成された、記録ユニットと、ここで、空い
ているキー位置を含むソフトキーボードは、第２の表示ユニットによって表示される、を
含む。
【００４６】
　ソフトキーボードレイアウトを調節するためのオプションが、自動生成オプションであ
る場合、受信ユニット７０２は、
　ソフトキーボードレイアウトを調節するためのオプションをユーザが選択したことの情
報を受信した後、ソフトキーボードレイアウトを自動的に生成するためのインタフェース
を、タッチスクリーン上に表示し、自動生成を、調節方式として使用するように構成され
た、第３の表示ユニットを含む。
【００４７】
　調節ユニット７０３は、
　全てのキーを、キーの、記録された使用回数又は使用頻度に従ってソートし、ソフトキ
ーボードレイアウトを、ソート結果に従って修正するように構成された、第１の調節ユニ
ットを含む。
【００４８】
　マルチレベルメニューが、ソフトキーボードレイアウトを調節するためのオプションを
表示するために使用される場合、第１の表示ユニット７０１は、
　ソフトキーボードレイアウトを調節するための第１レベルのオプションを、タッチスク
リーン上に表示するように構成された、第１レベル表示ユニットと、
　ソフトキーボードレイアウトを調節するための第１レベルのオプションをユーザが選択
したことの情報を受信した後、ソフトキーボードのカスタマイズオプションと、自動生成
オプションとを、タッチスクリーン上に同時に表示するように構成された、第２レベル表
示ユニットと、ここで、ソフトキーボードレイアウトを調節するための第１レベルのオプ
ションは、第１レベル表示ユニットによって表示される、を含む。
【００４９】
　本発明のこの実施形態で提供されるモバイル端末の、特定の使用方法については、本発
明の上記の実施形態で提供された、ソフトキーボードレイアウトを調節する方法の説明を
参照されたい（ここでは更に説明しない）。
【００５０】
　本発明で提供される、ソフトキーボードレイアウトを調節する方法、及びモバイル端末
について、上記で詳細に説明した。本発明の原理、及び実施について、実施形態を参照し
て説明したが、実施形態は、本発明の方法、及び核となる概念の理解を助けるために使用
されるにすぎない。同時に、本発明の概念に従って、当業者によって、本発明の実施及び
適用範囲に、修正及び変形が行われることが可能である。結論として、この明細書の内容
は、本発明に対する限定として解釈されるべきではない。
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【図７】

【手続補正書】
【提出日】平成24年7月25日(2012.7.25)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　ソフトキーボードレイアウトを調節するためのオプションを表示し、
　前記ソフトキーボードレイアウトを調節するための前記オプションをユーザが選択した
ことの情報を受信し、前記ソフトキーボードレイアウトを調節するための前記オプション
を前記ユーザが選択したことの前記情報を受信した後、ソフトキーボード調節インタフェ
ースを、タッチスクリーン上に表示し、前記ユーザによって入力された調節方式を受信し
、
　前記ソフトキーボードレイアウトを、前記調節方式に従って修正すること
　を含む、ソフトキーボードレイアウトを調節する方法。
【請求項２】
　前記ソフトキーボードレイアウトを調節するための前記オプションは、ソフトキーボー
ドのカスタマイズオプションであり、
　ソフトキーボード調節インタフェースを、タッチスクリーン上に表示し、前記ユーザに
よって入力された調節方式を受信することは、
　完全レイアウトを含むソフトキーボードと、空いているキー位置を含むソフトキーボー
ドとを、前記タッチスクリーン上に表示し、ここで、完全レイアウトを含む前記ソフトキ
ーボード上のキーは、移動可能であり、
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　前記ユーザが、前記キーを、空いているキー位置を含む前記ソフトキーボードに移動さ
せた場合、キーの位置を、前記調節方式として記録すること
　を含む、請求項１に記載の方法。
【請求項３】
　前記ソフトキーボードレイアウトを調節するための前記オプションは、自動生成オプシ
ョンであり、
　ソフトキーボード調節インタフェースを、タッチスクリーン上に表示し、前記ユーザに
よって入力された調節方式を受信することは、
　ソフトキーボードレイアウトを自動的に生成するためのインタフェースを、前記タッチ
スクリーン上に表示し、自動生成を、前記調節方式として使用すること
　を含み、前記ソフトキーボードレイアウトを、前記調節方式に従って修正することは、
　全てのキーを、キーの、記録された使用回数又は使用頻度に従ってソートし、前記ソフ
トキーボードレイアウトを、ソート結果に従って修正すること
　を含む、請求項１に記載の方法。
【請求項４】
　前記ソフトキーボードレイアウトを調節するための前記オプションは、前記ソフトキー
ボードのカスタマイズオプション、および自動生成オプションを含み、
 
　前記ソフトキーボードレイアウトを調節するための前記オプションを表示することは、
　前記ソフトキーボードレイアウトを調節するための第１レベルのオプションを、前記タ
ッチスクリーン上に表示し、
　前記ソフトキーボードレイアウトを調節するための前記第１レベルのオプションを前記
ユーザが選択したことの情報を受信した後、前記ソフトキーボードのカスタマイズオプシ
ョンと、前記自動生成オプションとを、同時に表示すること
　を含む、請求項２に記載の方法。
【請求項５】
　前記ソフトキーボードレイアウトを調節するための前記オプションは、ソフトキーボー
ドのカスタマイズオプション、および前記自動生成オプションを含み、
　前記ソフトキーボードレイアウトを調節するための前記オプションを表示することは、
　前記ソフトキーボードレイアウトを調節するための第１レベルのオプションを、前記タ
ッチスクリーン上に表示し、
　前記ソフトキーボードレイアウトを調節するための前記第１レベルのオプションを前記
ユーザが選択したことの情報を受信した後、前記ソフトキーボードのカスタマイズオプシ
ョンと、前記自動生成オプションとを、同時に表示すること
　を含む、請求項３に記載の方法。
【請求項６】
　ソフトキーボードレイアウトを調節するためのオプションを表示するように構成された
、第１の表示ユニットと、
　前記ソフトキーボードレイアウトを調節するための前記オプションをユーザが選択した
ことの情報を受信し、ここで、前記ソフトキーボードレイアウトを調節するための前記オ
プションは、前記第１の表示ユニットによって表示され、前記ソフトキーボードレイアウ
トを調節するための前記オプションを前記ユーザが選択したことの前記情報を受信した後
、ソフトキーボード調節インタフェースを、タッチスクリーン上に表示し、前記ユーザに
よって入力された調節方式を受信するように構成された、受信ユニットと、
　前記ソフトキーボードレイアウトを、前記受信ユニットによって受信された前記調節方
式に従って修正するように構成された、調節ユニットと
　を備える、モバイル端末。
【請求項７】
　前記ソフトキーボードレイアウトを調節するための前記オプションは、ソフトキーボー
ドのカスタマイズオプションであり、
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　前記受信ユニットは、
　前記ソフトキーボードレイアウトを調節するための前記オプションを前記ユーザが選択
したことの前記情報を受信し、ここで、前記ソフトキーボードレイアウトを調節するため
の前記オプションは、前記第１の表示ユニットによって表示され、前記ソフトキーボード
レイアウトを調節するための前記オプションを前記ユーザが選択したことの前記情報を受
信した後、完全レイアウトを含むソフトキーボードと、空いているキー位置を含むソフト
キーボードとを、前記タッチスクリーン上に表示するように構成された、第２の表示ユニ
ットと、ここで、完全レイアウトを含む前記ソフトキーボード上のキーは、移動可能であ
り、
　前記ユーザが、前記キーを、空いているキー位置を含む前記ソフトキーボードに移動さ
せた場合、キーの位置を、前記調節方式として記録するように構成された、記録ユニット
と、ここで、空いているキー位置を含む前記ソフトキーボードは、前記第２の表示ユニッ
トによって表示される、
　を備える、請求項６に記載のモバイル端末。
【請求項８】
　前記ソフトキーボードレイアウトを調節するための前記オプションは、自動生成オプシ
ョンであり、
　前記受信ユニットは、
　前記ソフトキーボードレイアウトを調節するための前記オプションを前記ユーザが選択
したことの前記情報を受信した後、ソフトキーボードレイアウトを自動的に生成するため
のインタフェースを、前記タッチスクリーン上に表示し、自動生成を、前記調節方式とし
て使用するように構成された、第３の表示ユニット
　を備え、前記調節ユニットは、
　全てのキーを、キーの、記録された使用回数又は使用頻度に従ってソートし、前記ソフ
トキーボードレイアウトを、ソート結果に従って修正するように構成された、第１の調節
ユニット
　を備える、請求項６に記載のモバイル端末。
【請求項９】
　前記ソフトキーボードレイアウトを調節するための前記オプションは、前記ソフトキー
ボードのカスタマイズオプション、および自動生成オプションを含み、
　前記第１の表示ユニットは、
　前記ソフトキーボードレイアウトを調節するための第１レベルのオプションを、前記タ
ッチスクリーン上に表示するように構成された、第１レベル表示ユニットと、
　前記ソフトキーボードレイアウトを調節するための前記第１レベルのオプションを前記
ユーザが選択したことの情報を受信した後、前記ソフトキーボードのカスタマイズオプシ
ョンと、前記自動生成オプションとを、前記タッチスクリーン上に同時に表示するように
構成された、第２レベル表示ユニットと、ここで、前記ソフトキーボードレイアウトを調
節するための前記第１レベルのオプションは、前記第１レベル表示ユニットによって表示
される、
　を備える、請求項７に記載のモバイル端末。
【請求項１０】
　前記ソフトキーボードレイアウトを調節するための前記オプションは、ソフトキーボー
ドのカスタマイズオプション、および前記自動生成オプションを含み、
　前記第１の表示ユニットは、
　前記ソフトキーボードレイアウトを調節するための第１レベルのオプションを、前記タ
ッチスクリーン上に表示するように構成された、第１レベル表示ユニットと、
　前記ソフトキーボードレイアウトを調節するための前記第１レベルのオプションを前記
ユーザが選択したことの情報を受信した後、前記ソフトキーボードのカスタマイズオプシ
ョンと、前記自動生成オプションとを、前記タッチスクリーン上に同時に表示するように
構成された、第２レベル表示ユニットと、ここで、前記ソフトキーボードレイアウトを調
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節するための前記第１レベルのオプションは、前記第１レベル表示ユニットによって表示
される、
　を備える、請求項８に記載のモバイル端末。
【請求項１１】
　プログラムが記録されたコンピュータ可読記憶媒体であって、前記プログラムは、コン
ピュータに、請求項１～４いずれか1項に記載の方法を実行させる、コンピュータ可読記
憶媒体。
【請求項１２】
　携帯端末であって、
　一つ以上のプロセッサと、
　コンピュータ可読記憶媒体と、
　前記コンピュータ可読記憶媒体に記録された、前記一つ以上のプロセッサにより実行さ
れるように構成されたプログラムであって、前記プログラムは、前記携帯端末に、
　ソフトキーボードレイアウトを調節するためのオプションを表示させ、
　前記ソフトキーボードレイアウトを調節するための前記オプションをユーザが選択した
ことの情報を受信させ、前記ソフトキーボードレイアウトを調節するための前記オプショ
ンを前記ユーザが選択したことの前記情報を受信させた後、ソフトキーボード調節インタ
フェースを、タッチスクリーン上に表示させ、前記ユーザによって入力された調節方式を
受信させ、
　前記ソフトキーボードレイアウトを、前記調節方式に従って修正させる、
　命令を含む、プログラムと、
　を含む、携帯端末。
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【要約の続き】
調節インタフェースを、タッチスクリーン上に表示し、ユーザによって入力された調節方式を受信するように構成さ
れた、受信ユニットと、ソフトキーボードレイアウトを、受信ユニットによって受信された調節方式に従って修正す
るように構成された、調節ユニットとを含む。このようにして、個人的嗜好に従ってキーボードを調節することに対
するユーザの要求が満たされる。


	biblio-graphic-data
	abstract
	claims
	description
	drawings
	written-amendment
	search-report
	overflow

