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(57)【要約】
　本発明は、連絡先情報入力方法及びシステムを提供す
るものであって、当該入力方法は、現在の編集ボックス
の内容属性を取得するステップと、撮像装置を起動して
撮像プレビュー画面に入るステップと、入力したい連絡
先情報の文字内容を撮像装置の撮像プレビュー画面に配
置し、前記連絡先情報の文字内容を撮像するステップと
、光学文字認識技術を用いて、画像のうち撮像プレビュ
ー画面の位置決めマーク付近に配置された文字内容を分
析・認識し、現在の編集ボックスの内容属性に合致する
連絡先情報文字列を抽出するステップと、認識結果とし
ての文字列を現在の編集ボックスに入力するステップと
を含む。
【選択図】図７
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　連絡先情報入力方法であって、
　ステップＡ：現在の編集ボックスの内容属性を取得し、
　ステップＢ：撮像装置を起動して撮像プレビュー画面に入り、入力したい連絡先情報の
文字内容を撮像装置の撮像プレビュー画面における位置決めマーク付近に配置し、前記連
絡先情報の文字内容を撮像し、
　ステップＣ：光学文字認識技術を用いて、画像のうち撮像プレビュー画面の位置決めマ
ーク付近に配置された文字内容を分析・認識し、現在の編集ボックスの内容属性に合致す
る連絡先情報の文字列を抽出し、
　うち、現在の編集ボックスの内容属性が電話番号である場合、認識した連絡先情報の文
字列のうち、全てが数字で構成される文字列、或いは、数字に加え、電話番号に含まれる
可能性のある記号を含む文字列を選択し、うち、電話番号に含まれる可能性のある記号は
、「＋」、「－」、「(」、「)」、「＊」、「×」、「ｅｘｔ．」を含み、
　現在の編集ボックスの内容属性がメールボックスである場合は、認識した連絡先情報の
文字列のうち「＠」を含む文字列を選択し、
　現在の編集ボックスの内容属性がウェブサイトアドレスである場合は、認識した連絡先
情報の文字列のうち、「ｗｗｗ」又は「ｈｔｔｐ」又は複数の「．」又は「／」を含む文
字列を選択し、
　現在の編集ボックスの内容属性が住所である場合は、認識した連絡先情報の文字列のう
ち、中国語又は／及び英語からなる文字列、或いは、中国語又は／及び英語に加え数字を
含む文字列を選択し、
　ステップＤ：認識結果としての文字列を現在の編集ボックスに入力する
　という各ステップを含むことを特徴とする連絡先情報入力方法。
【請求項２】
　連絡先情報入力方法であって、
　ステップＡ：現在の編集ボックスの内容属性を取得し、
　ステップＢ：撮像装置を起動して撮像プレビュー画面に入り、入力したい連絡先情報の
文字内容を撮像装置の撮像プレビュー画面に配置し、前記連絡先情報の文字内容を撮像し
、
　ステップＣ：光学文字認識技術を用いて、画像のうち撮像プレビュー画面の位置決めマ
ーク付近に配置された文字内容を分析・認識し、現在の編集ボックスの内容属性に合致す
る連絡先情報の文字列を抽出し、
　ステップＤ：認識結果としての文字列を現在の編集ボックスに入力する
　という各ステップを含むことを特徴とする連絡先情報入力方法。
【請求項３】
　請求項２に記載の連絡先情報入力方法であって、
　ステップＣにおいて、現在の編集ボックスの内容属性に合致する連絡先情報の文字列を
抽出する方法として、
　現在の編集ボックスの内容属性が電話番号である場合、認識した連絡先情報の文字列の
うち、全てが数字で構成される文字列、或いは、数字に加え、電話番号に含まれる可能性
のある記号を含む文字列を選択し、うち、電話番号に含まれる可能性のある記号は、「＋
」、「－」、「(」、「)」、「＊」、「×」、「ｅｘｔ．」を含み、
　現在の編集ボックスの内容属性がメールボックスである場合は、認識した連絡先情報の
文字列のうち「＠」を含む文字列を選択し、
　現在の編集ボックスの内容属性がウェブサイトアドレスである場合は、認識した連絡先
情報の文字列のうち、「ｗｗｗ」又は「ｈｔｔｐ」又は複数の「．」又は「／」を含む文
字列を選択し、
　現在の編集ボックスの内容属性が住所である場合は、認識した連絡先情報の文字列のう
ち、中国語又は／及び英語からなる文字列、或いは、中国語又は／及び英語に加え数字を
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含む文字列を選択することを特徴とする。
【請求項４】
　請求項２に記載の連絡先情報入力方法であって、
　ステップＣにおいて、画像のうち撮像プレビュー画面の位置決めマーク付近に配置され
た文字内容から、現在の編集ボックスの内容属性に合致する連絡先情報の文字列を抽出で
きない場合、或いは画像のうち撮像プレビュー画面の位置決めマーク付近に配置された文
字を認識できない場合には、空白の文字列をフィードバックし、このような場合、ステッ
プＤでは現在の編集ボックスに入力する文字はなくなることを特徴とする。
【請求項５】
　請求項２に記載の連絡先情報入力方法であって、
　ステップＢにおいて、撮像装置の撮像プレビュー画面には撮像する連絡先情報を指定す
るための位置決めマークが設けられていることを特徴とする。
【請求項６】
　請求項５に記載の連絡先情報入力方法であって、
　前記位置決めマークの位置決め方法は、位置決めボックス、ライン、符号による始点・
終点位置表示のいずれかを用いるものであることを特徴とする。
【請求項７】
　請求項５に記載の連絡先情報入力方法であって、
　前記ステップＢは、位置決めマーク調節モジュールによって位置決めマークの形状を調
節するステップを更に含み、
　ユーザは、入力したいテキスト範囲に基づき、前記位置決めマーク調節モジュールによ
って位置決めマークの位置又は／及び形状を調節することを特徴とする。
【請求項８】
　請求項７に記載の連絡先情報入力方法であって、
　撮像プレビュー画面の表示手段はタッチ表示手段であり、
　ユーザは、入力したいテキスト範囲に基づき、前記タッチ表示手段上でタッチ動作を行
うことで、位置決めマークの位置又は／及び形状を入力し、
　前記位置決めマーク調節モジュールは前記タッチ動作を取得し、当該タッチ動作に基づ
き位置決めマークの位置又は／及び形状を設定することを特徴とする。
【請求項９】
　連絡先情報入力方法であって、
　ステップ４１０：現在の編集ボックスの内容属性を取得し、現在のアプリケーションへ
の文字入力の準備をし、
　ステップ４２０：スマートデバイス内蔵カメラを起動し、カメラ撮像プレビュー画面に
入り、
　ステップ４３０：入力したい連絡先情報の文字内容を撮像プレビュー画面の位置決めマ
ーク付近に配置し、その画像を撮像し、
　ステップ４４０：当該画像を分析するとともに、光学文字認識技術を用いて、画像のう
ち撮像プレビュー画面の位置決めマーク付近に配置された文字内容を分析・認識し、現在
の編集ボックスの内容属性に合致する連絡先情報文字列を抽出し、
　ステップ４５０：認識結果としての文字列を現在の編集ボックスに入力し、
　ステップ４６０：今回のカメラ入力法操作を終了する
　という各ステップを含むことを特徴とする連絡先情報入力方法。
【請求項１０】
　請求項９に記載の連絡先情報入力方法であって、
　ステップ４２０において、入力法ではスマートデバイス内蔵カメラを起動する方法とし
て、
　方法１：ポップアップした入力法メニューからカメラ認識入力法を選択し、スマートデ
バイス内蔵カメラを起動する、即ち、光学文字認識入力法起動時に直ちにスマートデバイ
ス内蔵カメラを起動し、カメラ撮像プレビュー画面に入る方法と、
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　方法２：特定のキーを押圧することでスマートデバイス内蔵カメラを起動し、カメラ撮
像プレビュー画面に入る方法と、
　方法３：カメラ入力法を除く他の入力法において、任意の特定アイコンをクリックする
ことでスマートデバイス内蔵カメラを起動し、カメラ撮像プレビュー画面に入る方法と、
　方法４：アプリケーションの編集ボックスの近傍にカメラアイコンを設け、当該アイコ
ンをクリックすることで内蔵カメラを起動させる方法
　のうちいずれか一つを含むことを特徴とする。
【請求項１１】
　請求項９に記載の連絡先情報入力方法であって、
　ステップ４２０において、カメラ撮像プレビュー画面を表示する方法として、
　撮影プレビュー画像をスマートデバイスのディスプレイ全体に表示する方法と、
　撮影プレビュー画像をスマートデバイスのディスプレイの一部にのみ表示する方法
　のうちいずれか一つを用いることを特徴とする。
【請求項１２】
　請求項９に記載の連絡先情報入力方法であって、
　ステップ４３０において、カメラ撮像プレビュー画面に連絡先情報用の位置決め記号を
表示する方法として、
　文字を表示することで、連絡先情報テキストを撮像プレビュー画面の特定位置に配置す
るようユーザに提示する方法と、
　図形を用いることで、連絡先情報テキストを撮像プレビュー画面の特定位置に配置する
ようユーザに提示する方法
　のうちいずれか一つ用いることを特徴とする。
【請求項１３】
　請求項９に記載の連絡先情報入力方法であって、
　カメラ撮像プレビュー画面に提示情報を表示することによって、現在のアプリケーショ
ンの編集ボックスに入力されるテキスト内容の属性をユーザに提示することを特徴とする
。
【請求項１４】
　連絡先情報の画像情報を取得する撮像装置と、各情報を表示する表示手段とを含む電子
機器に設けられ、設定された連絡先情報を入力するために用いられる連絡先情報入力シス
テムであって、
　前記撮像装置が取得した画像情報における連絡先情報を文字テキストとして認識する光
学文字認識モジュールと、
　各連絡先情報の文字列の内容属性を認識する内容属性認識モジュールと、
　現在の編集ボックスの内容属性に基づいて、現在の編集ボックスの内容属性に合致する
文字列を入力内容として選択する内容属性選択モジュールとを含むことを特徴とする連絡
先情報入力システム。
【請求項１５】
　請求項１４に記載の連絡先情報入力システムであって、
　前記内容属性認識モジュールが各連絡先情報の文字列の内容属性を認識する方法として
、
　現在の編集ボックスの内容属性が電話番号である場合、認識した連絡先情報の文字列の
うち、全てが数字で構成される文字列、或いは、数字に加え、電話番号に含まれる可能性
のある記号を含む文字列を選択し、うち、電話番号に含まれる可能性のある記号は、「＋
」、「－」、「(」、「)」、「＊」、「×」、「ｅｘｔ．」を含み、
　現在の編集ボックスの内容属性がメールボックスである場合は、認識した連絡先情報の
文字列のうち「＠」を含む文字列を選択し、
　現在の編集ボックスの内容属性がウェブサイトアドレスである場合は、認識した連絡先
情報の文字列のうち、「ｗｗｗ」又は「ｈｔｔｐ」又は複数の「．」又は「／」を含む文
字列を選択し、
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　現在の編集ボックスの内容属性が住所である場合は、認識した連絡先情報の文字列のう
ち、中国語又は／及び英語からなる文字列、或いは、中国語又は／及び英語に加え数字を
含む文字列を選択することを特徴とする。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、文字入力分野と画像処理分野における文字入力方法に関し、特に光学文字認
識技術による連絡先情報の入力方法に関する。更に、本発明は連絡先情報入力システムに
関する。
【背景技術】
【０００２】
　近年、携帯電話、ＰＤＡ（Ｐｅｒｓｏｎａｌ　Ｄｉｇｉｔａｌ　Ａｓｓｉｓｔａｎｔ）
、携帯ゲーム機、ナビゲーションシステムといった電子機器の普及を促進する中で、人間
がこれら電子機器とやり取りするための各種手段のうち、最も基本的且つ一般的な手段と
して用いられているのが文字入力方法である。
【０００３】
　現在、一般的に用いられている文字入力方法には主に二種類ある。うち一つは、スマー
トデバイスに設けられたキーパネルを用いるキーパネル入力法で、ユーザはキーパネルの
キーを一回又は複数押圧することによって所望の文字を入力する。例えば、ノキア社製の
Ｓ４０、Ｓ６０シリーズ携帯電話や、モト（Ｍｏｔｏ）社のＱシリーズ携帯電話で採用さ
れているキーパネル文字入力方法がこれにあたる。図１は、携帯電話におけるキーパネル
入力法の具体例の一つである。本方法のメリットとしては、ユーザが親指を使って片手で
入力操作を行うことができる点、キーを押す度にユーザに対し明確なフィードバックがあ
る点、キーパネルのキーの組合せを定義することで各種言語の入力が可能になる点があげ
られる。一方、デメリットとしては、一つの文字を入力するために複数回キーを押圧せね
ばならない点、ユーザが各文字に対応するキーの組合せを学習していなければその文字を
入力することができない点があげられ、例えば、中国語の文字をピンイン入力する場合が
これにあたる。更に、異なる種別の文字を入力する際には、ユーザは入力モードを切り替
えねばならない。
【０００４】
　もう一つの文字入力方法は、タッチパネル入力法である。本入力法では、スマートデバ
イスのタッチパネルに表示される仮想キーパネルをクリックすることで文字入力を実現す
るか、或いは、ユーザがタッチペンを用いてタッチパネル上に所望の文字を直接書き込み
、書き込まれた筆跡を認識、文字変換することで文字入力を実現する（図２は、Ｗｉｎｄ
ｏｗｓＭｏｂｉｌｅタッチパネルによる仮想キーパネル入力法の具体例の一つを示してい
る）。仮想キーによる文字入力のメリット及びデメリットは、前述のキーパネル入力法と
類似している。一方、手書き入力法は、ユーザが文字に対応するキーの組み合わせを学習
する必要がなく、タッチパネル上に該当文字を直接書き込めば文字入力を実現できる点が
メリットである。しかし、入力のスピードが遅い点、通常は片手でデバイスを持ち、もう
片方の手でタッチペンを持って文字を書き込むという両手での操作が必要とされる点、書
き込みが不明瞭な場合には認識エラーが発生しやすく、入力スピードの低下につながる点
、異なる種別の文字を入力する際には、やはりユーザによって入力モードを切り替えねば
ならない点においてデメリットがある。
【０００５】
　スマートデバイスの機能が豊富になるにつれ、従来より備わっていた電話発信、ショー
トメール／電子メール発信等の機能に加え、例えばサーチエンジン、ネット地図、ネット
ブログへのアクセス等、より多くのネットワーク機能がスマートデバイスに搭載されるよ
うになっている。ここで、日常生活では、特定の連絡先情報を付帯した印刷物に出会う機
会が多い。例えば、名刺に記載された電話番号、Ｅ－ｍａｉｌ、携帯電話番号、書籍・新
聞・雑誌・広告に記載された電話番号、Ｅ－ｍａｉｌ、ウェブサイトアドレス、住所など
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がある。そして、これら印刷物が発信する内容に興味を覚えた場合には、スマートデバイ
スのアプリケーションを用いてこれらの連絡先情報にアクセスすることがある。例えば、
電話をかけたり、メールを送信したり、ウェブサイトにアクセスしたり、地図上の位置を
検索したりする。この時、これら連絡先情報を一文字ずつアプリケーションの編集ボック
ス（例えば、図３の電話ダイヤルパネル、図４のＥ－ｍａｉｌの宛先、図５のブラウザア
ドレス欄、図６の地図検索住所欄など）へ入力せねばならないが、ＵＲＬや住所といった
比較的長い情報には複数種別の文字が混合して使われていることが多く（例えば、中国語
と数字、英語と数字など）、入力時には入力モードを度々切り替える必要が生じる。更に
、入力の過程では、スマートデバイスへの入力法と印刷物の文字内容との間で繰り返し注
意力を切り替えねばならない。つまり、こうした入力過程は煩雑であるとともに時間を浪
費してしまう。
【発明の概要】
【０００６】
　本発明は、入力したい連絡先情報をスマートデバイス内蔵カメラで撮像することで、効
率よく文字入力を完遂可能な連絡先情報入力方法を提供することを解決すべき課題とする
。
【０００７】
　また、本発明は更に、入力したい連絡先情報をスマートデバイス内蔵カメラで撮像する
ことで、効率よく文字入力を完遂可能な連絡先情報入力システムを提供する。
【０００８】
　上記課題を解決するため、本発明は以下の技術案を用いる。
【０００９】
　スマートデバイスに連絡先情報を入力する方法であって、内蔵カメラと光学文字認識機
能を備える従来のスマートデバイスの記憶装置メモリに、ＣＰＵに次の動作を実行させる
よう制御・指示するためのプログラムを備えた。前記スマートデバイスにおいて、当該入
力法をアクティブにしてアプリケーションにおける特定種別の編集ボックスに対し文字入
力するための準備を行う場合、スマートデバイス内蔵カメラを起動し、スマートデバイス
のディスプレイを用いて撮像プレビューを実行し、入力したい印刷物の連絡先情報の文字
内容をプレビューウィンドウの特定位置（例えば中央位置）に配置する。続いて撮像動作
を実行し、入力したい文字内容を含む画像を取得し、光学文字認識技術で当該画像におけ
る特定位置（例えば中央位置）の連絡先情報の文字内容を分析・認識すると、これを編集
ボックスの内容属性に合致する文字列（例えば、電話番号、携帯電話番号、Ｅ‐ｍａｉｌ
アドレス、ウェブサイト、住所など）に変換し、スマートデバイスで実行中のアプリケー
ションの編集ボックスへ入力する。
【００１０】
　また、連絡先情報入力方法であって、ステップＡ：現在の編集ボックスの内容属性を取
得し、ステップＢ：撮像装置を起動して撮像プレビュー画面に入り、入力したい連絡先情
報の文字内容を撮像装置の撮像プレビュー画面における位置決めマーク付近に配置し、前
記連絡先情報の文字内容を撮像し、ステップＣ：光学文字認識技術を用いて、画像のうち
撮像プレビュー画面の位置決めマーク付近に配置された文字内容を分析・認識し、現在の
編集ボックスの内容属性に合致する連絡先情報の文字列を抽出し、うち、現在の編集ボッ
クスの内容属性が電話番号である場合、認識した連絡先情報の文字列のうち、全てが数字
で構成される文字列、或いは、数字に加え、電話番号に含まれる可能性のある記号を含む
文字列を選択し、うち、電話番号に含まれる可能性のある記号は、「＋」、「－」、「(
」、「)」、「＊」、「×」、「ｅｘｔ．」を含み、現在の編集ボックスの内容属性がメ
ールボックスである場合は、認識した連絡先情報の文字列のうち「＠」を含む文字列を選
択し、現在の編集ボックスの内容属性がウェブサイトアドレスである場合は、認識した連
絡先情報の文字列のうち、「ｗｗｗ」又は「ｈｔｔｐ」又は複数の「．」又は「／」を含
む文字列を選択し、現在の編集ボックスの内容属性が住所である場合は、認識した連絡先
情報の文字列のうち、中国語又は／及び英語からなる文字列、或いは、中国語又は／及び
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英語に加え数字を含む文字列を選択し、ステップＤ：認識結果としての文字列を現在の編
集ボックスに入力する、という各ステップを含む連絡先情報入力方法。
【００１１】
　また、連絡先情報入力方法であって、ステップＡ：現在の編集ボックスの内容属性を取
得し、ステップＢ：撮像装置を起動して撮像プレビュー画面に入り、入力したい連絡先情
報の文字内容を撮像装置の撮像プレビュー画面に配置し、前記連絡先情報の文字内容を撮
像し、ステップＣ：光学文字認識技術を用いて、画像のうち撮像プレビュー画面の位置決
めマーク付近に配置された文字内容を分析・認識し、現在の編集ボックスの内容属性に合
致する連絡先情報の文字列を抽出し、ステップＤ：認識結果としての文字列を現在の編集
ボックスに入力する、という各ステップを含む連絡先情報入力方法。
【００１２】
　好ましくは、ステップＣにおいて、現在の編集ボックスの内容属性に合致する連絡先情
報の文字列を抽出する方法として、現在の編集ボックスの内容属性が電話番号である場合
、認識した連絡先情報の文字列のうち、全てが数字で構成される文字列、或いは、数字に
加え、電話番号に含まれる可能性のある記号を含む文字列を選択し、うち、電話番号に含
まれる可能性のある記号は、「＋」、「－」、「(」、「)」、「＊」、「×」、「ｅｘｔ
．」を含み、現在の編集ボックスの内容属性がメールボックスである場合は、認識した連
絡先情報の文字列のうち「＠」を含む文字列を選択し、現在の編集ボックスの内容属性が
ウェブサイトアドレスである場合は、認識した連絡先情報の文字列のうち、「ｗｗｗ」又
は「ｈｔｔｐ」又は複数の「．」又は「／」を含む文字列を選択し、現在の編集ボックス
の内容属性が住所である場合は、認識した連絡先情報の文字列のうち、中国語又は／及び
英語からなる文字列、或いは、中国語又は／及び英語に加え数字を含む文字列を選択する
。
【００１３】
　好ましくは、ステップＣにおいて、画像のうち撮像プレビュー画面の位置決めマーク付
近に配置された文字内容から、現在の編集ボックスの内容属性に合致する連絡先情報の文
字列を抽出できない場合、或いは画像のうち撮像プレビュー画面の位置決めマーク付近に
配置された文字を認識できない場合には、空白の文字列をフィードバックし、このような
場合、ステップＤでは現在の編集ボックスに入力する文字はなくなる。
【００１４】
　好ましくは、ステップＢにおいて、撮像装置の撮像プレビュー画面には撮像する連絡先
情報を指定するための位置決めマークが設けられている。
【００１５】
　好ましくは、前記位置決めマークの位置決め方法は、位置決めボックス、ライン、符号
による始点・終点位置表示のいずれかを用いるものである。
【００１６】
　好ましくは、前記ステップＢは、位置決めマーク調節モジュールによって位置決めマー
クの形状を調節するステップを更に含み、ユーザは、入力したいテキスト範囲に基づき、
前記位置決めマーク調節モジュールによって位置決めマークの位置又は／及び形状を調節
する。
【００１７】
　好ましくは、前記撮像プレビュー画面の表示手段はタッチ表示手段であり、ユーザは、
入力したいテキスト範囲に基づき、前記タッチ表示手段上でタッチ動作を行うことで、位
置決めマークの位置又は／及び形状を入力し、前記位置決めマーク調節モジュールは前記
タッチ動作を取得し、当該タッチ動作に基づき位置決めマークの位置又は／及び形状を設
定する。
【００１８】
　また、連絡先情報入力方法であって、ステップ４１０：現在の編集ボックスの内容属性
を取得し、現在のアプリケーションへの文字入力の準備をし、ステップ４２０：スマート
デバイス内蔵カメラを起動し、カメラ撮像プレビュー画面に入り、ステップ４３０：入力
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したい連絡先情報の文字内容を撮像プレビュー画面の位置決めマーク付近に配置し、その
画像を撮像し、ステップ４４０：当該画像を分析するとともに、光学文字認識技術を用い
て、画像のうち撮像プレビュー画面の位置決めマーク付近に配置された文字内容を分析・
認識し、現在の編集ボックスの内容属性に合致する連絡先情報文字列を抽出し、ステップ
４５０：認識結果としての文字列を現在の編集ボックスに入力し、ステップ４６０：今回
のカメラ入力法操作を終了する、という各ステップを含む連絡先情報入力方法。
【００１９】
　好ましくは、ステップ４２０において、入力法ではスマートデバイス内蔵カメラを起動
する方法として、方法１：ポップアップした入力法メニューからカメラ認識入力法を選択
し、スマートデバイス内蔵カメラを起動する、即ち、光学文字認識入力法起動時に直ちに
スマートデバイス内蔵カメラを起動し、撮像プレビュー画面に入る方法と、方法２：特定
のキーを押圧することでスマートデバイス内蔵カメラを起動し、カメラ撮像プレビュー画
面に入る方法と、方法３：カメラ入力法を除く他の入力法において、任意の特定アイコン
をクリックすることでスマートデバイス内蔵カメラを起動し、カメラ撮像プレビュー画面
に入る方法と、方法４：アプリケーションの編集ボックスの近傍にカメラアイコンを設け
、当該アイコンをクリックすることで内蔵カメラを起動させる方法のうちいずれか一つを
含む。
【００２０】
　好ましくは、ステップ４２０において、カメラ撮像プレビュー画面を表示する方法とし
て、撮影プレビュー画像をスマートデバイスのディスプレイ全体に表示する方法と、撮影
プレビュー画像をスマートデバイスのディスプレイの一部にのみ表示する方法のうちいず
れか一つを用いる。
【００２１】
　好ましくは、ステップ４３０において、カメラ撮像プレビュー画面に連絡先情報用の位
置決め記号を表示する方法として、文字を表示することで、連絡先情報テキストを撮像プ
レビュー画面の特定位置に配置するようユーザに提示する方法と、図形を用いることで、
連絡先情報テキストを撮像プレビュー画面の特定位置に配置するようユーザに提示する方
法のうちいずれか一つ用いる。
【００２２】
　好ましくは、撮像プレビュー画面に提示情報を表示することによって、現在のアプリケ
ーションの編集ボックスに入力されるテキスト内容の属性をユーザに提示する。
【００２３】
　また、本発明は、連絡先情報の画像情報を取得する撮像装置と、各情報を表示する表示
手段とを含む電子機器に設けられ、設定された連絡先情報を入力するために用いられる連
絡先情報入力システムであって、前記撮像装置が取得した画像情報における連絡先情報を
文字テキストとして認識する光学文字認識モジュールと、各連絡先情報の文字列の内容属
性を認識する内容属性認識モジュールと、現在の編集ボックスの内容属性に基づいて、現
在の編集ボックスの内容属性に合致する文字列を入力内容として選択する内容属性選択モ
ジュールとを含む連絡先情報入力システムを提供する。
【００２４】
　好ましくは、前記内容属性認識モジュールが各連絡先情報の文字列の内容属性を認識す
る方法として、現在の編集ボックスの内容属性が電話番号である場合、認識した連絡先情
報の文字列のうち、全てが数字で構成される文字列、或いは、数字に加え、電話番号に含
まれる可能性のある記号を含む文字列を選択し、うち、電話番号に含まれる可能性のある
記号は、「＋」、「－」、「(」、「)」、「＊」、「×」、「ｅｘｔ．」を含み、現在の
編集ボックスの内容属性がメールボックスである場合は、認識した連絡先情報の文字列の
うち「＠」を含む文字列を選択し、現在の編集ボックスの内容属性がウェブサイトアドレ
スである場合は、認識した連絡先情報の文字列のうち、「ｗｗｗ」又は「ｈｔｔｐ」又は
複数の「．」又は「／」を含む文字列を選択し、現在の編集ボックスの内容属性が住所で
ある場合は、認識した連絡先情報の文字列のうち、中国語又は／及び英語からなる文字列
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、或いは、中国語又は／及び英語に加え数字を含む文字列を選択する。
【００２５】
本発明は以下の有利な効果を奏する。本発明の入力方法によれば、スマートデバイスの内
蔵カメラを用いて入力したい連絡先情報のテキスト内容を撮像し、これを認識するととも
にアプリケーションへ入力するので、ユーザはキーパネル入力法やタッチパネルを用いて
テキスト内容を一文字ずつ入力する必要がなく、更には、入力したい連絡先情報の文字数
が多いほどユーザの入力時間を短縮することができる。また、認識実行時には、現在の編
集ボックスがどのような種別の文字列を要求しているかを把握しているため、認識結果と
しての文字列は高い正確性を保証される。
【図面の簡単な説明】
【００２６】
【図１】図１は、スマートデバイスにおけるキーパネル入力を示す図である。
【図２】図２は、仮想キーパネル入力法を示す図である。
【図３】図３は、電話ダイヤルパネルの編集ボックスを示す図である。
【図４】図４は、電子メール(Ｅ－ｍａｉｌ)アドレスの編集ボックスを示す図である。
【図５】図５は、ウェブサイトアドレス（ＵＲＬ）の編集ボックスを示す図である。
【図６】図６は、住所編集ボックスを示す図である。
【図７】図７は、スマートデバイス内蔵カメラと光学文字認識技術を組み合わせ、且つア
プリケーションの編集ボックスの内容属性を利用した本発明の入力方法を示すフローチャ
ートである。
【図８】図８は、スマートデバイス内蔵カメラと光学文字認識技術を組み合わせ、且つア
プリケーションの編集ボックスの内容属性を利用した、印刷物連絡先情報の入力法を示す
図である。
【図９】図９は、入力法メニューを用いて「カメラ入力法」を選択してカメラ入力法を使
用することを示す図である。
【図１０】図１０は、他の入力法においてカメラアイコンをクリックしてカメラ入力法を
使用することを示す図である。
【図１１】図１１は、編集ボックスの近傍にカメラアイコンを配置することを示す図であ
る。
【図１２】図１２は、文字情報又は図形を表示することによって、印刷物の連絡先情報を
カメラのプレビュー画面における特定位置に配置するようユーザに提示することを示す図
である。
【図１３】図１３は、図形又は文字を表示することによって、現在の印刷物の情報の種別
をユーザに提示することを示す図である。
【発明を実施するための形態】
【００２７】
　以下、図面を参照して本発明における望ましい実施例を詳細に説明する。
【００２８】
　＜実施例１＞
　本発明は、スマートデバイスに連絡先情報を入力する方法を開示する。本入力方法は、
光学文字認識機能と内蔵カメラを備えたスマートデバイスにおいて実行される。当該入力
法をアクティブにしてアプリケーションにおける特定種別の編集ボックスに文字入力を行
う準備をする際には、スマートデバイス内蔵カメラを起動し、スマートデバイスのディス
プレイを用いて撮像プレビューを実行し、入力したい印刷物の連絡先情報の文字内容をプ
レビューウィンドウの特定位置に配置する。続いて撮像動作を実行し、入力したい文字内
容を含む画像を取得し、光学文字認識技術で当該画像の特定位置にある連絡先情報の文字
内容を分析・認識すると、これを編集ボックスの内容属性に合致する文字列（例えば、電
話番号、携帯電話番号、Ｅ－ｍａｉｌアドレス、ウェブサイト、住所など）に変換し、ス
マートデバイスが実行中のアプリケーションの編集ボックスへ入力する。
【００２９】



(10) JP 2013-502861 A 2013.1.24

10

20

30

40

50

　ここで、図７を参照する。図７は、前記のスマートデバイス内蔵カメラと光学文字認識
技術を組み合わせ、且つアプリケーション編集ボックスの内容属性を利用した印刷物連絡
先情報入力方法の流れを示すものであり、具体的に以下のステップを示している。
【００３０】
　（ステップ４１０）
　現在の編集ボックスの内容属性を取得し、現在のアプリケーションへの文字入力の準備
をする。内容属性には、電話番号、Ｅ‐ｍａｉｌアドレス、ウェブサイトＵＲＬ、連絡先
住所などが含まれる。
【００３１】
　（ステップ４２０）
　スマートデバイス内蔵カメラを起動し、撮像プレビュー画面に入る。
【００３２】
　入力法のうち、スマートデバイス内蔵カメラを起動する方法としては次の四種類がある
。
【００３３】
　方法１：ポップアップした入力法メニューからカメラ認識入力法を選択し、スマートデ
バイス内蔵カメラを起動する。即ち、光学文字認識入力法起動時に直ちにスマートデバイ
ス内蔵カメラを起動し、カメラ撮像プレビュー画面に入る（図９には、入力法メニューか
ら「カメラ入力法」を選択してカメラ入力法を使用する例を示している）。
【００３４】
　方法２：特定のキー、例えばスマートデバイスのカメラキーなどを押圧することで、ス
マートデバイス内蔵カメラを起動し、カメラ撮像プレビュー画面に入る。
【００３５】
　方法３：他の入力法、例えば手書き入力法、ピンイン入力法などにおいて、任意の特定
アイコンをクリックすることでスマートデバイス内蔵カメラを起動し、カメラ撮像プレビ
ュー画面に入る（図１０には、他の入力法においてカメラアイコンをクリックすることで
カメラ入力法を使用する例を示している）。
【００３６】
　方法４：アプリケーションの編集ボックスの近傍にカメラアイコンを設け、このアイコ
ンをクリックすることで内蔵カメラを起動させる。
【００３７】
　なお、カメラ撮像プレビュー画面を表示する方法としては、次の二種類の方法がある。
【００３８】
　方法１：撮像プレビュー画像をスマートデバイスのディスプレイ全体に表示する。
【００３９】
　方法２：撮像プレビュー画像を，スマートデバイスのディスプレイの一部、例えば入力
法ウィンドウ領域にのみ表示する（図８には、撮像プレビュー画像を入力法ウィンドウに
表示した例を示している）。
【００４０】
　（ステップの４３０）
　入力したい連絡先情報の文字内容を撮像プレビュー画面の位置決めマーク付近に配置し
、その画像を撮像する。
【００４１】
　撮像プレビュー画面に連絡先情報撮像用の位置決めマーク（例えば、位置決め記号）を
表示する方法としては、次の二種類がある。
【００４２】
　方法１：文字情報を表示することで、連絡先情報テキストをプレビュー画面の特定位置
に配置するようユーザに提示する。
【００４３】
　方法２：図形を用いることで、連絡先情報テキストをプレビュー画面の特定位置に配置
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するようユーザに提示する。
【００４４】
　（ステップ４４０）
　当該画像を分析するとともに、光学文字認識技術を用いて、画像のうちプレビュー画面
の位置決めマーク付近に配置された文字内容を分析・認識し、現在の編集ボックスの内容
属性に合致する連絡先情報の文字列を抽出する。カメラ撮像プレビュー画面では、文字又
は図形を表示することによって、現在のアプリケーション編集ボックスがどのようなテキ
スト内容の入力を必要としているのかをユーザに提示してもよい。
【００４５】
　ここで、画像のうちプレビュー画面の位置決めマーク付近に配置された文字内容から、
現在の編集ボックスの内容属性に合致する連絡先情報の文字列を抽出できない場合、或い
は画像のうちプレビュー画面の位置決めマーク付近に配置された文字を認識できない場合
には、空白の文字列をフィードバックする。このような場合、ステップ４５０で現在の編
集ボックスに対し入力する文字はなくなる。
【００４６】
　本ステップでは、文字認識に失敗した場合、又は現在の編集ボックスの内容属性に合致
する連絡先情報の文字列を抽出できなかった場合、ユーザは再度撮像過程を実行するか、
手動で所望の文字列を入力する必要がある。
【００４７】
　（ステップ４５０）
　認識結果としての文字列を現在の編集ボックスに入力する。
【００４８】
　（ステップ４６０）
　今回のカメラ入力法操作を終了する。
【００４９】
　以上述べたように、本発明の入力方法によれば、スマートデバイスの内蔵カメラを用い
て入力したい連絡先情報のテキスト内容を撮像し、これを認識するとともにアプリケーシ
ョンへ入力するので、ユーザはキーパネル入力法やタッチパネルを用いてテキスト内容を
一文字ずつ入力する必要がなく、更には、入力したい連絡先情報の文字数が多いほどユー
ザの入力時間を短縮することができる。また、認識実行時には、現在の編集ボックスがど
のような種別の文字列を要求しているかを把握しているため、認識結果としての文字列は
高い正確性を保証される。
【００５０】
　＜実施例２＞
　本実施例では、次のステップを含む連絡先情報入力方法を開示する。
【００５１】
　ステップＡ：現在の編集ボックスの内容属性を取得する。内容属性には、電話番号、Ｅ
‐ｍａｉｌアドレス、ウェブサイトＵＲＬ、連絡先住所などが含まれる。
【００５２】
　ステップＢ：撮像装置を起動し、撮像プレビュー画面に入る。そして、入力したい連絡
先情報の文字内容を撮像装置の撮像プレビュー画面における位置決めマーク付近に配置し
、前記連絡先情報の文字内容を撮像する。
【００５３】
　うち、プレビュー画面に設けられた位置決めマークは、撮像する連絡先情報を指定する
のに用いられる。前記位置決めマークとしては、位置決めボックスやライン（１本ライン
、２本ライン、複数本ライン）であってもよく、或いは符号による始点・終点位置表示で
あってもよい。
【００５４】
　好ましくは、本方法は、位置決めマーク調節モジュールによって位置決めマークの形状
を調節するステップを含んでもよい。これにより、ユーザは入力したいテキスト範囲に基
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づき、前記位置決めマーク調節モジュールを用いて位置決めマークの位置又は／及び形状
を調節する。
【００５５】
　望ましくは、電子機器の表示手段がタッチ表示手段である場合、ユーザは入力したいテ
キスト範囲に基づいて前記タッチ表示手段上でタッチ動作をすることで、位置決めマーク
の位置又は／及び形状を入力してもよい。前記位置決めマーク調節モジュールは前記タッ
チ動作を取得すると、当該タッチ動作に基づいて位置決めマークの位置又は／及び形状を
設定する。
【００５６】
　なお、ステップＡとステップＢの順序は入れ替えてもよい。
【００５７】
　ステップＣ：光学文字認識技術を用いて、画像のうちプレビュー画面の位置決めマーク
付近に配置された文字内容を分析・認識し、現在の編集ボックスの内容属性に合致する連
絡先情報の文字列を抽出する。
【００５８】
　現在の編集ボックスの内容属性が電話番号である場合、認識した連絡先情報の文字列の
うち、全てが数字で構成される文字列、或いは、数字に加え、電話番号に含まれる可能性
のある記号を含む文字列を選択する。うち、電話番号に含まれる可能性のある記号は、「
＋」、「－」、「(」、「)」、「＊」、「×」、「ｅｘｔ．」を含む。
【００５９】
　また、現在の編集ボックスの内容属性がメールボックスである場合は、認識した連絡先
情報の文字列のうち「＠」を含む文字列を選択する。
【００６０】
　また、現在の編集ボックスの内容属性がウェブサイトアドレスである場合は、認識した
連絡先情報の文字列のうち、「ｗｗｗ」又は「ｈｔｔｐ」又は複数の「．」又は「／」を
含む文字列を選択する。
【００６１】
　また、現在の編集ボックスの内容属性が住所である場合は、認識した連絡先情報の文字
列のうち、中国語又は／及び英語からなる文字列、或いは、中国語又は／及び英語に加え
数字をさらに含む文字列を選択する。
【００６２】
　ここで、画像のうちプレビュー画面の位置決めマーク付近に配置された文字内容から、
現在の編集ボックスの内容属性に合致する連絡先情報の文字列を抽出できない場合、或い
は画像のうちプレビュー画面の位置決めマーク付近に配置された文字を認識できない場合
には、空白の文字列をフィードバックする。このような場合、ステップＤで現在の編集ボ
ックスに対し入力する文字はなくなる。
【００６３】
　ステップＤ：認識した結果としての文字列を現在の編集ボックスに入力する。
【００６４】
　以上、本発明の連絡先情報入力方法のプロセスを説明した。なお、本発明は、上記方法
に対応する連絡先情報入力システムも開示しており、当該システムは電子機器に設けられ
て連絡先情報の入力に用いられる。
【００６５】
　前記電子機器は、撮像装置、表示手段、連絡先情報入力システムを含む。撮像装置は連
絡先情報の画像情報を取得するのに用いられ、表示手段は各情報を表示するのに用いられ
る。
【００６６】
　前記連絡先情報入力システムは、光学文字認識モジュール、内容属性認識モジュール、
内容属性選択モジュールを含む。光学文字認識モジュールは、前記撮像装置が取得した画
像情報の連絡先情報を文字テキストとして認識する。内容属性認識モジュールは、各連絡
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先情報の文字列の内容属性を認識するのに用いられる。内容属性認識モジュールによる連
絡先情報の文字列の内容属性認識プロセスは、上記方法のステップＣを参照すればよい。
内容属性選択モジュールは、現在の編集ボックスの内容属性に基づいて、現在の編集ボッ
クスの内容属性に合致する文字列を入力内容として選択する。
【００６７】
　なお、当然ながら、位置決めマークの位置や形状を調節するために、前記システムは更
に位置決めマーク調節モジュールを含む。
【００６８】
　＜実施例３＞
　本実施例は、ステップＣにおいて位置決めマークを設ける必要がなく、直接写真撮像し
た上で、内容属性認識モジュールによって現在の編集ボックスの内容属性に合致する連絡
先情報の文字列を選択する点で、実施例１及び実施例２と異なる。
【００６９】
　＜実施例４＞
　本実施例は、オペレーティング・システムＳｙｍｂｉａｎＳ６０を用いたノキア製携帯
電話Ｎ７３に適用される。当該携帯電話は、ＣＰＵの動作周波数が２００ＭＨｚであり、
メモリ容量が４８Ｍであり、カメラ解像度が３．２Ｍピクセルであり、表示装置が２イン
チの３２０×２４０ピクセルのディスプレイである。入力法切替キーを押すことでカメラ
入力法に切り替え、続いて全てのステップを連続して実行する。
【００７０】
　＜実施例５＞
　本実施例は、ＷｉｎｄｏｗｓＭｏｂｉｌｅ５．０を用いたタッチパネル携帯電話Ｄｏｐ
ｏｄ８３０に適用される。当該携帯電話は、ＣＰＵの動作周波数が２００ＭＨｚであり、
メモリ容量が４８Ｍであり、カメラ解像度が２Ｍピクセルであり、表示装置が２．８イン
チの３２０×２４０ピクセルのタッチパネルである。図１０に示すソフトキーパネル入力
法でカメラアイコンをクリックすることでカメラ入力法を起動し、続いて全てのステップ
を連続して実行する。図８では、撮像したテキスト画像はタッチパネルのカメラ入力法ウ
ィンドウに表示されており、光学文字認識技術を用いてテキスト画像を文字列として認識
し、アプリケーションへ入力する。
【００７１】
　＜実施例６＞
　本実施例は、ＷｉｎｄｏｗｓＭｏｂｉｌｅ５．０を用いたタッチパネル携帯電話Ｄｏｐ
ｏｄ８３０に適用される。当該携帯電話は、ＣＰＵの動作周波数が２００ＭＨｚであり、
メモリ容量が４８Ｍであり、カメラ解像度が２Ｍピクセル、表示装置が２．８インチの３
２０×２４０ピクセルのタッチパネルである。図１１に示す編集ボックス近傍のカメラア
イコンをクリックすることでカメラ入力法を起動し、続いて全てのステップを連続して実
行する。
【００７２】
　＜実施例７＞
　本実施例は、ＷｉｎｄｏｗｓＭｏｂｉｌｅ５．０を用いたタッチパネル携帯電話Ｄｏｐ
ｏｄ８３０に適用される。当該携帯電話は、ＣＰＵの動作周波数が２００ＭＨｚであり、
メモリ容量が４８Ｍであり、カメラ解像度が２Ｍピクセルであり、表示装置が２．８イン
チの３２０×２４０ピクセルのタッチパネルである。カメラ入力法を起動することで、図
１２に示すように、撮像プレビュー画面に図或いは文字を表示することによって、印刷物
連絡先情報をプレビュー画面の特定位置に配置するようユーザに提示する。写真撮像した
後、全てのステップを連続して実行する。
【００７３】
　＜実施例８＞
　本実施例は、ＷｉｎｄｏｗｓＭｏｂｉｌｅ５．０を用いたタッチパネル携帯電話Ｄｏｐ
ｏｄ８３０に適用される。当該携帯電話は、ＣＰＵの動作周波数が２００ＭＨｚであり、
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メモリ容量が４８Ｍであり、カメラ解像度が２Ｍピクセルであり、表示装置が２．８イン
チの３２０×２４０ピクセルのタッチパネルである。カメラ入力法を起動し、図１３に示
すように、プレビュー画面に図又は文字を表示することによって、現在撮像しようとして
いる印刷物の連絡先情報がどんな種別の情報であるかをユーザに提示する。写真撮像した
後、全てのステップを連続して実行する。
【００７４】
　＜実施例９＞
　本実施例は、ＷｉｎｄｏｗｓＭｏｂｉｌｅ５．０を用いたタッチパネル携帯電話Ｄｏｐ
ｏｄ８３０に適用される。当該携帯電話は、ＣＰＵの動作周波数が２００ＭＨｚであり、
メモリ容量が４８Ｍであり、カメラ解像度が２Ｍピクセルであり、表示装置が２．８イン
チの３２０×２４０ピクセルのタッチパネルである。図９に示す入力法切替メニューを用
いてカメラ入力法へ切り替え、続いて全てのステップを連続して実行する。図８では、撮
像したテキスト画像はタッチパネルのカメラ入力法ウィンドウに表示されており、光学文
字認識技術を用いてテキスト画像を文字列として認識し、アプリケーションへ入力する。
【００７５】
　なお、本発明の記載及び適用は説明のためのもので、本発明の範囲を上記実施例に制限
する意図はない。また、本明細書で開示した実施例は変形・変更が可能であり、当業者に
とって、実施例の差し替えや効果を同じくする各種部材は公知である。また、本発明の主
旨又は本質的特徴から離れない状況において、本発明を他の形式、構造、配置、比率、及
び他の部材、材料と部品で実現可能なことは、当業者にとって明らかである。また、本発
明の範囲と主旨から離れない状況において、本明細書で開示した実施例は他の変形及び変
更が可能である。

【図１】 【図２】
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【図５】 【図６】
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【図９】 【図１０】
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【図１３】
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