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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　表示部と、
　前記表示部に複数の単語を含む文を表示させる文表示制御手段と、
　前記文表示制御手段により前記表示部に複数の単語を含む文が表示された状態で、当該
表示部に対するユーザ操作に応じた複数の指定位置を検出する指定位置検出手段と、
　前記指定位置検出手段により検出された複数の指定位置に対応する前記表示部の文中の
複数の単語を指定する複数単語指定手段と、
　前記複数単語指定手段による前記複数の単語の指定完了後に、前記複数の指定位置の移
動に伴い当該各指定位置が接近したか否かを判断する接近判断手段と、
　前記接近判断手段により前記複数の指定位置が接近したと判断された場合に、前記指定
された複数の単語を前記表示部の文中の並び順に連続して含む例文または成句を、辞書デ
ータから検索する辞書検索手段と、
を備えたことを特徴とする辞書検索装置。
【請求項２】
　表示部と、
　前記表示部に複数の単語を含む文を表示させる文表示制御手段と、
　前記文表示制御手段により前記表示部に複数の単語を含む文が表示された状態で、当該
表示部に対するユーザ操作に応じた複数の指定位置を検出する指定位置検出手段と、
　前記指定位置検出手段により検出された複数の指定位置に対応する前記表示部の文中の
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複数の単語を指定する複数単語指定手段と、
　前記複数単語指定手段による前記複数の単語の指定完了後に、前記複数の指定位置の移
動に伴い当該各指定位置が交差したか否かを判断する交差判断手段と、
　前記交差判断手段により前記複数の指定位置が交差したと判断された場合に、当該指定
された複数の単語を前記表示部の文中の並び順と逆順にして含む例文または成句を、辞書
データから検索する辞書検索手段と、
を備えたことを特徴とする辞書検索装置。
【請求項３】
　表示部と、
　前記表示部に複数の単語を含む文を表示させる文表示制御手段と、
　前記文表示制御手段により前記表示部に複数の単語を含む文が表示された状態で、当該
表示部に対するユーザ操作に応じた複数の指定位置を検出する指定位置検出手段と、
　前記指定位置検出手段により検出された複数の指定位置に対応する前記表示部の文中の
複数の単語を指定する複数単語指定手段と、
　前記複数単語指定手段による前記複数の単語の指定完了後に、前記複数の指定位置の移
動に伴い当該各指定位置がそれぞれ第１の方向と第２の方向とに移動したか否かを判断す
る異方向移動判断手段と、
　前記異方向移動判断手段により前記複数の指定位置がそれぞれ第１の方向と第２の方向
とに移動したと判断された場合に、同第１の方向に移動したと判断された指定位置に対応
する指定単語を見出し語として、同第２の方向に移動したと判断された指定位置に対応す
る指定単語を含む例文または成句を、辞書データから検索する辞書検索手段と、
を備えたことを特徴とする辞書検索装置。
【請求項４】
　前記辞書検索手段は、前記判断された前記複数の指定位置の移動状態が、第１の方向へ
の移動である場合は、当該複数の指定位置に対応して指定された前記文中の複数の単語を
含む例文を検索し、第２の方向への移動である場合は、同複数の単語を含む成句を検索す
る、
ことを特徴とする請求項１ないし請求項３の何れか１項に記載の辞書検索装置。
【請求項５】
　前記表示部は、タッチパネル付きの表示部であって、
　前記指定位置検出手段は、前記表示部に対するユーザ操作に応じた複数の指定位置を前
記タッチパネルにより検出する、
ことを特徴とする請求項１ないし請求項４の何れか１項に記載の辞書検索装置。
【請求項６】
　表示部を備えた電子機器のコンピュータを制御するための辞書検索方法であって、
　前記表示部に複数の単語を含む文を表示させ、
　前記表示部に複数の単語を含む文が表示された状態で、当該表示部に対するユーザ操作
に応じた複数の指定位置を検出し、
　前記検出された複数の指定位置に対応する前記表示部の文中の複数の単語を指定し、
　前記複数の単語の指定完了後に、前記複数の指定位置の移動に伴い当該各指定位置が接
近したか否かを判断し、
　前記複数の指定位置が接近したと判断された場合に、前記指定された複数の単語を前記
表示部の文中の並び順に連続して含む例文または成句を、辞書データから検索する、
辞書検索方法。
【請求項７】
　表示部を備えた電子機器のコンピュータを制御するための辞書検索方法であって、
　前記表示部に複数の単語を含む文を表示させ、
　前記表示部に複数の単語を含む文が表示された状態で、当該表示部に対するユーザ操作
に応じた複数の指定位置を検出し、
　前記検出された複数の指定位置に対応する前記表示部の文中の複数の単語を指定し、
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　前記複数の単語の指定完了後に、前記複数の指定位置の移動に伴い当該各指定位置が交
差したか否かを判断し、
　前記複数の指定位置が交差したと判断された場合に、当該指定された複数の単語を前記
表示部の文中の並び順と逆順にして含む例文または成句を、辞書データから検索する、
辞書検索方法。
【請求項８】
　表示部を備えた電子機器のコンピュータを制御するための辞書検索方法であって、
　前記表示部に複数の単語を含む文を表示させ、
　前記表示部に複数の単語を含む文が表示された状態で、当該表示部に対するユーザ操作
に応じた複数の指定位置を検出し、
　前記検出された複数の指定位置に対応する前記表示部の文中の複数の単語を指定し、
　前記複数の単語の指定完了後に、前記複数の指定位置の移動に伴い当該各指定位置がそ
れぞれ第１の方向と第２の方向とに移動したか否かを判断し、
　前記複数の指定位置がそれぞれ第１の方向と第２の方向とに移動したと判断された場合
に、同第１の方向に移動したと判断された指定位置に対応する指定単語を見出し語として
、同第２の方向に移動したと判断された指定位置に対応する指定単語を含む例文または成
句を、辞書データから検索する、
辞書検索方法。
【請求項９】
　表示部を備えた電子機器のコンピュータを制御するための辞書検索プログラムであって
、
　前記コンピュータを、
　前記表示部に複数の単語を含む文を表示させる文表示制御手段、
　前記文表示制御手段により前記表示部に複数の単語を含む文が表示された状態で、当該
表示部に対するユーザ操作に応じた複数の指定位置を検出する指定位置検出手段、
　前記指定位置検出手段により検出された複数の指定位置に対応する前記表示部の文中の
複数の単語を指定する複数単語指定手段、
　前記複数単語指定手段による前記複数の単語の指定完了後に、前記複数の指定位置の移
動に伴い当該各指定位置が接近したか否かを判断する接近判断手段、
　前記接近判断手段により前記複数の指定位置が接近したと判断された場合に、前記指定
された複数の単語を前記表示部の文中の並び順に連続して含む例文または成句を、辞書デ
ータから検索する辞書検索手段、
として機能させるための辞書検索プログラム。
【請求項１０】
　表示部を備えた電子機器のコンピュータを制御するための辞書検索プログラムであって
、
　前記コンピュータを、
　前記表示部に複数の単語を含む文を表示させる文表示制御手段、
　前記文表示制御手段により前記表示部に複数の単語を含む文が表示された状態で、当該
表示部に対するユーザ操作に応じた複数の指定位置を検出する指定位置検出手段、
　前記指定位置検出手段により検出された複数の指定位置に対応する前記表示部の文中の
複数の単語を指定する複数単語指定手段、
　前記複数単語指定手段による前記複数の単語の指定完了後に、前記複数の指定位置の移
動に伴い当該各指定位置が交差したか否かを判断する交差判断手段、
　前記交差判断手段により前記複数の指定位置が交差したと判断された場合に、当該指定
された複数の単語を前記表示部の文中の並び順と逆順にして含む例文または成句を、辞書
データから検索する辞書検索手段、
として機能させるための辞書検索プログラム。
【請求項１１】
　表示部を備えた電子機器のコンピュータを制御するための辞書検索プログラムであって
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、
　前記コンピュータを、
　前記表示部に複数の単語を含む文を表示させる文表示制御手段、
　前記文表示制御手段により前記表示部に複数の単語を含む文が表示された状態で、当該
表示部に対するユーザ操作に応じた複数の指定位置を検出する指定位置検出手段、
　前記指定位置検出手段により検出された複数の指定位置に対応する前記表示部の文中の
複数の単語を指定する複数単語指定手段、
　前記複数単語指定手段による前記複数の単語の指定完了後に、前記複数の指定位置の移
動に伴い当該各指定位置がそれぞれ第１の方向と第２の方向とに移動したか否かを判断す
る異方向移動判断手段、
　前記異方向移動判断手段により前記複数の指定位置がそれぞれ第１の方向と第２の方向
とに移動したと判断された場合に、同第１の方向に移動したと判断された指定位置に対応
する指定単語を見出し語として、同第２の方向に移動したと判断された指定位置に対応す
る指定単語を含む例文または成句を、辞書データから検索する辞書検索手段、
として機能させるための辞書検索プログラム。
【請求項１２】
　ネットワークを介した通信機能を有するサーバ装置と端末装置からなる辞書検索システ
ムであって、
　前記サーバ装置は、
　複数の単語を含む例文または成句の辞書データを記憶している辞書記憶手段と、
　前記端末装置の指定情報送信手段により送信された複数の指定位置の情報と当該複数の
指定位置に対応して指定された複数の単語の情報とを受信する指定情報受信手段と、
　この指定情報受信手段により前記複数の指定位置の情報と当該複数の指定位置に対応し
て指定された複数の単語の情報との受信完了後に、前記複数の指定位置の移動に伴い当該
各指定位置が接近したか否かを判断する接近判断手段と、
　前記接近判断手段により前記複数の指定位置が接近したと判断された場合に、前記指定
された複数の単語を前記端末装置の表示部の文中の並び順に連続して含む例文または成句
を前記辞書データから検索する辞書検索手段と、
　この辞書検索手段により検索された例文または成句を前記端末装置へ送信する検索結果
送信手段とを備え、
　前記端末装置は、
　表示部と、
　この表示部に複数の単語を含む文を表示させる文表示制御手段と、
　この文表示制御手段により前記表示部に複数の単語を含む文が表示された状態で、当該
表示部に対するユーザ操作に応じた複数の指定位置を検出する指定位置検出手段と、
　この指定位置検出手段により検出された複数の指定位置の情報と当該複数の指定位置に
対応して指定された前記文中の複数の単語の情報とを前記サーバ装置へ送信する指定情報
送信手段と、
　この指定情報送信手段による前記複数の指定位置の情報と当該複数の指定位置に対応し
た複数の単語の情報との送信に応答して、前記サーバ装置の検索結果送信手段により送信
された例文または成句を受信する検索結果受信手段と、
　この検索結果受信手段により受信された例文または成句を前記表示部に表示させる検索
結果表示制御手段とを備えた、
ことを特徴とする辞書検索システム。
【請求項１３】
　ネットワークを介した通信機能を有するサーバ装置と端末装置からなる辞書検索システ
ムであって、
　前記サーバ装置は、
　複数の単語を含む例文または成句の辞書データを記憶している辞書記憶手段と、
　前記端末装置の指定情報送信手段により送信された複数の指定位置の情報と当該複数の
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指定位置に対応して指定された複数の単語の情報とを受信する指定情報受信手段と、
　この指定情報受信手段により前記複数の指定位置の情報と当該複数の指定位置に対応し
て指定された複数の単語の情報との受信完了後に、前記複数の指定位置の移動に伴い当該
各指定位置が交差したか否かを判断する交差判断手段と、
　前記交差判断手段により前記複数の指定位置が交差したと判断された場合に、当該指定
された複数の単語を前記端末装置の表示部の文中の並び順と逆順にして含む例文または成
句を前記辞書データから検索する辞書検索手段と、
　この辞書検索手段により検索された例文または成句を前記端末装置へ送信する検索結果
送信手段とを備え、
　前記端末装置は、
　表示部と、
　この表示部に複数の単語を含む文を表示させる文表示制御手段と、
　この文表示制御手段により前記表示部に複数の単語を含む文が表示された状態で、当該
表示部に対するユーザ操作に応じた複数の指定位置を検出する指定位置検出手段と、
　この指定位置検出手段により検出された複数の指定位置の情報と当該複数の指定位置に
対応して指定された前記文中の複数の単語の情報とを前記サーバ装置へ送信する指定情報
送信手段と、
　この指定情報送信手段による前記複数の指定位置の情報と当該複数の指定位置に対応し
た複数の単語の情報との送信に応答して、前記サーバ装置の検索結果送信手段により送信
された例文または成句を受信する検索結果受信手段と、
　この検索結果受信手段により受信された例文または成句を前記表示部に表示させる検索
結果表示制御手段とを備えた、
ことを特徴とする辞書検索システム。
【請求項１４】
　ネットワークを介した通信機能を有するサーバ装置と端末装置からなる辞書検索システ
ムであって、
　前記サーバ装置は、
　見出し語と前記見出し語を含む複数の単語からなる例文または成句とを対応付けた辞書
データを記憶している辞書記憶手段と、
　前記端末装置の指定情報送信手段により送信された複数の指定位置の情報と当該複数の
指定位置に対応して指定された複数の単語の情報とを受信する指定情報受信手段と、
　この指定情報受信手段により前記複数の指定位置の情報と当該複数の指定位置に対応し
て指定された複数の単語の情報との受信完了後に、前記複数の指定位置の移動に伴い当該
各指定位置がそれぞれ第１の方向と第２の方向とに移動したか否かを判断する異方向移動
判断手段と、
　前記異方向移動判断手段により前記複数の指定位置がそれぞれ第１の方向と第２の方向
とに移動したと判断された場合に、同第１の方向に移動したと判断された指定位置に対応
する指定単語を見出し語として、同第２の方向に移動したと判断された指定位置に対応す
る指定単語を含む例文または成句を前記辞書データから検索する辞書検索手段と、
　この辞書検索手段により検索された例文または成句を前記端末装置へ送信する検索結果
送信手段とを備え、
　前記端末装置は、
　表示部と、
　この表示部に複数の単語を含む文を表示させる文表示制御手段と、
　この文表示制御手段により前記表示部に複数の単語を含む文が表示された状態で、当該
表示部に対するユーザ操作に応じた複数の指定位置を検出する指定位置検出手段と、
　この指定位置検出手段により検出された複数の指定位置の情報と当該複数の指定位置に
対応して指定された前記文中の複数の単語の情報とを前記サーバ装置へ送信する指定情報
送信手段と、
　この指定情報送信手段による前記複数の指定位置の情報と当該複数の指定位置に対応し
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た複数の単語の情報との送信に応答して、前記サーバ装置の検索結果送信手段により送信
された例文または成句を受信する検索結果受信手段と、
　この検索結果受信手段により受信された例文または成句を前記表示部に表示させる検索
結果表示制御手段とを備えた、
ことを特徴とする辞書検索システム。
【請求項１５】
　請求項１２乃至請求項１４の何れか１項に記載の辞書検索システムのサーバ装置。
【請求項１６】
　請求項１２乃至請求項１４の何れか１項に記載の辞書検索システムの端末装置。
【請求項１７】
　複数の単語を含む例文または成句の辞書データを記憶している辞書記憶手段を備えたサ
ーバ装置とネットワークを介して通信する端末装置であって、
　表示部と、
　前記表示部に複数の単語を含む文を表示させる文表示制御手段と、
　前記文表示制御手段により前記表示部に複数の単語を含む文が表示された状態で、当該
表示部に対するユーザ操作に応じた複数の指定位置を検出する指定位置検出手段と、
　前記指定位置検出手段により検出された複数の指定位置に対応する前記表示部の文中の
複数の単語を指定する複数単語指定手段と、
　前記複数単語指定手段による前記複数の単語の指定完了後に、前記複数の指定位置の移
動に伴い当該各指定位置が接近したか否かを判断する接近判断手段と、
　前記接近判断手段により前記複数の指定位置が接近したと判断された場合に、前記指定
された複数の単語を前記表示部の文中の並び順に連続して含む例文または成句の前記辞書
データでの検索依頼を前記サーバ装置に依頼する辞書検索依頼手段と、
　前記サーバ装置から前記検索依頼について検索された検索結果を受信して、前記表示部
に表示させる結果受信表示手段と、
を備えたことを特徴とする端末装置。
【請求項１８】
　複数の単語を含む例文または成句の辞書データを記憶している辞書記憶手段を備えたサ
ーバ装置とネットワークを介して通信する端末装置であって、
　表示部と、
　前記表示部に複数の単語を含む文を表示させる文表示制御手段と、
　前記文表示制御手段により前記表示部に複数の単語を含む文が表示された状態で、当該
表示部に対するユーザ操作に応じた複数の指定位置を検出する指定位置検出手段と、
　前記指定位置検出手段により検出された複数の指定位置に対応する前記表示部の文中の
複数の単語を指定する複数単語指定手段と、
　前記複数単語指定手段による前記複数の単語の指定完了後に、前記複数の指定位置の移
動に伴い当該各指定位置が交差したか否かを判断する交差判断手段と、
　前記交差判断手段により前記複数の指定位置が交差したと判断された場合に、当該指定
された複数の単語を前記表示部の文中の並び順と逆順にして含む例文または成句の前記辞
書データでの検索依頼を前記サーバ装置に依頼する辞書検索依頼手段と、
　前記サーバ装置から前記検索依頼について検索された検索結果を受信して、前記表示部
に表示させる結果受信表示手段と、
を備えたことを特徴とする端末装置。
【請求項１９】
　複数の単語を含む例文または成句の辞書データを記憶している辞書記憶手段を備えたサ
ーバ装置とネットワークを介して通信する端末装置であって、
　表示部と、
　前記表示部に複数の単語を含む文を表示させる文表示制御手段と、
　前記文表示制御手段により前記表示部に複数の単語を含む文が表示された状態で、当該
表示部に対するユーザ操作に応じた複数の指定位置を検出する指定位置検出手段と、
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　前記指定位置検出手段により検出された複数の指定位置に対応する前記表示部の文中の
複数の単語を指定する複数単語指定手段と、
　前記複数単語指定手段による前記複数の単語の指定完了後に前記複数の指定位置の移動
に伴い当該各指定位置がそれぞれ第１の方向と第２の方向とに移動したか否かを判断する
異方向移動判断手段と、
　前記異方向移動判断手段により前記複数の指定位置がそれぞれ第１の方向と第２の方向
とに移動したと判断された場合に、同第１の方向に移動したと判断された指定位置に対応
する指定単語を見出し語として、同第２の方向に移動したと判断された指定位置に対応す
る指定単語を含む例文または成句の前記辞書データでの検索依頼を前記サーバ装置に依頼
する辞書検索依頼手段と、
　前記サーバ装置から前記検索依頼について検索された検索結果を受信して、前記表示部
に表示させる結果受信表示手段と、
を備えたことを特徴とする端末装置。
【請求項２０】
　複数の単語を含む例文または成句の辞書データを記憶している辞書記憶手段を備えたサ
ーバ装置とネットワークを介して通信し、表示部を備えた端末装置のコンピュータを制御
するための辞書検索プログラムであって、
　前記コンピュータを、
　前記表示部に複数の単語を含む文を表示させる文表示制御手段、
　前記文表示制御手段により前記表示部に複数の単語を含む文が表示された状態で、当該
表示部に対するユーザ操作に応じた複数の指定位置を検出する指定位置検出手段、
　前記指定位置検出手段により検出された複数の指定位置に対応する前記表示部の文中の
複数の単語を指定する複数単語指定手段、
　前記複数単語指定手段による前記複数の単語の指定完了後に、前記複数の指定位置の移
動に伴い当該各指定位置が接近したか否かを判断する接近判断手段、
　前記接近判断手段により前記複数の指定位置が接近したと判断された場合に、前記指定
された複数の単語を前記表示部の文中の並び順に連続して含む例文または成句の前記辞書
データでの検索依頼を前記サーバ装置に依頼する辞書検索依頼手段、
　前記サーバ装置から前記検索依頼について検索された検索結果を受信して、前記表示部
に表示させる結果受信表示手段、
として機能させるための辞書検索プログラム。
【請求項２１】
　複数の単語を含む例文または成句の辞書データを記憶している辞書記憶手段を備えたサ
ーバ装置とネットワークを介して通信し、表示部を備えた端末装置のコンピュータを制御
するための辞書検索プログラムであって、
　前記コンピュータを、
　前記表示部に複数の単語を含む文を表示させる文表示制御手段、
　前記文表示制御手段により前記表示部に複数の単語を含む文が表示された状態で、当該
表示部に対するユーザ操作に応じた複数の指定位置を検出する指定位置検出手段、
　前記指定位置検出手段により検出された複数の指定位置に対応する前記表示部の文中の
複数の単語を指定する複数単語指定手段、
　前記複数単語指定手段による前記複数の単語の指定完了後に、前記複数の指定位置の移
動に伴い当該各指定位置が交差したか否かを判断する交差判断手段、
　前記交差判断手段により前記複数の指定位置が交差したと判断された場合に、当該指定
された複数の単語を前記表示部の文中の並び順と逆順にして含む例文または成句の前記辞
書データでの検索依頼を前記サーバ装置に依頼する辞書検索依頼手段、
　前記サーバ装置から前記検索依頼について検索された検索結果を受信して、前記表示部
に表示させる結果受信表示手段、
として機能させるための辞書検索プログラム。
【請求項２２】



(8) JP 5958326 B2 2016.7.27

10

20

30

40

50

　複数の単語を含む例文または成句の辞書データを記憶している辞書記憶手段を備えたサ
ーバ装置とネットワークを介して通信し、表示部を備えた端末装置のコンピュータを制御
するための辞書検索プログラムであって、
　前記コンピュータを、
　前記表示部に複数の単語を含む文を表示させる文表示制御手段、
　前記文表示制御手段により前記表示部に複数の単語を含む文が表示された状態で、当該
表示部に対するユーザ操作に応じた複数の指定位置を検出する指定位置検出手段、
　前記指定位置検出手段により検出された複数の指定位置に対応する前記表示部の文中の
複数の単語を指定する複数単語指定手段、
　前記複数単語指定手段による前記複数の単語の指定完了後に前記複数の指定位置の移動
に伴い当該各指定位置がそれぞれ第１の方向と第２の方向とに移動したか否かを判断する
異方向移動判断手段、
　前記異方向移動判断手段により前記複数の指定位置がそれぞれ第１の方向と第２の方向
とに移動したと判断された場合に、同第１の方向に移動したと判断された指定位置に対応
する指定単語を見出し語として、同第２の方向に移動したと判断された指定位置に対応す
る指定単語を含む例文または成句の前記辞書データでの検索依頼を前記サーバ装置に依頼
する辞書検索依頼手段、
　前記サーバ装置から前記検索依頼について検索された検索結果を受信して、前記表示部
に表示させる結果受信表示手段、
として機能させるための辞書検索プログラム。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、辞書情報を検索するための辞書検索装置、辞書検索方法、辞書検索プログラ
ム、辞書検索システム、およびそのサーバ装置、端末装置に関する。
【背景技術】
【０００２】
　従来の電子辞書装置において、複数の単語を選択し、当該選択された複数の単語を含む
例文や成句の検索を行うには、予め例文検索か成句検索かの検索方法を指定した後に、複
数の単語のそれぞれを選択し、検索の実行を指示する必要がある。
【０００３】
　異なる検索方法を容易に指定できる従来の辞書機能を備えた電子装置において、タッチ
パネル式の表示部に辞書情報を表示させ、この表示された辞書情報内の所望の文字列につ
いて、順方向にタッチして指定した場合には、指定された文字種に応じた辞書データから
、当該指定された文字を頭語とする見出し語を検索して表示させ、また、逆方向にタッチ
して指定した場合には、同辞書データから当該指定された文字を末尾とする見出し語を検
索して表示させることが考えられている（例えば、特許文献１参照。）。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００４】
【特許文献１】特許第４１６１７６８号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
　前記従来の辞書機能を備えた電子装置では、辞書情報の文字列をタッチして指定したそ
の方向に応じて、当該指定の文字を、頭語として見出し語検索するか、末尾として見出し
語検索するかの検索方法を切り替えることができる。
【０００６】
　しかしながら、複数の独立した単語を指定して容易に検索方法を切り替えできるもので
はない。
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【０００７】
　本発明は、このような課題に鑑みてなされたもので、複数の独立した単語を指定し容易
に且つ素早く検索方法を切り替えて辞書検索することが可能になる辞書検索装置、辞書検
索方法、辞書検索プログラム、辞書検索システム、およびそのサーバ装置、端末装置を提
供することを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【０００８】
　本発明に係る辞書検索装置は、表示部と、前記表示部に複数の単語を含む文を表示させ
る文表示制御手段と、前記文表示制御手段により前記表示部に複数の単語を含む文が表示
された状態で、当該表示部に対するユーザ操作に応じた複数の指定位置を検出する指定位
置検出手段と、前記指定位置検出手段により検出された複数の指定位置に対応する前記表
示部の文中の複数の単語を指定する複数単語指定手段と、前記複数単語指定手段による前
記複数の単語の指定完了後に、前記複数の指定位置の移動に伴い当該各指定位置が接近し
たか否かを判断する接近判断手段と、前記接近判断手段により前記複数の指定位置が接近
したと判断された場合に、前記指定された複数の単語を前記表示部の文中の並び順に連続
して含む例文または成句を、辞書データから検索する辞書検索手段と、を備えたことを特
徴としている。
【０００９】
　本発明に係る辞書検索装置は、表示部と、前記表示部に複数の単語を含む文を表示させ
る文表示制御手段と、前記文表示制御手段により前記表示部に複数の単語を含む文が表示
された状態で、当該表示部に対するユーザ操作に応じた複数の指定位置を検出する指定位
置検出手段と、前記指定位置検出手段により検出された複数の指定位置に対応する前記表
示部の文中の複数の単語を指定する複数単語指定手段と、前記複数単語指定手段による前
記複数の単語の指定完了後に、前記複数の指定位置の移動に伴い当該各指定位置が交差し
たか否かを判断する交差判断手段と、前記交差判断手段により前記複数の指定位置が交差
したと判断された場合に、当該指定された複数の単語を前記表示部の文中の並び順と逆順
にして含む例文または成句を、辞書データから検索する辞書検索手段と、を備えたことを
特徴としている。
【００１０】
　本発明に係る辞書検索装置は、表示部と、前記表示部に複数の単語を含む文を表示させ
る文表示制御手段と、前記文表示制御手段により前記表示部に複数の単語を含む文が表示
された状態で、当該表示部に対するユーザ操作に応じた複数の指定位置を検出する指定位
置検出手段と、前記指定位置検出手段により検出された複数の指定位置に対応する前記表
示部の文中の複数の単語を指定する複数単語指定手段と、前記複数単語指定手段による前
記複数の単語の指定完了後に、前記複数の指定位置の移動に伴い当該各指定位置がそれぞ
れ第１の方向と第２の方向とに移動したか否かを判断する異方向移動判断手段と、前記異
方向移動判断手段により前記複数の指定位置がそれぞれ第１の方向と第２の方向とに移動
したと判断された場合に、同第１の方向に移動したと判断された指定位置に対応する指定
単語を見出し語として、同第２の方向に移動したと判断された指定位置に対応する指定単
語を含む例文または成句を、辞書データから検索する辞書検索手段と、を備えたことを特
徴としている。
【発明の効果】
【００１２】
　本発明によれば、複数の独立した単語を指定し容易に且つ素早く検索方法を切り替えて
辞書検索することが可能になる。
【図面の簡単な説明】
【００１３】
【図１】本発明の辞書検索装置の実施形態に係る電子辞書装置１０の外観構成を示す正面
図。
【図２】前記電子辞書装置１０の電子回路の構成を示すブロック図。
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【図３】本発明の辞書検索装置の他の実施形態に係る辞書機能を備えたタッチパネル式Ｐ
ＤＡ１０Ｔの外観構成を示す正面図。
【図４】前記電子辞書装置１０の単語指定検索処理を示すフローチャート。
【図５】前記電子辞書装置１０の単語指定検索処理に伴うタッチパネル式表示部１７での
表示動作（その１）を示す図。
【図６】前記電子辞書装置１０の単語指定検索処理に伴うタッチパネル式表示部１７での
表示動作（その２）を示す図。
【図７】前記電子辞書装置１０の単語指定検索処理に伴うタッチパネル式表示部１７での
表示動作（その３）を示す図。
【図８】前記電子辞書装置１０の単語指定検索処理に伴うタッチパネル式表示部１７での
表示動作（その４）を示す図。
【図９】前記電子辞書装置１０の単語指定検索処理に伴うタッチパネル式表示部１７での
表示動作（その５）を示す図。
【発明を実施するための形態】
【００１４】
　以下図面により本発明の実施の形態について説明する。
【００１５】
　図１は、本発明の辞書検索装置の実施形態に係る電子辞書装置１０の外観構成を示す正
面図である。
【００１６】
　この辞書検索装置は、以下に説明する電子辞書専用の携帯機器（電子辞書装置１０）と
して構成されるか、辞書機能を備えたタッチパネル式ＰＤＡ(personal digital assistan
ts)１０Ｔ（図３参照）、ＰＣ(personal computer)、携帯電話、電子ブック、携帯ゲーム
機等として構成される。
【００１７】
　この電子辞書装置１０は、その本体ケース１１と蓋体ケース１２とがヒンジ部１３を介
して展開／閉塞可能な折り畳み型ケースを備えて構成される。この折り畳み型ケースを展
開した本体ケース１１の表面には、文字入力キー１４ａ、辞書指定キー１４ｂ、［訳／決
定］キー１４ｃ、［戻る／リスト］キー１４ｄ、カーソルキー１４ｅ、スピーカ１５など
を備えたキー入力部（キーボード）１４、および手書き入力部（サブ画面）１６が備えら
れる。
【００１８】
　この手書き入力部（サブ画面）１６は、ユーザがペンや指等でタッチした位置を検出す
る（マルチタッチも含む）タッチ位置検出装置と表示装置が一体となった構造であり、キ
ー入力部１４の中央手前側において例えば２５６×６４ドットのカラー液晶表示画面１６
ｄに透明タッチパネル１６ｔを重ねて構成される。この手書き入力部（サブ画面）１６の
入力領域は、必要に応じて、手書き文字を入力するための手書き文字（漢字）入力領域や
各種機能のアイコン入力領域、あるいは当該各入力領域が混在する領域に切り替えられる
。
【００１９】
　そして、前記手書き入力部（サブ画面）１６が手書き文字入力領域に切り替えられた状
態での手書き入力に伴う軌跡はその液晶表示画面１６ｄにエコーバックして表示される。
【００２０】
　また蓋体ケース１２の表面には、そのほぼ全面を対象に例えば４８０×３２０ドットの
バックライト付きのタッチパネル式カラー表示部（メイン画面）１７が設けられる。この
タッチパネル式カラー表示部（メイン画面）１７も、前記手書き入力部（サブ画面）１６
と同様に、ユーザがペンや指等でタッチした位置を検出する（マルチタッチも含む）タッ
チ位置検出装置と表示装置が一体となった構造であり、カラー液晶表示画面１７ｄに透明
タッチパネル１７ｔを重ねて構成される。
【００２１】
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　そして、この電子辞書装置１０は、例えば次のような辞書検索機能を有する。
【００２２】
　タッチパネル式表示部（メイン画面）１７において、任意の辞書情報やテキストデータ
を表示させたテキスト表示画面ＧＴにおいて、複数の独立した単語（例えば、“Take”ｗ
１，“Away”ｗ２）をそれぞれ二本の指でタッチｔ１，ｔ２して指定し、当該タッチ位置
（点）ｔ１，ｔ２を、矢印ｍ１，ｍ２で示すように、下方向へその間隔が接近する方向へ
移動させると、当該各単語“Take”ｗ１，“Away”ｗ２がその語順のまま隣接して含まれ
る例文を検索して表示させる機能（図１、図６参照）を有する。
【００２３】
　また、前記複数の独立した単語（例えば、“Take”ｗ１，“Away”ｗ２）をそれぞれ二
本の指でタッチｔ１，ｔ２して指定し、当該タッチ位置（点）ｔ１，ｔ２を、例えば図５
の矢印ｍ１，ｍ２で示すように、下方向へその間隔を略そのままで移動させると、当該各
単語“Take”ｗ１，“Away”ｗ２がその語順で且つその間に何らかの他の単語を挟んで離
れたまま含まれる例文を検索して表示させる機能を有する。
【００２４】
　さらに、前記複数の独立した単語（例えば、“Take”ｗ１，“Away”ｗ２）をそれぞれ
二本の指でタッチｔ１，ｔ２して指定し、当該タッチ位置（点）ｔ１，ｔ２を、例えば図
７の矢印ｍ１，ｍ２で示すように、下方向へ交差する方向へ移動させると、当該各単語“
Take”ｗ１，“Away”ｗ２が逆の語順で含まれる例文を検索して表示させる機能を有する
。
【００２５】
　さらに、前記複数の独立した単語（例えば、“Take”ｗ１，“Away”ｗ２）をそれぞれ
二本の指でタッチｔ１，ｔ２して指定し、当該タッチ位置（点）ｔ１，ｔ２を、例えば図
８の矢印ｍ１，ｍ２で示すように、上方向へその間隔を略そのままで移動させると、当該
各単語“Take”ｗ１，“Away”ｗ２がその語順のまま含まれる成句を検索して表示させる
機能を有する。
【００２６】
　さらに、複数の独立した単語（例えば、“Take”ｗ１，“It”ｗ２）をそれぞれ二本の
指でタッチｔ１，ｔ２して指定し、当該タッチ位置（点）ｔ１，ｔ２を、例えば図９の矢
印ｍ１，ｍ２で示すように、それぞれ上方向と下方向へ移動させると、当該上方向へ移動
させたタッチ点ｔ１に対応する単語“Take”ｗ１を見出し語とする説明情報の中からタッ
チ点ｔ２に対応する単語“It”ｗ２が含まれる例文又は成句を検索して表示させる機能を
有する。
【００２７】
　よって、タッチパネル式表示部１７に任意のテキストデータを表示させた状態で、ユー
ザによるマルチタッチ操作に応じて複数の独立した単語を指定し、容易に且つ素早く検索
方法を例文検索と成句検索とに切り替えて辞書検索することが可能である。
【００２８】
　図２は、前記電子辞書装置１０の電子回路の構成を示すブロック図である。
【００２９】
　この電子辞書装置１０は、各種の記録媒体に記録されたプログラム、又は、伝送された
プログラムを読み込んで、その読み込んだプログラムによって動作が制御されるコンピュ
ータによって構成され、その電子回路には、ＣＰＵ(central processing unit)２１が備
えられる。
【００３０】
　ＣＰＵ２１は、メモリ２２内に予め記憶された装置制御プログラム、あるいはＲＯＭカ
ードなどの外部記録媒体２３から記録媒体読取部２４を介して前記メモリ２２に読み込ま
れた装置制御プログラム、あるいはインターネットＮ上のＷｅｂサーバ（この場合はプロ
グラムサーバ）３０から通信部２５を介して前記メモリ２２に読み込まれた装置制御プロ
グラムに応じて、回路各部の動作を制御する。
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【００３１】
　前記メモリ２２に記憶された装置制御プログラムは、キー入力部１４、手書き入力部（
サブ画面）１６、タッチパネル式カラー表示部（メイン画面）１７からのユーザ操作に応
じた入力信号、あるいは通信部２５を介して接続されるインターネットＮ上の各Ｗｅｂサ
ーバ３０，３１，…との通信信号、あるいは記録媒体読取部２４を介して外部接続される
ＥＥＰＲＯＭ，ＲＡＭ，ＲＯＭなどのメモリ・カード（記録媒体）２３との接続通信信号
に応じて起動される。
【００３２】
　前記ＣＰＵ２１には、前記メモリ２２、記録媒体読取部２４、通信部２５、キー入力部
１４、スピーカ１５、手書き入力部（サブ画面）１６、タッチパネル式カラー表示部（メ
イン画面）１７などが接続される。
【００３３】
　メモリ２２に記憶される装置制御プログラムとしては、当該電子辞書装置１０の全体の
動作を司るシステムプログラムや、通信部２５を介してインターネットＮ上の各Ｗｅｂサ
ーバ３０，３１，…や図示しないユーザＰＣ(Personal Computer)などとデータ通信する
ための通信プログラムが記憶される。
【００３４】
　また、辞書情報や各種テキストデータの表示だけでなく、検索語（文字列）の入力に応
じて見出し語を検索する見出し語検索処理、検索された見出し語に対応した説明情報（語
義・例文・成句など）の読み出し表示処理、表示された各種テキストの中のユーザ任意の
１つ又は複数の単語をタッチして指定し当該指定の単語を含む例文または成句をそのタッ
チ位置（点）の移動方向に応じて切り替えて検索するための単語指定検索処理など、同メ
モリ２２内に記憶された辞書データベース２２ｂ、テキストデータベース２２ｃに基づく
処理全般を制御するための各種情報表示制御プログラム２２ａが記憶される。
【００３５】
　前記辞書データベース２２ｂには、［国語辞書］［英和辞書］［英英辞書］［和英辞書
］等の複数種類の辞書データが予めあるいはダウンロードされて記憶されるもので、各辞
書データには、例えば、５０音順やアルファベット順の見出し語に対応付けられて、当該
見出し語の多様な語義や当該見出し語を含む例文、成句などからなる説明情報が集録され
ている。なお、各辞書の見出し語には、複数の単語を組み合わせてなる成句見出し語も勿
論収録されている。
【００３６】
　前記テキストデータベース２２ｃには、様々なジャンルの文芸作品や報道記録、歴史演
説集などのテキストデータが予めあるいはダウンロードされて記憶される。
【００３７】
　また、前記メモリ２２のワークエリアには、タッチ（位置）点データメモリ２２ｄ、タ
ッチ（位置）点移動方向データメモリ２２ｅ、検索語データメモリ２２ｆが確保される。
【００３８】
　前記タッチ（位置）点データメモリ２２ｄには、前記手書き入力部（サブ画面）１６や
タッチパネル式表示部（メイン画面）１７の透明タッチパネル１６ｔ，１７ｔにより検出
されるタッチ点ｔ１，ｔ２，…のｘｙ座標がその所定のサンプリング周期でリアルタイム
に更新されて記憶される。
【００３９】
　前記タッチ（位置）点移動方向データメモリ２２ｅには、前記タッチ点データメモリ２
２ｄに記憶されたタッチ点ｔ１，ｔ２，…のｘｙ座標が移動する方向がその移動に伴いリ
アルタイムに更新されて記憶される。
【００４０】
　前記検索語データメモリ２２ｅには、ユーザによって選択された辞書の辞書検索画面に
おいて、その検索語入力エリアに入力された検索語（文字列）が記憶される。またこの検
索語データメモリ２２ｅには、前記入力された検索語に応じて検索された見出し語の説明
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情報の表示画面、あるいは任意のテキストデータの表示画面ＧＴにおいて、カーソル操作
やタッチ操作によって指定された１つ又は複数の単語が、複数の単語の場合はその語順と
共に記憶される。
【００４１】
　このように構成された電子辞書装置１０は、ＣＰＵ２１が前記情報表示制御プログラム
２２ａ（見出し語検索処理、説明情報表示処理、単語指定検索処理等を実行するためのプ
ログラムを含む）に記述された命令に従い回路各部の動作を制御し、ソフトウエアとハー
ドウエアとが協働して動作することにより、以下の動作説明で述べる機能を実現する。
【００４２】
　なお、この辞書検索装置の実施形態は、電子辞書装置１０により実現した場合について
説明しているが、例えば図３に示すように、辞書機能を備えたタッチパネル式ＰＤＡ１０
Ｔにても、前記情報表示制御プログラム２２ａの各処理に応じた入力および表示動作を、
タッチパネル式カラー表示部１７（１７ｄ，１７ｔ）に各種のウインドウとして表示させ
ることで実現可能であるのは勿論である。
【００４３】
　図３は、本発明の辞書検索装置の他の実施形態に係る辞書機能を備えたタッチパネル式
ＰＤＡ１０Ｔの外観構成を示す正面図である。
【００４４】
　この図３におけるタッチパネル式ＰＤＡ１０Ｔでは、前記単語指定検索処理に対応した
表示動作を示している。
【００４５】
　例えば、前記図１で示した電子辞書装置１０のタッチパネル式カラー表示部（メイン画
面）１７に表示させたテキスト表示画面ＧＴは、このタッチパネル式ＰＤＡ１０Ｔにおい
て、テキスト表示ウインドウＧＴｗとして表示される。
【００４６】
　次に、前記構成の電子辞書装置１０において１つ又は複数の単語を指定して例文検索又
は成句検索を実行する単語指定検索機能について説明する。
【００４７】
　図４は、前記電子辞書装置１０の単語指定検索処理を示すフローチャートである。
【００４８】
　図５は、前記電子辞書装置１０の単語指定検索処理に伴うタッチパネル式表示部１７で
の表示動作（その１）を示す図である。
【００４９】
　図６は、前記電子辞書装置１０の単語指定検索処理に伴うタッチパネル式表示部１７で
の表示動作（その２）を示す図である。
【００５０】
　図７は、前記電子辞書装置１０の単語指定検索処理に伴うタッチパネル式表示部１７で
の表示動作（その３）を示す図である。
【００５１】
　図８は、前記電子辞書装置１０の単語指定検索処理に伴うタッチパネル式表示部１７で
の表示動作（その４）を示す図である。
【００５２】
　図９は、前記電子辞書装置１０の単語指定検索処理に伴うタッチパネル式表示部１７で
の表示動作（その５）を示す図である。
【００５３】
　例えば、辞書指定キー１４ｂのユーザ操作に従いテキスト表示モードに設定されると、
テキストデータベース２２ｃに記憶されている各テキストデータのタイトルを一覧にした
テキスト選択画面（図示せず）が表示される。
【００５４】
　このテキスト選択画面において、ユーザ所望のタイトルがタッチ操作またはカーソル操
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作により選択されると、選択されたタイトルのテキストデータがテキストデータベース２
２ｃから読み出され、タッチパネル式表示部（メイン画面）１７にテキスト表示画面ＧＴ
として表示される。
【００５５】
　このテキスト表示画面ＧＴにおいて、ユーザ操作に応じたタッチ入力が検出されると（
ステップＳ１（Ｙｅｓ））、当該検出されてタッチ点データメモリ２２ｄに記憶されたタ
ッチ点は１点であって同タッチ点に対応した１つの単語が指定されたか否か判断される（
ステップＳ２）。
【００５６】
　ここで、検出されたタッチ点が１点であって同タッチ点に対応して１つの単語が指定さ
れ検索語データメモリ２２ｆに記憶されたと判断されると（ステップＳ２（Ｙｅｓ））、
この後、当該タッチ点に移動があるか否か判断される（ステップＳ３）。
【００５７】
　そして、タッチ点移動方向データメモリ２２ｅに記憶されるタッチ点の移動方向に基づ
き、前記１点のタッチ点が上方ではなく下方に移動されたと判断された場合は（ステップ
Ｓ４（Ｎｏ））、前記タッチ点に対応して検索語データメモリ２２ｆに記憶された１つの
単語を含む例文が、辞書データベース２２ｂ内の当該単語の文字種に応じた辞書データか
ら検索され（ステップＳ５）、その検索結果の例文検索画面Ｇａがタッチパネル式表示部
１７に表示される（ステップＳ７）。
【００５８】
　また、前記ステップＳ４において、タッチ点移動方向データメモリ２２ｅに記憶される
タッチ点の移動方向に基づき、前記１点のタッチ点が上方に移動されたと判断された場合
は（ステップＳ４（Ｙｅｓ））、前記タッチ点に対応して検索語データメモリ２２ｆに記
憶された１つの単語を含む成句が、辞書データベース２２ｂ内の当該単語の文字種に応じ
た辞書データから検索され（ステップＳ６）、その検索結果の成句検索画面Ｇｂがタッチ
パネル式表示部１７に表示される（ステップＳ７）。
【００５９】
　一方、図５（Ａ）に示すように、タッチパネル式表示部１７に表示されたテキスト表示
画面ＧＴにおいて、ユーザ操作に応じたタッチ入力Ｈが検出された際に（ステップＳ１（
Ｙｅｓ））、当該検出されたタッチ点が２点ｔ１，ｔ２であって、図５（Ｂ）に示すよう
に、同タッチ点ｔ１，ｔ２に対応して２つの単語“Take”ｗ１と“Away”ｗ２が指定され
検索語データメモリ２２ｆに記憶されたと判断されると（ステップＳ８（Ｙｅｓ））、こ
の後、当該各タッチ点に移動があるか否か判断される（ステップＳ９）。
【００６０】
　そして、タッチ点移動方向データメモリ２２ｅに記憶される各タッチ点ｔ１，ｔ２の移
動方向に基づき、前記２点のタッチ点ｔ１，ｔ２が移動されたと判断された場合（ステッ
プＳ９（Ｙｅｓ））、当該２点のタッチ点ｔ１，ｔ２の移動の軌跡が交差したか否か判断
される（ステップＳ１０）。
【００６１】
　ここで、前記２点のタッチ点ｔ１，ｔ２の移動の軌跡が交差（クロス）しないと判断さ
れた場合は（ステップＳ１０（Ｎｏ））、前記検索語データメモリ２２ｆに記憶された２
つの単語“Take”ｗ１と“Away”ｗ２はその語順を維持したまま検索語として設定される
（ステップＳ１１ａ）。
【００６２】
　また、前記２点のタッチ点ｔ１，ｔ２の移動の軌跡が交差（クロス）したと判断された
場合は（ステップＳ１０（Ｙｅｓ））、前記検索語データメモリ２２ｆに記憶された２つ
の単語“Take”ｗ１と“Away”ｗ２はその語順を逆にして検索語として設定される（ステ
ップＳ１１ｂ）。
【００６３】
　さらにまた、前記２点のタッチ点ｔ１，ｔ２の移動の軌跡が接近する方向に予め設定さ
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れた閾値以上の割合で変化しているか否か判断される（ステップＳ１２）。
【００６４】
　ここで、前記２点のタッチ点ｔ１，ｔ２の移動の軌跡が接近する方向に変化していない
と判断された場合は（ステップＳ１２（Ｎｏ））、前記検索語データメモリ２２ｆに記憶
された２つの単語“Take”ｗ１と“Away”ｗ２について、前記設定された語順指定で各単
語が隣接又は各単語間に他の単語が介在されて離れている単語の組み合わせが検索語に設
定される（ステップＳ１３ａ）。
【００６５】
　また、前記２点のタッチ点ｔ１，ｔ２の移動の軌跡が接近する方向に変化していると判
断された場合は（ステップＳ１２（Ｙｅｓ））、前記検索語データメモリ２２ｆに記憶さ
れた２つの単語“Take”ｗ１と“Away”ｗ２について、前記設定された語順指定で各単語
が隣接した組み合わせが検索語に設定される（ステップＳ１３ｂ）。
【００６６】
　すなわち、図５（Ｃ）の矢印ｍ１，ｍ２に示すように、２点のタッチ点ｔ１，ｔ２がそ
の間隔を略維持したまま下方に移動された場合は（ステップＳ９（Ｙｅｓ））、前記検索
語データメモリ２２ｆに記憶された２つの単語“Take”ｗ１と“Away”ｗ２の語順は維持
されたまま（ステップＳ１０（Ｎｏ）→Ｓ１１ａ）、同語順指定で各単語が隣接又は離れ
ている単語の組み合わせが検索語に設定され（ステップＳ１２（Ｎｏ）→Ｓ１３ａ）、下
方への移動であると判断される（ステップＳ１５（Ｙｅｓ））。
【００６７】
　すると、前記タッチ点に対応して検索語データメモリ２２ｆに記憶された２つの単語“
Take”ｗ１と“Away”ｗ２が、その語順のまま離れている単語の組み合わせを含む例文が
、辞書データベース２２ｂ内の当該各単語の文字種に応じた辞書データから検索され（ス
テップＳ１７）、図５（Ｄ）に示すように、その検索結果“[as] I’ll take it away as
 it is.”の例文検索画面Ｇａがタッチパネル式表示部１７に表示される（ステップＳ７
）。
【００６８】
　また、図６（Ａ）の矢印ｍ１，ｍ２に示すように、２点のタッチ点ｔ１，ｔ２が下方に
且つ接近する方向に移動された場合は（ステップＳ９（Ｙｅｓ））、前記検索語データメ
モリ２２ｆに記憶された２つの単語“Take”ｗ１と“Away”ｗ２の語順は維持されたまま
（ステップＳ１０（Ｎｏ）→Ｓ１１ａ）、同語順指定で各単語が隣接した組み合わせが検
索語に設定され（ステップＳ１２（Ｙｅｓ）→Ｓ１３ｂ）、下方への移動であると判断さ
れる（ステップＳ１５（Ｙｅｓ））。
【００６９】
　すると、前記タッチ点に対応して検索語データメモリ２２ｆに記憶された２つの単語“
Take”ｗ１と“Away”ｗ２が、その語順のまま隣接した組み合わせを含む例文が、辞書デ
ータベース２２ｂ内の当該各単語の文字種に応じた辞書データから検索され（ステップＳ
１７）、図６（Ｂ）に示すように、その検索結果“[right] They may take away the rig
ht to freedom of speech.”の例文検索画面Ｇａがタッチパネル式表示部１７に表示され
る（ステップＳ７）。
【００７０】
　また、図７（Ａ）の矢印ｍ１，ｍ２に示すように、２点のタッチ点ｔ１，ｔ２が下方に
且つ交差して移動された場合は（ステップＳ９（Ｙｅｓ））、前記検索語データメモリ２
２ｆに記憶された２つの単語“Take”ｗ１と“Away”ｗ２の語順は逆に設定され（ステッ
プＳ１０（Ｙｅｓ）→Ｓ１１ｂ）、同語順指定で各単語が隣接又は離れている単語の組み
合わせが検索語に設定され（ステップＳ１２（Ｎｏ）→Ｓ１３ａ）、下方への移動である
と判断される（ステップＳ１５（Ｙｅｓ））。
【００７１】
　すると、前記タッチ点に対応して検索語データメモリ２２ｆに記憶された２つの単語“
Take”ｗ１と“Away”ｗ２が、その語順を逆にして離れている単語の組み合わせを含む例
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文が、辞書データベース２２ｂ内の当該各単語の文字種に応じた辞書データから検索され
（ステップＳ１７）、図７（Ｂ）に示すように、その検索結果“[call] She was called 
away from the meeting to take an urgent phone call.”の例文検索画面Ｇａがタッチ
パネル式表示部１７に表示される（ステップＳ７）。
【００７２】
　さらに、図８（Ａ）の矢印ｍ１，ｍ２に示すように、２点のタッチ点ｔ１，ｔ２がその
間隔を略維持したまま上方に移動された場合は（ステップＳ９（Ｙｅｓ））、前記検索語
データメモリ２２ｆに記憶された２つの単語“Take”ｗ１と“Away”ｗ２の語順は維持さ
れたまま（ステップＳ１０（Ｎｏ）→Ｓ１１ａ）、同語順指定で各単語が隣接又は離れて
いる単語の組み合わせが検索語に設定され（ステップＳ１２（Ｎｏ）→Ｓ１３ａ）、上方
への移動であると判断される（ステップＳ１４（Ｙｅｓ））。
【００７３】
　すると、前記タッチ点に対応して検索語データメモリ２２ｆに記憶された２つの単語“
Take”ｗ１と“Away”ｗ２が、その語順のまま隣接した単語の組み合わせを含む成句が、
辞書データベース２２ｂ内の当該各単語の文字種に応じた辞書データから検索され（ステ
ップＳ１８）、図８（Ｂ）に示すように、その検索結果“[take] take away”の成句検索
画面Ｇｂがタッチパネル式表示部１７に表示される（ステップＳ７）。
【００７４】
　またさらに、図９（Ａ）の矢印ｍ１，ｍ２に示すように、２点のタッチ点ｔ１，ｔ２の
うち単語“Take”ｗ１を指定した１点目ｔ１が上方に、単語“It”ｗ２を指定した２点目
ｔ２が下方に移動された場合は（ステップＳ９（Ｙｅｓ））、前記検索語データメモリ２
２ｆに記憶された２つの単語“Take”ｗ１と“It”ｗ２の語順は維持されたまま（ステッ
プＳ１０（Ｎｏ）→Ｓ１１ａ）、同語順指定で各単語が隣接又は離れている単語の組み合
わせが検索語に設定され（ステップＳ１２（Ｎｏ）→Ｓ１３ａ）、上下方向への移動であ
ると判断される（ステップＳ１６（Ｙｅｓ））。
【００７５】
　すると、前記タッチ点に対応して検索語データメモリ２２ｆに記憶された２つの単語“
Take”ｗ１と“It”ｗ２のうち、上方に移動されたタッチ点ｔ１に対応する単語“Take”
を見出し語とした成句（又は例文）であって、その語順のまま各単語が隣接する組み合わ
せを含む成句（又は例文）が、辞書データベース２２ｂ内の当該各単語の文字種に応じた
辞書データから検索され（ステップＳ１９）、図９（Ｂ）に示すように、その検索結果“
[take] take it from me”の成句検索画面Ｇｂがタッチパネル式表示部１７に表示される
（ステップＳ７）。
【００７６】
　なお、前記図５～図９で示した表示動作の具体例には示していないが、２つのタッチ点
ｔ１，ｔ２が上方に移動される場合であって、そのタッチ点間ｔ１－ｔ２が接近する方向
に変化した場合には、２つの単語の語順は維持されたまま各単語が隣接して含まれる成句
が検索されて表示される（ステップＳ１０（Ｎｏ）→Ｓ１１ａ，Ｓ１２（Ｙｅｓ）→Ｓ１
３ｂ，Ｓ１４（Ｙｅｓ）→Ｓ１８，Ｓ７）。
【００７７】
　また、２つのタッチ点ｔ１，ｔ２が上方に移動される場合であって、そのタッチ点ｔ１
，ｔ２が交差する場合には、２つの単語の語順は逆に設定され、各単語が隣接又は離れて
含まれる成句が検索されて表示される（ステップＳ１０（Ｙｅｓ）→Ｓ１１ｂ，Ｓ１２（
Ｎｏ）→Ｓ１３ａ，Ｓ１４（Ｙｅｓ）→Ｓ１８，Ｓ７）。
【００７８】
　なお、ユーザ操作に応じてタッチパネル式表示部１７により検出されたタッチ点が３点
以上の複数点ｔ１，ｔ２，ｔ３，…である場合でも、前記同様に、当該各タッチ点ｔ１，
ｔ２，ｔ３，…により指定された各単語を含む例文検索処理と成句検索処理との切り替え
を、同各タッチ点ｔ１，ｔ２，ｔ３，…を下方に移動させるか又は上方に起動させるかに
応じて切り替えることができる。またその場合、各タッチ点ｔ１，ｔ２，ｔ３，…を接近
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させたり、交差させたりして移動させることで、前記同様に、各タッチ点ｔ１，ｔ２，ｔ
３，…に対応して指定された各単語の並びを隣接する組合せに限定したり、各単語の語順
を変更したりして検索語を設定できる。
【００７９】
　したがって、前記構成の電子辞書装置１０における単語指定検索機能によれば、タッチ
パネル式表示部１７に表示させたテキスト表示画面ＧＴにおいて、所望の複数の単語ｗ１
，ｗ２をタッチ操作して指定した後に、各タッチ点ｔ１，ｔ２を下方向に移動させたこと
が検出されると、指定された各単語ｗ１，ｗ２を含む例文が、当該各単語の文字種に応じ
た辞書データから検索されて表示され、また、各タッチ点ｔ１，ｔ２を上方向に移動させ
たことが検出されると、指定された各単語ｗ１，ｗ２を含む成句が、当該各単語の文字種
に応じた辞書データから検索されて表示される。
【００８０】
　このため、複数の独立した単語を容易に指定して、その検索方法を例文検索と成句検索
とで自在に且つ素早く切り替えて辞書検索することが可能になる。
【００８１】
　また、前記構成の電子辞書装置１０における単語指定検索機能によれば、前記各タッチ
点ｔ１，ｔ２の移動の検出に際して、当該各タッチ点ｔ１，ｔ２の間隔ｔ１－ｔ２が接近
する方向に変化して移動されたと判断されると、前記指定された各単語ｗ１，ｗ２が隣接
して含まれる例文または成句が検索されて表示される。
【００８２】
　また、前記各タッチ点ｔ１，ｔ２の移動の検出に際して、当該各タッチ点ｔ１，ｔ２の
移動の軌跡が交差したと判断されると、前記指定された各単語ｗ１，ｗ２の語順が逆に設
定された各単語ｗ２，ｗ１が含まれる例文または成句が検索されて表示される。
【００８３】
　このため、複数の独立した単語を容易に指定して、その検索方法を例文検索と成句検索
とで自在に且つ素早く切り替えて辞書検索することが可能になるばかりでなく、各タッチ
点ｔ１，ｔ２同士の移動に伴う距離や位置関係に応じて、前記指定された各単語ｗ１，ｗ
２間の関係を任意に設定して検索語とすることができる。
【００８４】
　さらに、前記各タッチ点ｔ１，ｔ２の移動の検出に際して、一方のタッチ点ｔ１（ｔ２
）が上方に移動され、他方のタッチ点ｔ２（ｔ１）が下方に移動されたことが検出される
と、上方に移動されたタッチ点ｔ１（ｔ２）に対応して指定された単語ｗ１（ｗ２）を見
出し語とする辞書データの説明情報から当該各単語ｗ１，ｗ２を含む例文または成句が検
索されて表示される。
【００８５】
　このため、複数の独立した単語を容易に指定して、その何れかの単語を見出し語とする
説明情報の中から、当該各単語を含む例文検索または成句検索を素早く実行できる。
【００８６】
　なお、前記実施形態において記載した電子辞書装置１０による各処理の手法およびデー
タベース、すなわち、図４のフローチャートに示す単語指定検索処理等の各手法、および
辞書データベース２２ｂは、何れもコンピュータに実行させることができるプログラムと
して、メモリ・カード（ＲＯＭカード、ＲＡＭカード等）、磁気ディスク（フロッピディ
スク、ハードディスク等）、光ディスク（ＣＤ－ＲＯＭ、ＤＶＤ等）、半導体メモリ等の
外部記録媒体２３に格納して配布することができる。そして、タッチパネル式表示部１７
を備えた電子機器のコンピュータは、この外部記録媒体２３に記憶されたプログラムをメ
モリ２２に読み込み、この読み込んだプログラムによって動作が制御されることにより、
前記実施形態において説明した１つ又は複数の単語を指定して例文検索又は成句検索を実
行する単語指定検索機能を実現し、前述した手法による同様の処理を実行することができ
る。
【００８７】
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　また、前記各手法を実現するためのプログラムのデータは、プログラムコードの形態と
してネットワークＮ上を伝送させることができ、このプログラムデータを、ネットワーク
Ｎに接続されたタッチパネル式表示部１７を備える電子機器のコンピュータに通信部２５
によって取り込むことで、前述した１つ又は複数の単語を指定して例文検索又は成句検索
を実行する単語指定検索機能を実現することもできる。
【００８８】
　また、前記実施形態では、本発明の辞書検索装置を、電子辞書専用の携帯機器（電子辞
書装置１０）、辞書機能を備えたタッチパネル式ＰＤＡ１０Ｔ、ＰＣ、携帯電話、電子ブ
ック、携帯ゲーム機等の電子機器単体にて実現する場合として説明した。
【００８９】
　これに対し、ネットワークＮ上のＷｅｂサーバ（辞書サーバ）３１に、前述した辞書デ
ータベース２２ｂと情報表示制御プログラム２２ａに基づく単語指定検索機能を持たせ、
当該Ｗｅｂサーバ（辞書サーバ）３１にタッチパネル式表示部１７を備えた端末装置から
アクセスし、テキスト表示画面ＧＴ上でのユーザ操作に応じたタッチ点ｔ１，ｔ２，…の
検出情報とこれに伴い指定された単語情報を送信することで、前記同様にタッチ点ｔ１，
ｔ２，…の移動状態に応じて辞書検索された例文検索結果または成句検索結果を受信して
表示させる構成としてもよい。
【００９０】
　また、これに限らず、前記Ｗｅｂサーバ（辞書サーバ）３１にタッチパネル式表示部１
７を備えた端末装置からアクセスし、テキスト表示画面ＧＴ上でのユーザ操作に応じたタ
ッチ点ｔ１，ｔ２，…の検出情報とこれに伴い指定された単語情報と当該タッチ点ｔ１，
ｔ２，…の移動状態に応じた例文または成句検索の検索依頼情報を送信することで、前記
同様にタッチ点ｔ１，ｔ２，…の移動状態に応じて辞書検索された例文検索結果または成
句検索結果を受信して表示させる構成としてもよい。
【００９１】
　本願発明は、前記各実施形態に限定されるものではなく、実施段階ではその要旨を逸脱
しない範囲で種々に変形することが可能である。さらに、前記各実施形態には種々の段階
の発明が含まれており、開示される複数の構成要件における適宜な組合せにより種々の発
明が抽出され得る。例えば、各実施形態に示される全構成要件から幾つかの構成要件が削
除されたり、幾つかの構成要件が異なる形態にして組み合わされても、発明が解決しよう
とする課題の欄で述べた課題が解決でき、発明の効果の欄で述べられている効果が得られ
る場合には、この構成要件が削除されたり組み合わされた構成が発明として抽出され得る
ものである。
【００９２】
　以下に、本願出願の当初の特許請求の範囲に記載された発明を付記する。
【００９３】
　　［１］
　表示部と、
　複数の単語を含む例文または成句の辞書データを記憶している辞書記憶手段と、
　前記表示部に複数の単語を含む文を表示させる文表示制御手段と、
　この文表示制御手段により前記表示部に複数の単語を含む文が表示された状態で、当該
表示部に対するユーザ操作に応じた複数の指定位置を検出する指定位置検出手段と、
　この指定位置検出手段により前記表示部に対する複数の指定位置が検出された後に、当
該複数の指定位置の移動状態を判断する移動状態判断手段と、
　この移動状態判断手段により判断された前記複数の指定位置の移動状態に応じて、当該
複数の指定位置に対応して指定された前記文中の複数の単語を含む例文または成句を前記
辞書データから検索する辞書検索手段と、
を備えたことを特徴とする辞書検索装置。
【００９４】
　　［２］
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　前記移動状態判断手段は、前記複数の指定位置の移動に伴い当該各指定位置が接近した
ことを判断する接近判断手段を有し、
　前記辞書検索手段は、前記接近判断手段により前記複数の指定位置が接近したと判断さ
れた場合に、当該複数の指定位置に対応して指定された前記文中の複数の単語を隣接して
含む例文または成句を検索する、
ことを特徴とする［１］に記載の辞書検索装置。
【００９５】
　　［３］
　前記移動状態判断手段は、前記複数の指定位置の移動に伴い当該各指定位置が交差した
ことを判断する交差判断手段を有し、
　前記辞書検索手段は、前記交差判断手段により前記複数の指定位置が交差したと判断さ
れた場合に、当該複数の指定位置に対応して指定された前記文中の複数の単語をその語順
を逆にして含む例文または成句を検索する、
ことを特徴とする［１］または［２］に記載の辞書検索装置。
【００９６】
　　［４］
　前記辞書検索手段は、前記移動状態判断手段により判断された前記複数の指定位置の移
動状態が、第１の方向への同時移動である場合は、当該複数の指定位置に対応して指定さ
れた前記文中の複数の単語を含む例文を検索し、第２の方向への同時移動である場合は、
同複数の単語を含む成句を検索する、
ことを特徴とする［１］ないし［３］の何れかに記載の辞書検索装置。
【００９７】
　　［５］
　前記辞書記憶手段は、見出し語とこの見出し語を含む複数の単語からなる例文または成
句とを対応付けた辞書データを記憶し、
　前記移動状態判断手段は、前記複数の指定位置の移動に伴い当該各指定位置がそれぞれ
第１の方向と第２の方向とに同時移動したことを判断する逆移動判断手段を有し、
　前記辞書検索手段は、前記逆移動判断手段により前記複数の指定位置がそれぞれ第１の
方向と第２の方向とに同時移動したと判断された場合に、同第１の方向に移動したと判断
された指定位置に対応して指定された前記文中の第１の単語を見出し語として、同第２の
方向に移動したと判断された指定位置に対応して指定された前記文中の第２の単語を含む
例文または成句を前記辞書データから検索する、
ことを特徴とする［１］ないし［４］の何れかに記載の辞書検索装置。
【００９８】
　　［６］
　前記表示部は、タッチパネル付きの表示部であって、
　前記指定位置検出手段は、前記表示部に対するユーザ操作に応じた複数の指定位置を前
記タッチパネルにより検出する、
ことを特徴とする［１］ないし［５］の何れかに記載の辞書検索装置。
【００９９】
　　［７］
　表示部と、複数の単語を含む例文または成句の辞書データを記憶しているメモリと、を
備えた電子機器のコンピュータを制御するための辞書検索方法であって、
　前記表示部に複数の単語を含む文を表示させ、
　前記表示部に複数の単語を含む文が表示された状態で、当該表示部に対するユーザ操作
に応じた複数の指定位置を検出し、
　前記表示部に対する複数の指定位置が検出された後に、当該複数の指定位置の移動状態
を判断し、
　この判断された前記複数の指定位置の移動状態に応じて、当該複数の指定位置に対応し
て指定された前記文中の複数の単語を含む例文または成句を前記辞書データから検索する
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こと、
からなる辞書検索方法。
【０１００】
　　［８］
　表示部と、複数の単語を含む例文または成句の辞書データを記憶しているメモリと、を
備えた電子機器のコンピュータを制御するための辞書検索プログラムであって、
　前記コンピュータを、
　前記表示部に複数の単語を含む文を表示させる文表示制御手段、
　この文表示制御手段により前記表示部に複数の単語を含む文が表示された状態で、当該
表示部に対するユーザ操作に応じた複数の指定位置を検出する指定位置検出手段、
　この指定位置検出手段により前記表示部に対する複数の指定位置が検出された後に、当
該複数の指定位置の移動状態を判断する移動状態判断手段、
　この移動状態判断手段により判断された前記複数の指定位置の移動状態に応じて、当該
複数の指定位置に対応して指定された前記文中の複数の単語を含む例文または成句を前記
辞書データから検索する辞書検索手段、
として機能させるための辞書検索プログラム。
【０１０１】
　　［９］
　ネットワークを介した通信機能を有するサーバ装置と端末装置からなる辞書検索システ
ムであって、
　前記サーバ装置は、
　複数の単語を含む例文または成句の辞書データを記憶している辞書記憶手段と、
　前記端末装置の指定情報送信手段により送信された複数の指定位置の情報と当該複数の
指定位置に対応して指定された複数の単語の情報とを受信する指定情報受信手段と、
　この指定情報受信手段により前記複数の指定位置の情報と当該複数の指定位置に対応し
て指定された複数の単語の情報とが受信された後に、同複数の指定位置の移動状態を判断
する移動状態判断手段と、
　この移動状態判断手段により判断された前記複数の指定位置の移動状態に応じて、前記
指定情報受信手段により受信された複数の単語を含む例文または成句を前記辞書データか
ら検索する辞書検索手段と、
　この辞書検索手段により検索された例文または成句を前記端末装置へ送信する検索結果
送信手段とを備え、
　前記端末装置は、
　表示部と、
　この表示部に複数の単語を含む文を表示させる文表示制御手段と、
　この文表示制御手段により前記表示部に複数の単語を含む文が表示された状態で、当該
表示部に対するユーザ操作に応じた複数の指定位置を検出する指定位置検出手段と、
　この指定位置検出手段により検出された複数の指定位置の情報と当該複数の指定位置に
対応して指定された前記文中の複数の単語の情報とを前記サーバ装置へ送信する指定情報
送信手段と、
　この指定情報送信手段による前記複数の指定位置の情報と当該複数の指定位置に対応し
た複数の単語の情報との送信に応答して、前記サーバ装置の検索結果送信手段により送信
された例文または成句を受信する検索結果受信手段と、
　この検索結果受信手段により受信された例文または成句を前記表示部に表示させる検索
結果表示制御手段とを備えた、
ことを特徴とする辞書検索システム。
【０１０２】
　　［１０］
　［９］に記載の辞書検索システムのサーバ装置。
【０１０３】
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　　［１１］
　［９］に記載の辞書検索システムの端末装置。
【０１０４】
　　［１２］
　複数の単語を含む例文または成句の辞書データを記憶している辞書記憶手段を備えたサ
ーバ装置と、ネットワークを介して通信する端末装置であって、
　表示部と、
　前記表示部に複数の単語を含む文を表示させる文表示制御手段と、
　この文表示制御手段により前記表示部に複数の単語を含む文が表示された状態で、当該
表示部に対するユーザ操作に応じた複数の指定位置を検出する指定位置検出手段と、
　この指定位置検出手段により前記表示部に対する複数の指定位置が検出された後に、当
該複数の指定位置の移動状態を判断する移動状態判断手段と、
　この移動状態判断手段により判断された前記複数の指定位置の移動状態に応じた検索方
法での、当該複数の指定位置に対応して指定された前記文中の複数の単語を含む例文また
は成句の前記辞書データでの検索依頼を前記サーバ装置に依頼する辞書検索依頼手段と、
　前記サーバ装置から前記検索依頼について検索された検索結果を受信して表示させる結
果受信表示手段と、
を備えたことを特徴とする端末装置。
【０１０５】
　　［１３］
　複数の単語を含む例文または成句の辞書データを記憶している辞書記憶手段を備えたサ
ーバ装置とネットワークを介して通信し、表示部を備えた端末装置のコンピュータを制御
するための辞書検索プログラムであって、
　前記コンピュータを、
　前記表示部に複数の単語を含む文を表示させる文表示制御手段、
　この文表示制御手段により前記表示部に複数の単語を含む文が表示された状態で、当該
表示部に対するユーザ操作に応じた複数の指定位置を検出する指定位置検出手段、
　この指定位置検出手段により前記表示部に対する複数の指定位置が検出された後に、当
該複数の指定位置の移動状態を判断する移動状態判断手段、
　この移動状態判断手段により判断された前記複数の指定位置の移動状態に応じた検索方
法での、当該複数の指定位置に対応して指定された前記文中の複数の単語を含む例文また
は成句の前記辞書データでの検索依頼を前記サーバ装置に依頼する辞書検索依頼手段、
　前記サーバ装置から前記検索依頼について検索された検索結果を受信して、前記表示部
に表示させる結果受信表示手段、
として機能させるための辞書検索プログラム。
【符号の説明】
【０１０６】
　１０　…電子辞書装置
　１０Ｔ…タッチパネル式ＰＤＡ
　１１　…本体ケース
　１２　…蓋体ケース
　１３　…ヒンジ部
　１４　…キー入力部（キーボード）
　１４ａ…文字入力キー
　１４ｂ…辞書指定キー
　１４ｃ…［訳／決定］キー
　１４ｄ…［戻る／リスト］キー
　１４ｅ…カーソルキー
　１５　…スピーカ
　１６　…手書き入力部（サブ画面）
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　１６ｄ…液晶表示画面
　１６ｔ…透明タッチパネル
　１７　…タッチパネル式カラー表示部（メイン画面）
　１７ｄ…カラー液晶表示画面
　１７ｔ…透明タッチパネル
　２１　…ＣＰＵ
　２２　…メモリ
　２２ａ…情報表示制御プログラム
　２２ｂ…辞書データベース
　２２ｃ…テキストデータベース
　２２ｄ…タッチ点データメモリ
　２２ｅ…タッチ点移動方向データメモリ
　２２ｆ…検索語データメモリ
　２３　…外部記録媒体
　２４　…記録媒体読取部
　２５　…通信部
　３０　…Ｗｅｂサーバ（プログラム）
　３１　…Ｗｅｂサーバ（辞書）
　ＧＴ　…テキスト表示画面
　ＧＴｗ…テキスト表示ウインドウ
　Ｈ　　…タッチ入力
　ｔｎ　…タッチ点（位置）
　ｗｎ　…指定された単語
　Ｇａ　…例文検索画面
　Ｇｂ　…成句検索画面
【図１】 【図２】
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