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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　文字の入力操作を行うための操作部と、
　被写体の撮影画像を取得する読取部と、
　前記読取部によって取得された前記撮影画像を解析し、当該撮影画像に含まれる文字情
報を抽出する解析部と、
　前記解析部による前記撮影画像の解析中に前記操作部に入力操作が生じると、当該入力
操作を文字入力操作として検出する制御部と、
を備えることを特徴とする携帯電子機器。
【請求項２】
　記憶部をさらに有し、
　前記制御部は、前記文字入力操作によって入力された文字を、前記解析部によって抽出
された文字情報と関連付けて前記記憶部に記憶させることを特徴とする請求項１に記載の
携帯電子機器。
【請求項３】
　前記文字は、数字と仮名文字とを含み、
　前記操作部を構成する１つのキーには、数字と仮名文字とが割り当てられ、
　前記記憶部は、前記解析部によって抽出された文字情報を複数の項目に分けて記憶し、
　前記制御部は、前記文字入力操作によって入力された文字に応じて、前記複数の項目の
いずれかに対応づけることを特徴とする請求項２に記載の携帯電子機器。
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【請求項４】
　前記制御部は、前記文字入力操作によって入力された数字の桁数に応じて、前記複数の
項目のいずれかに対応づけることを特徴とする請求項３に記載の携帯電子機器。
【請求項５】
　前記制御部は、前記解析部での解析処理が失敗と判定されたら、前記文字入力操作によ
り入力された文字を記憶しておき、次の解析処理中に、当該記憶された文字を前記文字入
力操作された文字として検出することを特徴とする請求項１から４のいずれか１項に記載
の携帯電子機器。
【請求項６】
　表示部をさらに備え、
　前記制御部は、前記文字入力操作を検出したら、前記文字入力操作に対応する文字を前
記表示部に表示させることを特徴とする請求項１から５のいずれか１項に記載の携帯電子
機器。
【請求項７】
　前記文字は、仮名文字と数字を含み、
　前記操作部を構成する１つのキーには、仮名文字と数字が割り当てられ、
　前記制御部は、前記操作部の文字入力操作に対する入力文字として仮名文字と数字の両
方を前記表示部に共に表示することを特徴とする請求項６に記載の携帯電子機器。
【請求項８】
　前記制御部は、前記文字入力操作を検出したら、前記表示部の表示領域を２つに分け、
一方の表示領域に仮名文字として入力された文字を表示させ、他方の表示領域に数字とし
て入力された数字を表示させることを特徴とする請求項７に記載の携帯電子機器。
【請求項９】
　前記制御部は、文字入力中に前記解析部の解析処理が終了したら、解析処理が終了した
ことを報知することを特徴とする請求項１から８のいずれか１項に記載の携帯電子機器。
【請求項１０】
　前記被写体は、名刺であることを特徴とする請求項１から９のいずれか１項に記載の携
帯電子機器。
【請求項１１】
　文字の入力操作を行うための操作部と、被写体の撮影画像を取得する取得部と、前記取
得部によって取得された前記撮影画像を解析し、文字情報を抽出する解析部と、を有する
携帯電子機器の制御方法であって、
　前記撮影部により、被写体の撮影画像を取得する撮影ステップと、
　前記解析部により、前記撮影画像を解析し、当該撮影画像に含まれる文字情報を抽出す
る解析ステップと、
　前記解析部による前記撮影画像の解析中に前記操作部による入力操作があると、当該入
力操作を文字入力操作として検出する検出ステップと、を有することを特徴とする携帯電
子機器の制御方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、読み取った画像から文字情報を抽出する携帯電子機器および携帯電子機器の
制御方法に関する。
【背景技術】
【０００２】
　近年、画像から文字情報を読み取る技術が開発されている。例えば、特許文献１には、
名刺を画像で取り込んで、文字情報を抽出し、抽出した情報を管理する装置が記載されて
いる。また、画像から文字情報を読み取る機能を、カメラ機能を備える携帯電子機器にも
搭載することがある。
【先行技術文献】
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【特許文献】
【０００３】
【特許文献１】特開２００３－０３６２６０号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　ここで、画像から文字情報を読み取る場合は、解析に時間がかかる。また、携帯電子機
器の場合は、画像の解析中に他の処理を行うことができないため、処理が終了するのを待
っている必要がある。そのため、迅速な処理に限界がある。
【０００５】
　本発明は、上記に鑑みてなされたものであって、時間を有効に活用できる携帯電子機器
を提供することを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【０００６】
　上述した課題を解決し、目的を達成するために、本発明は、文字の入力操作を行うため
の操作部と、撮像して、被写体の画像を取得する読取部と、前記読取部が取得した前記画
像に含まれる文字情報を解析する解析部と、前記解析部による解析処理中の前記操作部に
よる入力操作を文字入力操作として検出する制御部と、を備えることを特徴とする。
【０００７】
　ここで、表示部をさらに備え、前記制御部は、文字入力操作を検出したら、前記解析処
理中に前記入力操作に対応する文字を前記表示部に表示させることが好ましい。
【０００８】
　また、前記文字は、仮名文字と数字を含み、前記操作部を構成する１つのキーには、仮
名文字と数字が割り当てられ、前記制御部は、前記操作部の文字入力操作に対する入力文
字として仮名文字と数字の両方を前記表示部に共に表示することが好ましい。
【０００９】
　また、前記制御部は、前記解析部での解析処理が失敗と判定されたら、入力された文字
を記憶しておき、次の解析処理中に、記憶した文字を文字入力操作された文字として検出
することが好ましい。
【００１０】
　また、前記制御部は、前記解析部での解析処理が失敗と判定されたら、入力された文字
を記憶しておき、次の解析処理中に、記憶した文字を前記表示部に表示させることが好ま
しい。
【００１１】
　また、記憶部をさらに有し、前記制御部は、入力された文字を、前記解析部による解析
結果の文字情報と関連付けて前記記憶部に記憶させることが好ましい。
【００１２】
　また、前記記憶部は、解析結果を複数の項目に分けて記憶し、前記制御部は、入力され
た数字の桁数に応じて、解析した文字情報に関連付ける項目を切り替えることが好ましい
。
【００１３】
　また、前記制御部は、文字入力中に前記解析部の解析処理が終了したら、解析処理が終
了したことを報知することが好ましい。
【００１４】
　また、前記被写体は、名刺であることが好ましい。
【発明の効果】
【００１５】
　本発明にかかる携帯電子機器および携帯電子機器の制御方法は、時間を有効に活用でき
るという効果を奏する。
【図面の簡単な説明】
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【００１６】
【図１】本発明の携帯電子機器の一実施形態の概略構成を示す正面図である。
【図２】図１に示す携帯電子機器の機能の概略構成を示すブロック図である。
【図３】携帯電子機器の処理動作の一例を示すフロー図である。
【図４】携帯電子機器の処理動作の一例を示すフロー図である。
【図５】携帯電子機器の処理動作の一例を示すフロー図である。
【図６】携帯電子機器の動作を説明するための説明図である。
【図７】携帯電子機器の動作を説明するための説明図である。
【図８】携帯電子機器の動作を説明するための説明図である。
【図９】携帯電子機器の動作を説明するための説明図である。
【図１０】携帯電子機器の動作を説明するための説明図である。
【図１１】携帯電子機器の動作を説明するための説明図である。
【発明を実施するための形態】
【００１７】
　以下、本発明につき図面を参照しつつ詳細に説明する。なお、以下の説明により本発明
が限定されるものではない。また、以下の説明における構成要素には、当業者が容易に想
定できるもの、実質的に同一のもの、いわゆる均等の範囲のものが含まれる。以下におい
ては、携帯電子機器として携帯電話機を例として説明するが、本発明の適用対象は携帯電
話機に限定されるものではなく、例えば、ＰＨＳ（Personal　Handyphone　System）、Ｐ
ＤＡ、ポータブルナビゲーション装置、ゲーム機等に対しても本発明は適用できる。
【００１８】
　図１は、本発明の携帯電子機器の一実施形態の概略構成を示す正面図である。携帯電子
機器１は、無線通信機能を備えた携帯電話機である。携帯電子機器１は、筐体１Ｃが第１
筐体１ＣＡと第２筐体１ＣＢとで開閉可能に構成された、折り畳み式の携帯電話機である
。なお、図１は、携帯電子機器１を開いた状態である。
【００１９】
　第１筐体１ＣＡには、表示部として、図１に示すメインディスプレイ２Ｍが設けられる
。メインディスプレイ２Ｍは、所定の画像として、携帯電子機器１が受信を待機している
状態のときに待ち受け画像を表示したり、携帯電子機器１の操作を補助するために用いら
れるメニュー画像を表示したりする。また、図１に示すように、第１筐体１ＣＡには、携
帯電子機器１の通話時に音声を発するレシーバ６が設けられている。また、第１筐体１Ｃ
Ａには、カメラ３６が設けられており、メインディスプレイ２Ｍが設けられている面とは
反対側の面に撮影窓が設けられている。
【００２０】
　第２筐体１ＣＢには、通話相手の電話番号や、メール作成時等に文字を入力するための
操作キー３が複数設けられ、また、メインディスプレイ２Ｍに表示されるメニューの選択
及び決定や画面のスクロール等を容易に実行するための方向及び決定キー４が設けられる
。なお、操作キー３及び方向及び決定キー４は、携帯電子機器１の操作部２８（図２参照
）を構成する。また、第２筐体１ＣＢには、携帯電子機器１の通話時に音声を受け取るマ
イク５が設けられている。
【００２１】
　また、第１筐体１ＣＡと第２筐体１ＣＢとは、ヒンジ１８で連結されている。これによ
って、第１筐体１ＣＡ及び第２筐体１ＣＢは、ヒンジ１８を中心としてともに回動して、
互いに遠ざかる方向及び互いに接近する方向に回動できるように構成される。第１筐体１
ＣＡと第２筐体１ＣＢとが互いに遠ざかる方向に回動すると携帯電子機器１が開き、第１
筐体１ＣＡと第２筐体１ＣＢとが互いに接近する方向に回動すると携帯電子機器１が閉じ
る。
【００２２】
　次に、携帯電子機器１の機能と制御部との関係を説明する。図２は、図１に示す携帯電
子機器の機能の概略構成を示すブロック図である。図２に示すように携帯電子機器１は、
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主制御部２２と、記憶部２４と、通信部２６と、操作部２８と、音声処理部３０と、表示
部３２と、表示制御部３３と、カメラ３６と、を有する。
【００２３】
　主制御部２２は、携帯電子機器１の全体的な動作を統括的に制御する処理部、例えばＣ
ＰＵ（Central　Processing　Unit）である。すなわち、携帯電子機器１の各種の処理が
、操作部２８の操作や携帯電子機器１の記憶部２４に保存されるソフトウェアに応じて適
切な手順で実行されるように、通信部２６、表示部３２等の動作を制御する。主制御部２
２は、記憶部２４に保存されているプログラム（例えば、オペレーティングシステムプロ
グラム、アプリケーションプログラム等）に基づいて処理を実行する。
【００２４】
　記憶部２４には、主制御部２２での処理に利用されるソフトウェアやデータが保存され
ている。具体的には、読み取りプログラム４０や、解析プログラム４２や、すぐ文字プロ
グラム４４が保存されている。また、記憶部２４には、メールの送受信を実行するための
プログラムも保存されている。さらに、記憶部２４には、プログラム以外の各種データも
記憶されている。例えば、記憶部２４には、氏名、電話番号、メールアドレス等が記憶さ
れたアドレス帳４６や、文字変換に用いる辞書データ、カメラ（読取部）３６で撮影した
画像データ等が保存されている。
【００２５】
　なお、読み取りプログラム４０は、カメラ３６を駆動させ画像を読み取り対象の取得す
る処理を実行するソフトウェアのプログラムである。また、解析プログラム４２は、画像
を解析する処理を実行する、より具体的には、画像を解析して画像に含まれた文字を抽出
する処理を実行するソフトウェアのプログラムである。すぐ文字プログラム４４は、操作
部２８に入力される操作に基づいて文字入力処理を実行するソフトウェアのプログラムで
ある。なお、すぐ文字プログラム４４を処理することで実行されるソフトウェアは、テキ
スト入力画面が起動されていない状態でも、操作部２８の文字キーが押下されたら、文字
入力操作として検出する。
【００２６】
　通信部２６は、基地局によって割り当てられるチャネルを介し、基地局との間でＣＤＭ
Ａ方式などによる無線信号回線を確立し、基地局との間で電話通信及び情報通信を行う。
【００２７】
　操作部２８は、例えば、電源キー、通話キー、数字キー、文字キー、方向キー、決定キ
ー、発信キーなど、各種の機能が割り当てられた操作キー３と、方向及び決定キー４とで
構成され、これらのキーがユーザの操作により入力されると、その操作内容に対応する信
号を発生させる。そして、発生した信号は、ユーザの指示として主操作部２２へ入力され
る。
【００２８】
　音声処理部３０は、マイク５に入力される音声信号やレシーバ６から出力される音声信
号の処理を実行する。
【００２９】
　表示部３２は、液晶ディスプレイ（ＬＣＤ、Liquid　Crystal　Display）や、有機ＥＬ
（Organic　Electro－Luminescence）パネルなどで構成された表示パネル（上述したメイ
ンディスプレイ２Ｍ等）を備え、主制御部２２から表示制御部３３を介して供給される映
像データに応じた映像、画像データに応じた画像を表示パネルに表示させる。
【００３０】
　カメラ３６は、上述したように第１筐体１ＣＡのメインディスプレイ２Ｍとは反対側の
面に設けられており、当該反対側の面と対面している撮影領域（一定角度の視野角に含ま
れる領域）の画像を取得する撮像機構である。カメラ３６は、撮影した画像を主制御部２
２に送る。
【００３１】
　次に、携帯電子機器１の動作、つまり、主制御部２２における処理について説明する。
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ここで、図３は、携帯電子機器の処理動作の一例を示すフロー図である。なお、図３に示
すフロー図は、カメラ３６により名刺を撮影し、名刺に記載された文字を読み取り、読み
取った文字情報をアドレス帳に保存する処理動作を示すフロー図である。なお、上記処理
は、主制御部２２が、読み取りプログラム４０や、解析プログラム４２や、すぐ文字プロ
グラム４４を読み出すことで、実行するソフトウェアによって処理が行われる。なお、携
帯電子機器１は、これらのソフトウェアに加え、全体の処理を行う名刺登録処理用のソフ
トウェアのプログラムを記憶部２４に記憶しておき、主制御部２２で実行させて、全体の
処理を行うようにしてもよい。また、これらを１つのソフトウェアで実行するようにして
もよい。
【００３２】
　まず、携帯電子機器１の主制御部２２は、操作部２８に入力されるユーザの操作または
各種設定に基づいて、記憶部２４から各種プログラムを読み出し、ソフトウェアを起動さ
せる。主制御部２２は、ユーザの操作に基づいてカメラ３６により画像を読み取った（撮
影した）ら、ステップＳ１２として、名刺読み取りであるかを判定する。つまり、主制御
部２２は、カメラ３６により撮影した画像が名刺であるかを判定する。ここで、主制御部
２２は、撮影した画像が名刺であるかを判定する条件は、特に限定されない。例えば、カ
メラ起動時に名刺を読み取る指示が入力されているかで判定しても、読み取った画像をプ
レ解析し、レイアウト等から名刺であるかを判定してもよい。
【００３３】
　主制御部２２は、ステップＳ１２で名刺読み取りではない（Ｎｏ）と判定したら、処理
終了する。なお、撮影した画像を処理する他のアプリケーションソフトウェアにより処理
を行うようにしてもよい。
【００３４】
　また、主制御部２２は、ステップＳ１２で名刺読み取りである（Ｙｅｓ）と判定したら
、ステップＳ１４として、名刺解析中であるかを判定する。つまり、名刺の解析処理（取
得した名刺の画像に記載されている文字情報の抽出処理）が開始されたかを判定する。な
お、名刺の解析処理は、自動的に開始するようにしても、ユーザの操作により開始するよ
うにしてもよい。
【００３５】
　主制御部２２は、ステップＳ１４で名刺解析中ではない（Ｎｏ）、つまり、名刺の解析
処理を開始していないと判定したら、ステップＳ１４に進む。つまり、主制御部２２は、
名刺の解析処理が開始されるまで、ステップＳ１４の処理を繰り返す。
【００３６】
　主制御部２２は、ステップＳ１４で名刺解析中である（Ｙｅｓ）と判定したら、ステッ
プＳ１６として、操作キーが押下されたかを判定する。なお、ステップＳ１４で押下され
たかを判定する対象となる操作キーは、操作キーの全部でもよいが、文字や数字が割り当
てられているキーとすることが好ましい。主制御部２２は、ステップＳ１６で操作キー３
が押下されてない（Ｎｏ）と判定したら、ステップＳ２４に進む。
【００３７】
　また、主制御部２２は、ステップＳ１６で操作キー３が押下された（Ｙｅｓ）と判定し
たら、文字入力操作が行われたと判定し、すぐ文字プログラム４４に基づいた処理を開始
し、ステップＳ１８として、すぐ文字保存内容があるかを判定する。すぐ文字保存内容と
は、すぐ文字処理の開始時に入力された文字列（初期値）として表示させる文字列である
。
【００３８】
　主制御部２２は、ステップＳ１８ですぐ文字保存内容がある（Ｙｅｓ）と判定したら、
ステップＳ２０として、保存内容を初期値とする。つまり、主制御部２２は、保存されて
いる文字列を入力された文字列として設定する。その後、主制御部２２は、ステップＳ２
２に進む。
【００３９】
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　主制御部２２は、ステップＳ１８ですぐ文字保存内容がない（Ｎｏ）と判定したら、ま
たは、ステップＳ２０の処理が終了したら、ステップＳ２２として、すぐ文字処理を行う
。すぐ文字処理とは、ユーザの操作に基づいて文字列を入力する処理である。すぐ文字処
理については、後ほど説明する。
【００４０】
　主制御部２２は、ステップＳ２２ですぐ文字処理を行ったら、ステップＳ２４として、
名刺解析が終了したかを判定する。主制御部２２は、ステップＳ２４で名刺解析が終了し
ていない（Ｎｏ）、つまり、名刺解析中であると判定したら、ステップＳ１６に進み、上
記処理を繰り返す。
【００４１】
　また、主制御部２２は、ステップＳ２４で名刺解析処理が終了した（Ｙｅｓ）と判定し
たら、ステップＳ２６として、名刺解析が成功したかを判定する。つまり、主制御部２２
は、画像解析により、文字情報を取得できたかを判定する。なお、名刺解析が成功したか
の判定は、任意に設定することができ、少なくとも１つの文字情報が取得できたら成功と
してもよいし、アドレス帳の登録に必要な一定以上の項目の文字情報が取得できたら成功
としてもよい。
【００４２】
　主制御部２２は、ステップＳ２６で名刺解析が成功していない（Ｎｏ）と判定したら、
ステップＳ２８として、名刺再読み込みをしたかを判定する。つまり、カメラ３６を用い
て、名刺の画像を再度取得したかを判定する。主制御部２２は、ステップＳ２８で名刺再
読み込みをしていない（Ｎｏ）、つまり、名刺の画像を新たに取得していないと判定した
ら、処理を終了する。
【００４３】
　また、主制御部２２は、ステップＳ２８で名刺再読み込みをした（Ｙｅｓ）、つまり、
名刺の画像を新たに撮影し、取得したと判定したら、ステップＳ３０として、すぐ文字を
起動したかを判定する。つまり、主制御部２２は、ステップＳ１８からステップＳ２２の
処理を行ったかを判定する。主制御部２２は、ステップＳ３０ですぐ文字を起動していな
い（Ｎｏ）と判定したら、そのまま、ステップＳ１４に進む。また、主制御部２２は、ス
テップＳ３０ですぐ文字を起動した（Ｙｅｓ）と判定したら、ステップＳ３２として、す
ぐ文字内容を保存する。つまり、ステップＳ２２で入力された文字情報をすぐ文字内容と
して保存する。その後、主制御部２２は、ステップＳ１４に進む。
【００４４】
　また、主制御部２２は、ステップＳ２６で名刺解析成功（Ｙｅｓ）と判定したら、ステ
ップＳ３４としてアドレス帳登録処理を行う。ここで、アドレス帳登録処理とは、名刺解
析で取得した情報及び、すぐ文字処理で入力された情報を、アドレス帳４６の情報として
登録する処理である。なお、アドレス帳登録処理については、後ほど説明する。主制御部
２２は、ステップＳ３４でアドレス帳登録処理を行ったら、処理を終了する。
【００４５】
　このように、携帯電子機器１は、画像の解析中も文字入力操作を検出したら、すぐ文字
処理（文字入力処理）を開始することで、画像解析中でも文字を入力することができる。
これにより、画像の解析中もユーザは、処理を待っている以外に操作を行うことが可能と
なり、時間を有効に活用することができる。具体的には、本実施形態のように、操作キー
３（テンキー）に割り付けられた文字を入力する場合は、１つの文字の入力に操作キー３
を複数回押下する場合もあり、操作に時間がかかるが、画像解析中に入力できることで、
時間を有効に活用することができる。
【００４６】
　次に、図４を用いて、上述したステップＳ２２のすぐ文字処理の一例について説明する
。ここで、図４は、携帯電子機器の処理動作の一例を示すフロー図である。まず、主制御
部２２は、すぐ文字処理が開始されたら、ステップＳ４０として、入力文字が確定したか
を判定する。つまり、ユーザによる文字入力操作が終了したかを判定する。なお、入力文
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字が確定したかの判定は、ユーザにより確定処理が入力されたかで判定すればよい。また
、後述するが、主制御部２２は、すぐ文字処理において、操作部２８に入力された操作を
、仮名文字（仮名文字入力モード）として入力された場合と、数字（数字入力モード）と
して入力された場合の２つの場合として検出する。これにより、主制御部２２は、入力文
字として２つ文字情報（仮名文字列と数字文字列）を検出する。
【００４７】
　主制御部２２は、ステップＳ４０で文字入力が確定していない（Ｎｏ）と判定したら、
ステップＳ４２として、名刺解析が終了したかを判定する。ここで、主制御部２２は、名
刺解析が終了したか否かの判定は、ステップＳ２４と同様の処理で行うことができる。な
お、ステップＳ４２の処理とステップＳ２４の処理は別処理である。主制御部２２は、ス
テップＳ４２で名刺解析が終了していない（Ｎｏ）と判定したら、ステップＳ４０に進み
、再び、入力文字が確定したかを判定する。
【００４８】
　また、主制御部２２は、ステップＳ４２で名刺解析が終了している（Ｙｅｓ）と判定し
たら、ステップＳ４４として、名刺解析が成功したかを判定する。なお、主制御部２２は
、名刺解析が成功したか否かの判定は、ステップＳ２６と同様の処理で行うことができる
。なお、ステップＳ４４の処理とステップＳ２６の処理は別処理である。
【００４９】
　主制御部２２は、ステップＳ４４で名刺解析が成功した（Ｙｅｓ）と判定したら、ステ
ップＳ４６として、「名刺解析終了」のポップアップ表示を行う。つまり、表示部３２に
「名刺解析終了」の文字列を表示させる。その後、主制御部２２は、ステップＳ４０に進
む。また、主制御部２２は、ステップＳ４４で名刺解析が成功していない（Ｎｏ）、つま
り、名刺解析が失敗したと判定したら、ステップＳ４８として、「名刺読み取り失敗」の
ポップアップ表示を行う。つまり、表示部３２に「名刺読み取り失敗」の文字列を表示さ
せる。その後、主制御部２２は、ステップＳ４０に進む。このように、主制御部２２は、
入力文字が確定するまで、ステップＳ４０からステップＳ４８の処理を繰り返す。なお、
ステップＳ４６、ステップＳ４８の処理を一度行ったら、その後は、入力文字が確定する
まで、ステップＳ４０の処理のみを繰り返してもよい。また、主制御部２２は、ステップ
Ｓ４０からステップＳ４８の処理中に入力された操作キー３の操作は、文字入力操作とし
て検出する。
【００５０】
　次に、主制御部２２は、ステップＳ４０で入力文字が確定した（Ｙｅｓ）と判定したら
、ステップＳ５０として、仮名文字入力で確定か判定する。つまり、入力文字を仮名文字
で確定するかを判定する。なお、仮名文字で確定するかの判定は、操作部２８に入力され
る操作に基づいて判定すればよい。
【００５１】
　主制御部２２は、ステップＳ５０で、仮名文字入力で確定である（Ｙｅｓ）と判定した
ら、ステップＳ５２として、メモ設定とし、つまり、すぐ文字処理で入力された入力文字
を保存させる項目（アドレス帳４６内の項目）をメモ項目として、処理を終了する。
【００５２】
　次に、主制御部２２は、ステップＳ５２で、仮名文字入力で確定ではない（Ｎｏ）と判
定したら、ステップＳ５４として、数値入力を解析する。つまり、入力文字列が数値（数
字）として入力されたと判定して、入力文字を解析する。
【００５３】
　主制御部２２は、ステップＳ５４で数字入力を解析したら、ステップＳ５６として、２
桁以下かを判定する。つまり、主制御部２２は、入力文字が２桁以下の数値であるかを判
定する。主制御部２２は、ステップＳ５６で、入力文字が２桁以下である（Ｙｅｓ）と判
定したら、ステップＳ５８として、グループ設定、つまり、すぐ文字処理で入力された入
力文字を保存させる項目をグループの項目と設定して、処理を終了する。なお、アドレス
帳４６は、アドレス帳４６内にある登録者のグループを２桁の数字で分類して記憶してい
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る。
【００５４】
　主制御部２２は、ステップＳ５６で入力文字が２桁以下ではない（Ｎｏ）と判定したら
、ステップＳ６０として、３桁以下かを判定する。つまり、主制御部２２は、入力文字が
３桁以下の数値であるかを判定する。主制御部２２は、ステップＳ６０で、入力文字が３
桁以下である（Ｙｅｓ）と判定したら、ステップＳ６２として、アドレス帳番号設定、つ
まり、すぐ文字処理で入力された入力文字を保存させる項目をアドレス帳番号の項目と設
定して、処理を終了する。なお、アドレス帳４６は、アドレス帳４６内にある登録者の登
録番号を３桁の数字で記憶している。
【００５５】
　主制御部２２は、ステップＳ６０で入力文字が３桁以下ではない（Ｎｏ）と判定したら
、ステップＳ６４として、８桁以下かを判定する。つまり、主制御部２２は、入力文字が
８桁以下の数値であるかを判定する。主制御部２２は、ステップＳ６４で、入力文字が８
桁以下である（Ｙｅｓ）と判定したら、ステップＳ６６として、誕生日設定、つまり、す
ぐ文字処理で入力された入力文字を保存させる項目を誕生日の項目と設定し、処理を終了
する。また、主制御部２２は、ステップＳ６４で入力文字が８桁以下ではない（Ｎｏ）と
判定したら、ステップＳ６８として、電話番号設定、つまり、すぐ文字処理で入力された
入力文字を保存させる項目を電話番号の項目と設定し、処理を終了する。
【００５６】
　携帯電子機器１は、以上のように、入力文字を分類することで、すぐ文字処理で入力さ
れた入力文字を登録する項目を選択する操作を省略することができ、操作性を高くするこ
とができる。
【００５７】
　また、本実施形態のように、携帯電子機器１は、仮名入力モードと数字入力モードの両
方の文字を同時に表示させることで、ユーザは入力モードを切り替えなくとも複数のモー
ドでの入力結果を見ることが可能となる。また、その後選択することで、ユーザは任意の
入力モードを選択することができる。さらに、上述したように、携帯電子機器１は、入力
文字（入力文字の桁数）に基づいて自動的に入力モードを選択するようにすることで、ユ
ーザが操作を入力しなくとも入力モードを決定することができる。これにより、ユーザの
操作の手間を減らすことができる。
【００５８】
　また、携帯電子機器１は、文字入力中に、解析が終了したら、その旨（解析成功、解析
失敗）を通知することで、ユーザに解析が終了したことを認識させることができ、迅速に
次の操作に移行するように促すことができる。
【００５９】
　なお、本実施形態の携帯電子機器１は、操作をより簡単にすることができるため、入力
文字を分類する方法を説明したが、本発明はこれに限定されない。例えば、入力文字の入
力後、ユーザ操作で項目を選択するようにしてもよい。また、常にメモ項目に登録するよ
うにしても良い。
【００６０】
　また、本実施形態の携帯電子機器１は、上述の処理を複数回繰り返し、つまり、すぐ文
字処理による文字入力を複数回行い、複数の項目への文字入力を行うようにしてもよい。
これにより、解析中の待ち時間をより有効に活用することができる。
【００６１】
　また、本実施形態の携帯電子機器１は、操作をより簡単にすることができるため、操作
キーの押下で文字入力画面を起動させる処理、すぐ文字処理を行ったが、これにも限定さ
れず、ユーザによるメニュー選択操作で文字入力画面を起動させるようにしてもよい。
【００６２】
　次に、図５を用いて、上述したステップＳ３４のアドレス帳登録処理の一例について説
明する。ここで、図５は、携帯電子機器の処理動作の一例を示すフロー図である。まず、
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主制御部２２は、アドレス帳登録処理として、名刺解析で検出した文字情報を項目により
分類する。ここで、項目とは、例えば、氏名、読み仮名、電話番号、メールアドレス、住
所、会社名、部署名、肩書き（役職名）等、名刺に記載されていることが想定される項目
である。主制御部２２は、分類した項目とその内容を一覧として表示部３２に表示させる
。また、主制御部２２は、分類した項目のうち、アドレス帳４６の項目と対応する項目は
、アドレス帳４６の各項目に文字情報を対応付けている。
【００６３】
　次に、主制御部２２は、ステップＳ８０として、すぐ文字入力有りかを判定する。つま
り、主制御部２２は、上述したステップＳ２２の処理（図４に示す処理）が行われ、かつ
、入力文字がメモに対応付けられているか、すなわち、メモとして入力する入力文字があ
るかを判定する。主制御部２２は、ステップＳ８０として、すぐ文字入力なし（Ｎｏ）と
判定したら、ステップＳ１０４に進む。なお、主制御部２２は、すぐ文字入力がない場合
も、後述する名刺の読み取りメモの追加処理を行う設定とすることが可能である。
【００６４】
　また、主制御部２２は、ステップＳ８０ですぐ文字入力あり（Ｙｅｓ）と判定したら、
ステップＳ８２として、名刺読み取りメモ有りかを判定する。ここで、名刺読み取りメモ
とは、名刺解析で取得した情報の項目のうち、アドレス帳４６に対応付けることができな
い項目の情報である。本実施形態では、会社名、部署名、肩書きの各項目に分類される文
字情報が名刺読み取りメモに相当する。主制御部２２は、ステップＳ８２で、名刺読み取
りメモなし（Ｎｏ）と判定したら、ステップＳ８４としてすぐ文字情報をメモに追加した
後、ステップＳ１０４に進む。
【００６５】
　次に、主制御部２２は、ステップＳ８２で、名刺読み取りメモあり（Ｙｅｓ）と判定し
たら、ステップＳ８６として、追加選択がされたかを判定する。つまり、主制御部２２は
、ユーザの操作で追加する項目が選択されたかを判定する。主制御部２２は、ステップＳ
８６で追加項目が選択されていない（Ｎｏ）と判定したら、ステップＳ１０２に進む。
【００６６】
　また、主制御部２２は、ステップＳ８６で、追加が選択された（Ｙｅｓ）、つまり追加
項目が選択されたと判定したら、アドレス帳４６のメモ項目に追加する名刺読み取りメモ
の情報を抽出する処理を開始する。まず、主制御部２２は、ステップＳ８８として、追加
項目が会社名の項目であるかを判定する。主制御部２２は、ステップＳ８８で追加項目が
会社名である（Ｙｅｓ）と判定したら、ステップＳ９４に進む。また、主制御部２２は、
ステップＳ８８で追加項目が会社名ではない（Ｎｏ）と判定したら、ステップＳ９０とし
て、追加項目が部署名の項目であるかを判定する。主制御部２２は、ステップＳ９０で追
加項目が部署名である（Ｙｅｓ）と判定したら、ステップＳ９４に進む。また、主制御部
２２は、ステップＳ９０で追加項目が部署名ではない（Ｎｏ）と判定したら、ステップＳ
９２として、追加項目が肩書き名の項目であるかを判定する。主制御部２２は、ステップ
Ｓ９２で追加項目が肩書き名である（Ｙｅｓ）と判定したら、ステップＳ９４に進む。ま
た、主制御部２２は、ステップＳ９２で追加項目が肩書き名ではない（Ｎｏ）と判定した
ら、ステップＳ１０２に進む。
【００６７】
　主制御部２２は、ステップＳ８８、ステップＳ９０、ステップＳ９２でＹｅｓと判定さ
れたらステップＳ９４として、追加項目として選択された項目の文字情報をすぐ文字情報
に追加する。より正確には、メモ項目に入力するとして設定されている文字情報に文字情
報を追加する。
【００６８】
　主制御部２２は、ステップＳ９４で文字情報の追加を行ったら、ステップＳ９６として
、文字数がオーバーしているかを判定する。つまり、主制御部２２は、ステップＳ９４で
作成した文字情報の文字数が制限文字数を超えているかを判定する。主制御部２２は、ス
テップＳ９４で文字数オーバーである（Ｙｅｓ）、つまり、文字数が制限文字数を超えて
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いると判定したら、ステップＳ９８として、警告ポップアップを表示させる。つまり、表
示部３２に文字数が制限を超えている旨を示す情報を表示させる。その後、主制御部２２
は、ステップＳ８６に進む。
【００６９】
　また、主制御部２２は、ステップＳ９６で文字数オーバーではない（Ｎｏ）つまり、制
限文字数以内であると判定したら、ステップＳ１００として、メモ追加する。つまり、主
制御部２２は、ステップＳ９４で作成した文字情報をメモの項目に登録する。その後、主
制御部２２は、ステップＳ１０２の処理に進む。
【００７０】
　次に、主制御部２２は、ステップＳ１００の処理が終了したら、または、ステップＳ８
６、ステップＳ９２でＮｏと判定されたら、ステップＳ１０２として、追加選択が終了で
あるかを判定する。主制御部２２は、ステップＳ１０２で追加選択が終了ではない（Ｎｏ
）と判定したら、ステップＳ８６に進み、上記処理を繰り返す。
【００７１】
　また、主制御部２２は、ステップＳ１０２で追加選択が終了である（Ｙｅｓ）と判定し
たら、また、ステップＳ８０でＮｏと判定されたら、また、ステップＳ８４の処理を終了
したら、ステップＳ１０４としてアドレス帳登録を行う。つまり、主制御部２２は、入力
された各項目の文字情報をアドレス帳４６に登録する。その後、主制御部２２は、処理を
終了する。
【００７２】
　このように、携帯電子機器１は、すぐ文字処理により入力した文字情報と、名刺解析（
文字解析）で取得した情報とを結合し、同一項目に保存することで、名刺解析で読み取っ
た情報をより有効に活用することができる。また、簡単な操作でより多くの情報をアドレ
ス帳４６に登録することができる。
【００７３】
　なお、読み取った文字情報とすぐ文字処理で入力した文字情報をアドレス帳４６に登録
する方法は、図５に示す処理には限定されない。例えば、読み取った文字情報のうち、ア
ドレス帳４６に対応しない項目は、削除するようにしてもよい。また、ユーザの操作は増
加するが、読み取った各項目と、アドレス帳４６の項目との対応付けをユーザの操作によ
って行うようにしてもよい。
【００７４】
　次に、図６から図１１に示す画面の遷移の具体例を用いて、携帯電子機器１の動作、つ
まり図３から図５に示す処理動作を説明する。まず、図６を用いて、名刺の読み取りから
アドレス帳４６への登録完了までの画面の遷移と処理の関係を説明する。ここで、図６は
、携帯電子機器の動作を説明するための説明図である。
【００７５】
　まず、主制御部２２は、名刺読み取り動作が開始されると、図６の画面６０ａに示すよ
うに、カメラ３６により撮影されている画像を表示させる。なお、画面６０ａでは、撮影
領域に名刺が配置された状態で撮影している。主制御部２２は、画面６０ａの状態から、
読み取り操作が入力されると、画像の読み取り、つまり画像の撮影を行い、さらに読み取
った名刺の画像の解析を行う。主制御部２２は、解析処理中は、画面６０ｂに示すように
、解析処理の進行状態を示すバーを表示させる。
【００７６】
　主制御部２２は、画面６０ｂに示すような名刺解析処理中に、操作キー３が押下される
と、すぐ文字処理を開始し、画面６０ｃに示すように、押下された操作キー３に対応する
文字情報を表示させる。なお、画面６０ｃは、操作キーとして数字の「０」と仮名文字「
わ」が割り当てられたキーを１回押下した状態を示している。主制御部２２は、画面６０
ｃに示すように、文字の入力モードが選択されていない状態では、操作に対応する文字と
数字の両方を表示させる。
【００７７】
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　その後、入力モードとして、仮名文字入力モードが選択され、操作キーが押下されたら
、主制御部２２は、画面６０ｄに示すように、押下に応じた文字を表示部３２に表示させ
る。ここで、画面６０ｄは、文字情報として「○○セミナー参加」が入力された例を示し
ている。
【００７８】
　その後、主制御部２２は、入力文字の確定操作を検出したら、すぐ文字の入力処理を終
了し、画面６０ｅに示すように、解析処理の進行状態を示すバーを表示させる。その後、
主制御部２２は、解析処理が終了したら、アドレス帳登録画面として、画面６０ｆに示す
ように、解析した名刺の文字情報を項目毎に表示させる。また、すぐ文字で入力された仮
名文字情報をメモ項目６２に表示させる。また、主制御部２２は、各項目の先頭には、チ
ェックボックス６４を表示させ、名刺情報で読み取った項目、すぐ文字処理で入力した項
目のうち、アドレス帳４６に反映する項目にチェックマークを表示させる。なお、反映さ
せる項目は、ユーザの操作によって選択可能である。
【００７９】
　その後、主制御部２２は、ユーザにより選択終了操作が入力されたら、本実施形態では
、「次へ」に対応するキーが押下されたら、アドレス帳４６に登録する項目を確認する画
面として、画面６０ｇを表示させる。なお、画面６０ｇには、画面６０ｆで選択された項
目がアドレス帳４６に登録される情報として表示される。その後、主制御部２２は、ユー
ザにより決定操作が入力されたら、本実施形態では、「完了」に対応するキーが押下され
たら、各項目をアドレス帳４６に登録する処理を行い、画面６０ｈに示すように、登録が
完了した旨を示すメッセージ（文字情報）を表示させる。その後、主制御部２２は、登録
処理が終了したら、再びカメラ３６による読み取り動作を開始し、画面６０ｉに示すよう
に、カメラ３６で取得した画像を表示部３２に表示させる。携帯電子機器１及び主制御部
２２は、このようにして、名刺の読み取り処理、解析処理、文字入力処理、アドレス帳登
録処理を行う。
【００８０】
　携帯電子機器１は、このように、画面の表示を行うことで、ユーザに処理状態をわかり
やすく示すことができる。また、画面６０ｃに示すように、画面の領域を２つの表示領域
に分け、一方の表示領域に仮名文字入力モードで入力された場合の入力文字を表示させ、
他方の表示領域に数字入力モードで入力された場合の入力文字を表示させることで、ユー
ザが入力モードを選択しやすくすることができる。
【００８１】
　次に、図７及び図８を用いて、すぐ文字処理中に解析処理が終了した場合の処理動作つ
いて説明する。ここで、図７及び図８は、携帯電子機器の動作を説明するための説明図で
ある。なお、図７は、解析処理が成功した場合の処理動作、つまり、ステップＳ４２から
ステップＳ４６の動作を示す図である。また、図８は、解析処理が失敗して、再読み込み
処理を行った場合の処理動作、つまり、ステップＳ４２からステップＳ４８の動作、ステ
ップＳ２６からステップＳ３２、さらにステップＳ１４からステップＳ１８の処理動作を
示す図である。なお、図７及び図８に示す処理動作は、一部の処理を除いて他の処理動作
は、図６に示す処理動作と同じであるので、以下では相違点となる処理動作のみを説明す
る。
【００８２】
　主制御部２２は、上述した図６の画面６０ｄに示すように文字入力中で、かつ、文字確
定処理の入力前に、名刺の解析処理が成功して終了すると、図７の画面７０ａに示すよう
に、解析が終了した旨を示すメッセージ（本実施形態では「名刺読み取り完了しました！
」）をポップアップとして表示させる。その後、主制御部２２は、ポップアップの表示を
終了する指示を検出したら、ポップアップの表示を終了させ、画面７０ｂに示すように、
文字入力画面に戻る。その後、入力文字の確定操作が入力されたら、画面６０ｆを表示さ
せ、以降は、図６と同様の処理が行われる。
【００８３】
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　これに対して、主制御部２２は、上述した図６の画面６０ｄに示すように文字入力中で
、かつ、文字確定処理の入力前に、名刺の解析処理が失敗して終了すると、図８の画面８
０ａに示すように、解析が失敗した旨を示すメッセージ（本実施形態では「名刺読み取り
失敗しました！」）をポップアップとして表示させる。その後、主制御部２２は、ポップ
アップの表示を終了する指示を検出したら、ポップアップの表示を終了させ、画面８０ｂ
に示すように、文字入力画面に戻る。
【００８４】
　その後、主制御部２２は、ユーザにより名刺の画像を再度読み取る指示が入力されると
、入力されている文字情報をすぐ文字内容として保存し、図８の画面８０ｃに示すように
、カメラ３６により撮影されている画像を表示させる。なお、画面８０ｃも、画面６０ａ
と同様に、撮影領域に名刺が配置された状態を示している。主制御部２２は、画面８０ｃ
の状態から、読み取り操作が入力されると、画像の読み取り、つまり画像の撮影を行い、
さらに読み取った名刺の画像の解析を行う。主制御部２２は、解析処理中は、画面８０ｄ
に示すように、解析処理の進行状態を示すバーを表示させる。
【００８５】
　主制御部２２は、画面８０ｄに示すような名刺解析処理中に、操作キー３が押下される
と、すぐ文字処理を開始する。この時、主制御部２２は、すぐ文字内容として保存されて
いる文字情報を読み出し、初期値として設定する。これにより、主制御部２２は、画面８
０ｅに示すように、入力文字として「○○セミナー参加」が入力された画面を表示させる
。
【００８６】
　このように、携帯電子機器１は、名刺の文字情報の解析を失敗した場合は、すぐ文字処
理で入力された内容を保存しておき、再度（次）の文字情報の解析処理中のすぐ文字処理
で保存した内容を読み出し、入力された文字とする。これにより、ユーザは、文字を再入
力する必要がなくなり、操作の手間を減らすことができる。
【００８７】
　また、携帯電子機器１は、文字入力中に、情報の解析が終了しても、入力文字が確定す
るまで、画面を切り替えないことで、つまり、入力文字を確定できるようにすることで、
入力文字が途中で切れてしまうことを抑制することができる。つまり、ユーザが意図する
入力文字を入力することができる。
【００８８】
　次に、図９を用いて、すぐ文字処理により電話番号を入力する場合の処理動作ついて説
明する。ここで、図９は、携帯電子機器の動作を説明するための説明図である。なお、図
９に示す処理動作は、一部の処理を除いて他の処理動作は、図６に示す処理動作と同じで
あるので、以下では相違点となる処理動作のみを説明する。
【００８９】
　まず、主制御部２２は、画面９０ａに示すような名刺解析処理中に、操作キー３が押下
されと、すぐ文字処理を開始する。主制御部２２は、すぐ文字処理で、「０９０１２３４
１２３４」の順で操作キー３が押下されると、画面９０ｂに示すように、表示領域９２ａ
には、仮名文字入力モードに対応した「わらわあかさたあかさた」を表示させ、表示領域
９２ｂには、数字入力モードに対応した「０９０１２３４１２３４」を表示させる。また
、主制御部２２は、表示領域９２に、「わらわあかさたあかさた」の変換候補文字として
「藁和１２３４１２３４」も表示させている。
【００９０】
　その後、主制御部２２は、入力文字の確定操作を検出したら、すぐ文字の入力処理を終
了し、画面９０ｃに示すように、解析処理の進行状態を示す画像を表示させる。また、主
制御部２２は、仮名文字入力で確定されておらず、また、数値が８桁より大きいことから
、すぐ文字で入力された入力文字を電話番号と設定する。
【００９１】
　その後、主制御部２２は、解析処理が終了したら、アドレス帳登録画面として、画面９
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０ｄに示すように、解析した名刺の文字情報を項目毎に表示させる。また、すぐ文字で入
力された入力文字は、電話番号の項目に対応付けて表示させる。なお、名刺解析で検出し
た電話番号もあるため、すぐ文字で入力された入力文字は、第２の電話番号（Ｔｅｌ２）
の項目として表示させる。
【００９２】
　その後、主制御部２２は、ユーザにより選択終了操作が入力されたら、本実施形態では
、「次へ」に対応するキーが押下されたら、アドレス帳４６に登録する項目を確認する画
面として、画面９０ｅを表示させる。なお、画面９０ｅには、画面６０ｆで選択された項
目がアドレス帳４６に登録される情報として表示される。その後、主制御部２２は、ユー
ザにより決定操作が入力されたら、本実施形態では、「完了」に対応するキーが押下され
たら、各項目をアドレス帳４６に登録する処理を行い、画面９０ｆに示すように、登録が
完了した旨を示すメッセージ（文字情報）を表示させる。
【００９３】
　このように、携帯電子機器１は、数値の桁数で入力文字の項目を振り分けることで、ユ
ーザが項目を選択することなく、数値が対応した種々の項目の情報を入力することが可能
となる。
【００９４】
　次に、図１０を用いて、アドレス帳４６のメモの項目に、名刺の解析処理で検出した情
報を追加する場合の処理動作、つまり、図５に示す処理動作について説明する。ここで、
図１０は、携帯電子機器の動作を説明するための説明図である。
【００９５】
　主制御部２２は、名刺の読み取り処理、解析処理、すぐ文字入力処理は、上述した図６
に示す処理動作と同様の処理を行う。主制御部２２は、解析処理が終了したら、アドレス
帳登録画面として、画面１００ａに示すように、解析した名刺の文字情報を項目毎に表示
させる。なお、画面１００ａは、項目の選択操作が行われ、役職名の項目がカーソル１０
２により選択されている。
【００９６】
　主制御部２２は、カーソル１０２により役職（肩書き名）の項目が選択されている状態
で、追加項目の決定キー（本実施形態では、選択キーに対応するキー）が押下されたら、
肩書き名の項目を追加項目として選択されたと判定する。その後、主制御部２２は、画面
１００ｂに示すように、肩書き名を選択した旨を示すメッセージ（本実施形態では「肩書
きはメモに追加されます！」）をポップアップとして表示させる。また、肩書き名の項目
に対応したチェックボックスにチェックマークを表示させる。
【００９７】
　その後、主制御部２２は、ユーザにより選択終了操作が入力されたら、本実施形態では
、「次へ」に対応するキーが押下されたら、アドレス帳４６に登録する項目を確認する画
面として、画面１００ｃを表示させる。なお、画面１００ｃには、画面１００ｂで選択さ
れた項目がアドレス帳４６に登録される情報として表示される。したがって、メモ欄には
、すぐ文字により入力した文字情報に肩書き名の項目の文字情報が追加され、「○○セミ
ナー参加、リーダー」と表示される。その後、主制御部２２は、ユーザにより決定操作が
入力されたら、本実施形態では、「完了」に対応するキーが押下されたら、各項目をアド
レス帳４６に登録する処理を行い、画面１００ｄに示すように、登録が完了した旨を示す
メッセージ（文字情報）を表示させる。
【００９８】
　次に、図１１を用いて、アドレス帳４６のメモの項目に、名刺の解析処理で検出した情
報を追加し、文字数がオーバーした場合の処理動作について説明する。ここで、図１１は
、携帯電子機器の動作を説明するための説明図である。
【００９９】
　主制御部２２は、名刺の読み取り処理、解析処理、すぐ文字入力処理は、上述した図６
に示す処理動作と同様の処理を行う。主制御部２２は、解析処理が終了したら、アドレス
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帳登録画面として、解析した名刺の文字情報を項目毎に表示させる。制御部２２は、この
状態で、追加する項目として、会社名が選択されると、画面１１０ａに示すように、会社
名の項目に対応したチェックボックスにチェックマークを表示させる。
【０１００】
　その後、主制御部２２は、肩書き名の項目が選択されている状態で、追加項目の決定キ
ーが押下されたら、肩書き名の項目も追加項目として選択されたと判定する。その後、主
制御部２２は、メモの項目に入力される文字情報の文字数を判定し、文字数が制限値をオ
ーバーしていると判定したら、画面１１０ｂに示すように、警告を示すメッセージ（本実
施形態では「メモの文字サイズをオーバーしました！」）をポップアップとして表示させ
る。また、肩書き名の項目に対応したチェックボックスにチェックマークを表示させる。
【０１０１】
　その後、主制御部２２は、ユーザにより選択終了操作が入力されたら、本実施形態では
、「次へ」に対応するキーが押下されたら、アドレス帳４６に登録する項目を確認する画
面として、画面１１０ｃを表示させる。なお、画面１１０ｃには、画面１１０ａで選択さ
れた項目がアドレス帳４６に登録される情報として表示される。したがって、メモ欄には
、すぐ文字により入力した文字情報に肩書き名の項目の文字情報が追加され、「○○セミ
ナー参加、Ａ株式会社」と表示される。また、肩書き名の項目の文字情報は、追加されな
い。その後、主制御部２２は、ユーザにより決定操作が入力されたら、本実施形態では、
「完了」に対応するキーが押下されたら、各項目をアドレス帳４６に登録する処理を行い
、画面１１０ｄに示すように、登録が完了した旨を示すメッセージ（文字情報）を表示さ
せる。
【０１０２】
　携帯電子機器１は、図６から図１１に示すように、画面を切り替え、また、ポップアッ
プでメッセージを表示させることでユーザに状態をわかりやすく示すことができる。
【０１０３】
　なお、上記実施形態では、文字情報を読み取る対象として、名刺を用いたが本発明はこ
れに限定されない。文字情報が記載されている種々の物体を撮影対象とすることができ、
例えば、ＵＲＬが記載されている文字列や、紙に印刷された文字列（文章）を読み取る対
象とした場合、つまり撮影対象とした場合にも用いることができる。また、上記実施形態
では、カメラで画像を読み取ったが、本発明はこれに限定されず、読取部としては、種々
の撮像素子及び撮像方法を用いることができる。
【産業上の利用可能性】
【０１０４】
　以上のように、本発明にかかる携帯電子機器および携帯電子機器の制御方法は、画像か
ら文字情報を読み取る装置に用いることに有用である。
【符号の説明】
【０１０５】
　１　携帯電子機器
　１Ｃ　筐体
　１ＣＡ　第１筐体
　１ＣＢ　第２筐体
　２Ｍ　メインディスプレイ
　３　操作キー
　４　方向及び決定キー
　５　マイク
　６　レシーバ
　１８　ヒンジ
　２２　主制御部（ＣＰＵ）
　２４　記憶部（メモリ）
　２６　通信部
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　２８　操作部
　３０　音声処理部
　３２　表示部
　３３　表示制御部
　３６　カメラ

【図１】 【図２】
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【図３】 【図４】

【図５】 【図６】



(18) JP 4851604 B2 2012.1.11

【図７】 【図８】

【図９】 【図１０】
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【図１１】
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