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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　文字列を記憶する文字列記憶手段と、
　文字の入力を受け付ける文字入力受付手段と、
　文字に対応付けられた変換文字を記憶する辞書格納手段と、
　前記辞書格納手段により記憶されている変換文字の中から、前記文字入力受付手段によ
り受け付けられた文字に対応する変換文字候補を検索するとともに、前記文字列記憶手段
により記憶されている文字列の中から、前記変換文字候補を含む文字列候補を検索する候
補検索手段と、
　前記候補検索手段により検索された変換文字候補及び文字列候補を同一画面内に表示す
る候補表示手段と、
　前記候補表示手段により表示されている変換文字候補及び文字列候補の中から、変換文
字候補又は文字列候補の選択を受け付ける候補選択手段と
　を備え、
　前記候補検索手段は、前記候補選択手段により文字列候補の選択が受け付けられた場合
、当該文字列候補を検索結果として出力することを特徴とする文字入力装置。
【請求項２】
　文字の入力方式の選択を受け付ける入力方式選択受付手段を備え、
　文字入力受付手段は、前記入力方式選択受付手段により選択が受け付けられた入力方式
で文字の入力を受け付けることを特徴とする請求項１記載の文字入力装置。
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【請求項３】
　候補検索手段は、候補選択手段により変換文字候補の選択が受け付けられた場合、検索
済みの文字列候補の中から、前記変換文字候補を含む文字列候補の絞り込みを行って、そ
の文字列候補を前記候補表示手段に出力することを特徴とする請求項１または請求項２記
載の文字入力装置。
【請求項４】
　音声の入力を受け付けて、前記音声を文字に変換し、前記文字を文字入力受付手段に出
力する音声入力手段を備えたことを特徴とする請求項１から請求項３のうちのいずれか１
項記載の文字入力装置。
【請求項５】
　候補検索手段は、外部のサーバにアクセスする通信機能を有しており、前記サーバによ
り記憶されている文字列の中から、変換文字候補を含む文字列候補を検索することを特徴
とする請求項１から請求項４のうちのいずれか１項記載の文字入力装置。
【請求項６】
　候補検索手段は、道路を検索する場合、文字列記憶手段により記憶されている文字列の
うち、道路の名称を示す文字列の中から、変換文字候補を含む文字列候補を検索すること
を特徴とする請求項１から請求項５のうちのいずれか１項記載の文字入力装置。
【請求項７】
　候補検索手段は、候補選択手段により或る道路の名称を示す文字列候補の選択が受け付
けられた場合、地図データを参照して、前記道路に交差している道路の名称を示す１以上
の文字列候補を検索し、
　候補表示手段は、或る道路の名称を示す文字列候補を表示している画面内に、前記候補
検索手段により検索された１以上の文字列候補を表示することを特徴とする請求項６記載
の文字入力装置。
【請求項８】
　候補検索手段は、現在位置を検出する機能を備えており、或る道路に交差している道路
の名称を示す文字列候補が複数存在している場合、現在位置から近い順に複数の文字列候
補を整列し、
　候補表示手段は、現在位置から近い位置に存在している文字列候補から順番に表示する
ことを特徴とする請求項７記載の文字入力装置。
【請求項９】
　入力方式選択受付手段は、文字入力の入力方式として、手書き文字の入力を受け付ける
手書き文字入力方式、変換文字候補である単漢字の読みを表わすピンインの入力を受け付
けるフルピンイン入力方式、変換文字候補である単漢字の読みを表わすピンインにおける
子音の入力を受け付けるとともに、その子音に続く母音の入力を受け付けるダブルピンイ
ン入力方式、または、変換文字候補である単漢字の読みを表わすピンインの頭文字の入力
を受け付ける簡単ピンイン入力方式の選択を受け付けることを特徴とする請求項１から請
求項８のうちのいずれか１項記載の文字入力装置。
【請求項１０】
　入力方式選択受付手段は、入力方式の選択を一旦受け付けた後でも、候補選択手段によ
り文字列候補の選択が受け付けられる前であれば、入力方式の再選択を受け付けることを
特徴とする請求項１から請求項９のうちのいずれか１項記載の文字入力装置。
【請求項１１】
　入力方式選択受付手段により選択が受け付けられた入力方式が、手書き文字の入力を受
け付ける手書き文字入力方式である場合、
　文字入力受付手段は、文字の一画毎に入力を受け付け、
　候補検索手段は、前記文字入力受付手段により一画の入力が受け付けられる毎に、入力
される文字を予測して、その予測文字に対応する１以上の変換文字候補を検索することを
特徴とする請求項１から請求項１０のうちのいずれか１項記載の文字入力装置。
【請求項１２】
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　候補検索手段は、入力方式選択受付手段により選択が受け付けられた入力方式が、変換
文字候補である単漢字の読みを表わすピンインの入力を受け付けるフルピンイン入力方式
である場合、文字入力受付手段によりピンインの入力が受け付けられる毎に、そのピンイ
ンに続く可能性がある母音又は子音を有する１以上の変換文字候補を検索することを特徴
とする請求項１から請求項１０のうちのいずれか１項記載の文字入力装置。
【請求項１３】
　候補検索手段は、入力方式選択受付手段により選択が受け付けられた入力方式が、変換
文字候補である単漢字の読みを表わすピンインにおける子音の入力を受け付けるとともに
、その子音に続く母音の入力を受け付けるダブルピンイン入力方式である場合、文字入力
受付手段によりピンインにおける子音の入力が受け付けられると、その子音を有する１以
上の変換文字候補を検索し、
　候補表示手段は、前記候補検索手段により検索された１以上の変換文字候補における前
記子音に続く母音を表示することを特徴とする請求項１から請求項１０のうちのいずれか
１項記載の文字入力装置。
【請求項１４】
　候補検索手段は、入力方式選択受付手段により選択が受け付けられた入力方式が、変換
文字候補である単漢字の読みを表わすピンインの頭文字の入力を受け付ける簡単ピンイン
入力方式である場合、文字入力受付手段によりピンインの頭文字の入力が受け付けられる
と、その頭文字を有する１以上の変換文字候補を検索することを特徴とする請求項１から
請求項１０のうちのいずれか１項記載の文字入力装置。
【請求項１５】
　候補表示手段は、候補検索手段により変換文字候補として、単漢字候補と単語候補が検
索された場合、前記単漢字候補、前記単語候補及び文字列候補を同一画面内に表示するこ
とを特徴とする請求項１から請求項１４のうちのいずれか１項記載の文字入力装置。
【請求項１６】
　候補表示手段は、文字列候補の全文字が画面内に収まらない状況下で、スクロールバー
に触れる操作が行われた場合、前記文字列候補を表示する枠を拡大して、文字列候補の全
文字を表示することを特徴とする請求項１から請求項１５のうちのいずれか１項記載の文
字入力装置。
【請求項１７】
　文字入力受付手段が、文字の入力を受け付ける文字入力受付ステップと、
　候補検索手段が、辞書格納手段により記憶されている変換文字の中から、前記文字入力
受付ステップで受け付けられた文字に対応する変換文字候補を検索するとともに、文字列
記憶手段により記憶されている文字列の中から、前記変換文字候補を含む文字列候補を検
索する候補検索ステップと、
　候補表示手段が、前記候補検索ステップで検索された変換文字候補及び文字列候補を同
一画面内に表示する候補表示ステップと、
　候補選択手段が、前記候補表示ステップで表示されている変換文字候補及び文字列候補
の中から、変換文字候補又は文字列候補の選択を受け付ける候補選択ステップと、
　前記候補検索手段が、前記候補選択ステップで文字列候補の選択が受け付けられた場合
、当該文字列候補を検索結果として出力する出力ステップと
　を備えた文字入力方法。
【請求項１８】
　文字入力受付手段が、文字の入力を受け付ける文字入力受付手順と、
　候補検索手段が、辞書格納手段により記憶されている変換文字の中から、前記文字入力
受付手順により受け付けられた文字に対応する変換文字候補を検索するとともに、文字列
記憶手段により記憶されている文字列の中から、前記変換文字候補を含む文字列候補を検
索する候補検索手順と、
　候補表示手段が、前記候補検索手順により検索された変換文字候補及び文字列候補を同
一画面内に表示する候補表示手順と、
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　候補選択手段が、前記候補表示手順により表示されている変換文字候補及び文字列候補
の中から、変換文字候補又は文字列候補の選択を受け付ける候補選択手順と、
　前記候補検索手段が、前記候補選択手順により文字列候補の選択が受け付けられた場合
、当該文字列候補を検索結果として出力する出力手順と
　をコンピュータに実行させるための文字入力プログラム。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　この発明は、例えば、中国語などの文字を入力して施設名称などを検索する文字入力装
置、文字入力方法及び文字入力プログラムに関するものである。
【背景技術】
【０００２】
　文字を入力して施設名称などを検索する文字入力装置では、一般的に、検索対象である
施設名称を構成する文字を１文字ずつ入力し、文字入力の完了後に、「検索ボタン」など
を押下することで、施設名称を検索するようにしている。
　したがって、「検索ボタン」などを押下しなければ、施設名称の検索結果を確認するこ
とができない（文字入力の途中では、施設名称の検索結果を確認することができない）。
　このため、施設名称を構成する全ての文字を入力しなくても、その施設名称を検索する
ことが可能な程度に文字の入力が完了していても、そのことを理解することができず、さ
らに多くの文字が入力されることがある。
【０００３】
　以下の特許文献１に開示されている文字入力装置では、中国語の文字入力を容易にする
ために、単漢字の読みを表わすピンインの頭文字（アルファベット）の入力を受け付ける
簡単ピンイン入力方式を採用し、検索結果に関連する部分をハイライト表示するようにし
ている。
　ただし、この文字入力装置でも、検索対象である施設名称を構成する文字を1文字ずつ
入力し、文字入力の完了後に、「検索ボタン」などを押下することで、施設名称を検索す
るものであり、文字入力の途中では、施設名称の検索結果を確認することができない。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００４】
【特許文献１】特開２００９－１４０２８７号公報（段落番号［００４４］、図３）
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
　従来の文字入力装置は以上のように構成されているので、文字入力の途中では、施設名
称の検索結果を確認することができない。このため、施設名称を構成する全ての文字を入
力しなくても、その施設名称を検索することが可能な程度に文字の入力が完了していても
、そのことを理解することができず、さらに多くの文字が入力されることがある。よって
、効率的に施設名称を検索することが困難であるなどの課題があった。
【０００６】
　この発明は上記のような課題を解決するためになされたもので、文字の入力回数を減ら
して、効率的に施設名称などを示す文字列を検索することができる文字入力装置、文字入
力方法及び文字入力プログラムを得ることを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【０００７】
　この発明に係る文字入力装置は、文字列を記憶する文字列記憶手段と、文字の入力を受
け付ける文字入力受付手段と、文字に対応付けられた変換文字を記憶する辞書格納手段と
、辞書格納手段により記憶されている変換文字の中から、文字入力受付手段により受け付
けられた文字に対応する変換文字候補を検索するとともに、文字列記憶手段により記憶さ
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れている文字列の中から、前記変換文字候補を含む文字列候補を検索する候補検索手段と
、候補検索手段により検索された変換文字候補及び文字列候補を同一画面内に表示する候
補表示手段とを備え、候補選択手段が、候補表示手段により表示されている変換文字候補
及び文字列候補の中から、変換文字候補又は文字列候補の選択を受け付け、候補検索手段
が、候補選択手段により文字列候補の選択が受け付けられた場合、当該文字列候補を検索
結果として出力するようにしたものである。
【発明の効果】
【０００８】
　この発明によれば、辞書格納手段により記憶されている変換文字の中から、文字入力受
付手段により受け付けられた文字に対応する変換文字候補を検索するとともに、文字列記
憶手段により記憶されている文字列の中から、前記変換文字候補を含む文字列候補を検索
する候補検索手段と、候補検索手段により検索された変換文字候補及び文字列候補を同一
画面内に表示する候補表示手段とを備え、候補選択手段が、候補表示手段により表示され
ている変換文字候補及び文字列候補の中から、変換文字候補又は文字列候補の選択を受け
付けるように構成したので、文字の入力回数を減らして、効率的に文字列を検索すること
ができる効果がある。
【図面の簡単な説明】
【０００９】
【図１】この発明の実施の形態１による文字入力装置を示す構成図である。
【図２】この発明の実施の形態１による文字入力装置の処理内容（文字入力方法）を示す
フローチャートである。
【図３】フルピンイン入力方式が選択されている場合の検索画面例を示す説明図である。
【図４】ダブルピンイン入力方式が選択されている場合の検索画面例を示す説明図である
。
【図５】簡単ピンイン入力方式が選択されている場合の検索画面例を示す説明図である。
【図６】手書き文字入力方式が選択されている場合の検索画面例を示す説明図である。
【図７】この発明の実施の形態２による文字入力装置を示す構成図である。
【図８】この発明の実施の形態３による文字入力装置を示す構成図である。
【図９】この発明の実施の形態４による文字入力装置を示す構成図である。
【図１０】２つの道路の交差点を検索する際に、各道路の名称を示す文字列候補を検索す
る道々検索画面の一例を示す説明図である。
【図１１】この発明の実施の形態５による文字入力装置の検索画面例を示す説明図である
。
【図１２】この発明の実施の形態５による文字入力装置の検索画面例を示す説明図である
。
【発明を実施するための形態】
【００１０】
実施の形態１．
　図１はこの発明の実施の形態１による文字入力装置を示す構成図である。
　図１の文字入力装置は、例えば、車両に搭載されているナビゲーション装置の入力イン
タフェースとして利用される。
　図１において、辞書格納部１は例えばＲＯＭやハードディスクなどの記録装置から構成
されており、例えば、中国語の単漢字辞書を格納している。なお、辞書格納部１は辞書格
納手段を構成している。
　文字列記憶部２は例えばＲＯＭやハードディスクなどの記録装置から構成されており、
例えば、道路、建物や公園などの施設名称を示す文字列を記憶している。なお、文字列記
憶部２は文字列記憶手段を構成している。
【００１１】
　入力方式選択受付部３は例えばタッチパネル、キーボード、マウスやコントロールダイ
ヤルなどのユーザインタフェースと、ＣＰＵなどを実装している半導体集積回路などから
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構成されており、文字入力の入力方式の選択を受け付ける処理を実施する。なお、入力方
式選択受付部３は入力方式選択受付手段を構成している。
　文字入力の入力方式としては、例えば、以下に示す４種類の入力方式が用意されており
、入力方式選択受付部３が、４種類の入力方式の中から、所望の入力方式の選択を受け付
ける処理を実施する。ただし、以下の入力方式は、あくまでも一例であり、他の入力方式
の選択を受け付けるようにしてもよい。
（１）手書き文字の入力を受け付ける手書き文字入力方式
（２）変換文字候補である単漢字の読みを表わすピンインの入力を受け付けるフルピンイ
　　ン入力方式
（３）変換文字候補である単漢字の読みを表わすピンインにおける子音の入力を受け付け
　　るとともに、その子音に続く母音の入力を受け付けるダブルピンイン入力方式
（４）変換文字候補である単漢字の読みを表わすピンインの頭文字（アルファベット）の
　　入力を受け付ける簡単ピンイン入力方式
【００１２】
　文字入力受付部４は例えばタッチパネル、キーボード、マウスやコントロールダイヤル
などのユーザインタフェースと、ＣＰＵなどを実装している半導体集積回路などから構成
されており、入力方式選択受付部３により選択が受け付けられた入力方式で、文字の入力
を受け付ける処理を実施する。なお、文字入力受付部４は文字入力受付手段を構成してい
る。
【００１３】
　候補検索部５は例えばＣＰＵなどを実装している半導体集積回路、あるいは、ワンチッ
プマイコンなどから構成されており、文字入力受付部４により文字の入力が受け付けられ
る毎に、辞書格納部１に格納されている単漢字辞書を参照して、当該文字に対応する１以
上の単漢字候補（変換文字候補）を検索するとともに、文字列記憶部２により記憶されて
いる文字列の中から、その単漢字候補を含む１以上の文字列候補を検索する処理を実施す
る。
　また、候補検索部５は後述する候補選択受付部７により単漢字候補の選択が受け付けら
れた場合、検索済みの文字列候補の中から、その単漢字候補を含む文字列候補の絞り込み
を行って、その文字列候補を候補表示部６に出力し、候補選択受付部７により文字列候補
の選択が受け付けられた場合、その文字列候補が示す施設名称を検索結果として例えばナ
ビゲーション装置に出力する処理を実施する。
　この実施の形態１では、候補検索部５が変換文字候補として、入力された文字に対応す
る単漢字候補を検索する例を説明するが、その変換文字候補が漢字に限るものではなく、
アルファベットや数字などの文字でもよい。
　なお、候補検索部５は候補検索手段を構成している。
【００１４】
　候補表示部６は例えばＧＰＵ（Ｇｒａｐｈｉｃｓ　Ｐｒｏｃｅｓｓｉｎｇ　Ｕｎｉｔ）
やＬＣＤ（Ｌｉｑｕｉｄ　Ｃｒｙｓｔａｌ　Ｄｉｓｐｌａｙ）などから構成されており、
候補検索部５により検索された１以上の単漢字候補及び文字列候補を同一画面内に表示す
る処理を実施する。なお、候補表示部６は候補表示手段を構成している。
　候補選択受付部７は例えばタッチパネル、キーボード、マウスやコントロールダイヤル
などのユーザインタフェースと、ＣＰＵなどを実装している半導体集積回路などから構成
されており、候補表示部６により表示されている１以上の単漢字候補及び文字列候補の中
から、単漢字候補又は文字列候補の選択を受け付ける処理を実施する。
　履歴ＤＢ８は候補選択受付部７により選択が受け付けられた単漢字候補を記憶するＲＡ
Ｍやハードディスクなどの記録装置である。
　なお、候補選択受付部７及び履歴ＤＢ８から候補選択手段が構成されている。
【００１５】
　図１の例では、文字入力装置の構成要素である辞書格納部１、文字列記憶部２、入力方
式選択受付部３、文字入力受付部４、候補検索部５、候補表示部６、候補選択受付部７及
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び履歴ＤＢ８のそれぞれが専用のハードウェアで構成されているものを想定しているが、
文字入力装置がコンピュータで構成されていてもよい。
　文字入力装置がコンピュータで構成されている場合、辞書格納部１、文字列記憶部２及
び履歴ＤＢ８をコンピュータのメモリで構成するとともに、入力方式選択受付部３、文字
入力受付部４、候補検索部５、候補表示部６及び候補選択受付部７の処理内容を記述して
いる文字入力プログラムをコンピュータのメモリに格納し、当該コンピュータのＣＰＵが
当該メモリに格納されている文字入力プログラムを実行するようにすればよい。
　図２はこの発明の実施の形態１による文字入力装置の処理内容（文字入力方法）を示す
フローチャートである。
【００１６】
　次に動作について説明する。
　ここでは、施設名称として「東方明足浴」を検索する例を説明する。
　ただし、明細書中では、電子出願の関係上、日本語の「東」に相当する中国語を表記す
ることができないため、日本語の「東」を代用する。
　「東方明足浴」の読みをピンインで表すと、「ＤＯＮＧ　ＦＡＮＧ　ＭＩＮＧ　ＺＵ　
ＹＵ」である。
　ユーザは、施設名称を検索する場合、最初に入力方式選択受付部３を操作して、文字入
力の入力方式を選択する。
　この実施の形態１では、上述したように、４種類の入力方式（手書き文字入力方式、フ
ルピンイン入力方式、ダブルピンイン入力方式、簡単ピンイン入力方式）の中から、所望
の入力方式を選択する。
　入力方式選択受付部３は、ユーザにより選択された文字入力の入力方式を受け付けて、
その入力方式を文字入力受付部４に通知する（ステップＳＴ１）。
【００１７】
　ユーザは、文字入力の入力方式を選択すると、文字の入力を開始する。
　文字入力受付部４は、入力方式選択受付部３から入力方式の通知を受けると、その入力
方式でユーザにより入力された文字を受け付けて、その文字を候補検索部５に出力する（
ステップＳＴ２）。
　入力方式選択受付部３から入力方式の通知を受けることなく、ユーザにより文字が入力
された場合、初期設定されている入力方式、あるいは、前回と同じ入力方式で文字の入力
を受け付ける。
　例えば、文字入力の入力方式として、フルピンイン入力方式が選択されている場合、ピ
ンインである「ＤＯＮＧ　ＦＡＮＧ　ＭＩＮＧ　ＺＵ　ＹＵ」が順番に入力される。
　図３はフルピンイン入力方式が選択されている場合の検索画面例を示す説明図であり、
図３の例では、「Ｄ」の入力が完了している段階を示している。
【００１８】
　例えば、文字入力の入力方式として、ダブルピンイン入力方式が選択されている場合、
ピンインにおける子音の入力を受け付けると、その子音に続く母音が入力される。
　図４はダブルピンイン入力方式が選択されている場合の検索画面例を示す説明図であり
、図４の例では、「Ｄ」が入力されているため、「Ｄ」に続く「ｏｎｇ」などの母音が入
力可能な文字として表示されている。
【００１９】
　例えば、文字入力の入力方式として、簡単ピンイン入力方式が選択されている場合、施
設名称を構成する各々の漢字「東」「方」「明」「足」「浴」の読みを表わすピンインの
頭文字（アルファベット）である「Ｄ」「Ｆ」「Ｍ」「Ｚ」「Ｙ」が順番に入力される。
　図５は簡単ピンイン入力方式が選択されている場合の検索画面例を示す説明図であり、
図５では、「Ｄ」の入力が完了している段階を示している。
【００２０】
　例えば、文字入力の入力方式として、手書き文字入力方式が選択されている場合、施設
名称を構成する各々の漢字「東」「方」「明」「足」「浴」の手書き文字が順番に入力さ
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れる。
　図６は手書き文字入力方式が選択されている場合の検索画面例を示す説明図であり、図
６では、「東」の手書き文字の入力が完了している段階を示している。
【００２１】
　候補検索部５は、文字入力受付部４により文字の入力が受け付けられる毎に、辞書格納
部１に格納されている単漢字辞書を参照して、当該文字に対応する１以上の単漢字候補を
検索する（ステップＳＴ３）。
　例えば、文字入力の入力方式として、フルピンイン入力方式が選択されている場合、図
３に示すように、ピンイン「Ｄ」の入力が完了している段階では、ピンイン「Ｄ」に対応
する単漢字候補として、「東」や「的」などを検索する。
　例えば、文字入力の入力方式として、ダブルピンイン入力方式が選択されている場合、
図４に示すように、ピンインにおける子音「Ｄ」が入力されている段階では、子音「Ｄ」
を有する単漢字候補として、「東」や「的」などを検索し、子音「Ｄ」に続く「東」や「
的」などの母音として、「ｏｎｇ」や「ｅ」などを特定する。
【００２２】
　例えば、文字入力の入力方式として、簡単ピンイン入力方式が選択されている場合、図
５に示すように、アルファベット「Ｄ」の入力が完了している段階では、アルファベット
「Ｄ」を頭文字として有している単漢字候補として、「東」や「的」などを検索する。
　例えば、文字入力の入力方式として、手書き文字入力方式が選択されている場合、図６
に示すように、手書き入力された文字に対応する単漢字候補として、「東」や「床」など
を検索する。
　なお、手書き文字入力方式の場合、文字入力受付部４が文字の一画毎に入力を受け付け
、候補検索部５は、文字入力受付部４により一画の入力が受け付けられる毎に、入力され
る文字を予測して、その予測文字に対応する１以上の単漢字候補を検索する。
【００２３】
　候補検索部５は、文字入力受付部４により入力が受け付けられた文字に対応する１以上
の単漢字候補を検索すると、文字列記憶部２により記憶されている文字列の中から、その
単漢字候補を含む１以上の文字列候補を検索する（ステップＳＴ４）。
　例えば、文字入力の入力方式として、フルピンイン入力方式が選択されており、図３に
示すように、ピンイン「Ｄ」に対応する単漢字候補として、「東」や「的」を検索してい
る場合、「東」を含む１以上の文字列候補や、「的」を含む１以上の文字列候補などを検
索する。
　図３の例では、「東」を含む文字列候補として、「東方明珠塔」、「東方明足浴」を検
索し、「的」を含む文字列候補として、「的士餐庁」を検索している。
【００２４】
　候補表示部６は、候補検索部５が１以上の単漢字候補と、１以上の文字列候補とを検索
すると、図３～図６に示すように、１以上の単漢字候補と、１以上の文字列候補とを同一
画面内に表示する（ステップＳＴ５）。
【００２５】
　ユーザは、候補表示部６により表示されている画面を確認し、その画面内に表示されて
いる１以上の単漢字候補及び文字列候補の中から、候補選択受付部７を操作して、単漢字
候補又は文字列候補を選択する（ステップＳＴ６）。
　候補選択受付部７は、ユーザにより単漢字候補が選択されると、その単漢字候補を受け
付けて、その単漢字候補を履歴ＤＢ８に格納し、単漢字候補の選択を受け付けた旨を候補
検索部５に通知する。
　一方、ユーザにより文字列候補が選択されると、その文字列候補を候補検索部５に出力
する。
　図３の例では、「東」や「的」などの単漢字候補、あるいは、「東方明珠塔」、「東方
明足浴」や「的士餐庁」などの文字列候補の中から、１つの単漢字候補又は１つの文字列
候補を選択する。
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【００２６】
　候補検索部５は、候補選択受付部７から単漢字候補の選択を受け付けた旨の通知を受け
ると、履歴ＤＢ８から既に選択されている単漢字候補（以下、「確定単漢字」と称する）
を取り出し、検索済みの文字列候補の中から、確定単漢字を含む文字列候補の絞り込みを
行って、その文字列候補を候補表示部６に出力する（ステップＳＴ７）。
　例えば、候補選択受付部７により「東」の単漢字候補の選択が受け付けられ、確定単漢
字が「東」だけである場合、「東方明珠塔」、「東方明足浴」や「的士餐庁」などの文字
列候補の中から、「東」の確定単漢字を含む文字列候補の絞り込みを行って、「東」の確
定単漢字を含む文字列候補だけを候補表示部６に出力する。
　候補表示部６は、候補検索部５から「東」の確定単漢字を含む文字列候補を受けると、
「東」の確定単漢字を含んでいない文字列候補（例えば、「的」を含む文字列候補）を消
去して、「東」の確定単漢字を含む文字列候補だけを表示する（ステップＳＴ８）。
　その後、ステップＳＴ２の処理に戻り、同様の処理を繰り返し実施する。
【００２７】
　ここでは、確定単漢字が「東」だけである例を示したが、例えば、候補選択受付部７に
より「方」「明」の単漢字候補の選択が受け付けられ、確定単漢字が「東」「方」「明」
である場合、「東方明珠塔」や「東方明足浴」などの文字列候補の中から、「東」「方」
「明」の確定単漢字を含む文字列候補の絞り込みを行って、「東」「方」「明」の確定単
漢字を含む文字列候補だけを候補表示部６に出力する。
　候補表示部６は、候補検索部５から「東」「方」「明」の確定単漢字を含む文字列候補
を受けると、「東」「方」「明」の確定単漢字を含む文字列候補だけを表示する。
【００２８】
　また、候補検索部５は、候補選択受付部７により文字列候補の選択が受け付けられた場
合、その文字列候補が示す施設名称を検索結果として、ナビゲーション装置に出力する（
ステップＳＴ９）。
　例えば、候補選択受付部７により「東方明足浴」を示す文字列候補の選択が受け付けら
れた場合、その文字列候補が示す「東方明足浴」を検索結果として、ナビゲーション装置
に出力する。
【００２９】
　ここでは、文字列候補の絞り込みを行って、絞り込んだ文字列候補を表示すると、ステ
ップＳＴ２の処理に戻って、文字の入力を受け付けるものを示したが、文字入力の途中で
も、文字入力の入力方式を切り換えることが可能であり、入力方式選択受付部３が、入力
方式の選択を一旦受け付けた後でも、候補選択受付部７により文字列候補の選択が受け付
けられる前であれば、入力方式の再選択を受け付けるようにしてもよい。
　即ち、ステップＳＴ１の処理に戻って、入力方式選択受付部３が文字入力の入力方式の
選択を受け付けるようにしてもよい。
　例えば、ユーザが入力方式選択受付部３を操作して、フルピンイン入力方式を選択し、
フルピンイン入力方式によるピンインの入力途中でも、他の入力方式（ダブルピンイン入
力方式、簡単ピンイン入力方式、手書き文字入力方式）の再選択を受け付けるようにして
もよい。
【００３０】
　以上で明らかなように、この実施の形態１によれば、文字入力受付部４により文字の入
力が受け付けられる毎に、当該文字に対応する１以上の単漢字候補を検索するとともに、
文字列記憶部２により記憶されている文字列の中から、その単漢字候補を含む１以上の文
字列候補を検索する候補検索部５と、候補検索部５により検索された１以上の単漢字候補
及び文字列候補を同一画面内に表示する候補表示部６と、候補表示部６により表示されて
いる１以上の単漢字候補及び文字列候補の中から、単漢字候補又は文字列候補の選択を受
け付ける候補選択受付部７とを備え、候補検索部５が、候補選択受付部７により単漢字候
補の選択が受け付けられた場合、検索済みの文字列候補の中から、その単漢字候補を含む
文字列候補の絞り込みを行って、その文字列候補を候補表示部６に出力し、候補選択受付
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部７により文字列候補の選択が受け付けられた場合、その文字列候補が示す施設名称を検
索結果として出力するように構成したので、文字の入力回数を減らして、効率的に施設名
称を検索することができる効果を奏する。
【００３１】
　即ち、候補表示部６が、候補検索部５により検索された１以上の単漢字候補及び文字列
候補を同一画面内に表示するようにしているので、文字入力の途中でも、施設名称の検索
結果（候補検索部５により検索された文字列候補）を確認することができる。このため、
施設名称を構成する全ての文字を入力しなくても、所望の施設名称を検索することが可能
になり、効率的に施設名称を検索することができる。
　また、候補検索部５が、候補選択受付部７により単漢字候補の選択が受け付けられた場
合、検索済みの文字列候補の中から、その単漢字候補を含む文字列候補の絞り込みを行っ
て、その文字列候補を候補表示部６に出力するようにしているので、ユーザが所望の施設
名称を簡単に見つけることができる。
【００３２】
　また、この実施の形態１によれば、入力方式選択受付部３が、入力方式の選択を一旦受
け付けた後でも、候補選択受付部７により文字列候補の選択が受け付けられる前であれば
、入力方式の再選択を受け付けるように構成したので、ユーザが文字を入力する際の使い
勝手を高めることができる効果を奏する。
【００３３】
実施の形態２．
　図７はこの発明の実施の形態２による文字入力装置を示す構成図であり、図において、
図１と同一符号は同一または相当部分を示すので説明を省略する。
　音声入力部１１は例えばマイクや音声合成装置などから構成されており、音声の入力を
受け付けて、その音声を文字に変換し、その文字を文字入力受付部４に出力する処理を実
施する。なお、音声入力部１１は音声入力手段を構成している。
【００３４】
　上記実施の形態１では、ユーザが文字入力受付部４を操作して、文字を入力するものを
示したが、音声入力部１１が、ユーザの音声の入力を受け付けて、その音声を文字に変換
し、その文字を文字入力受付部４に出力するようにしてもよい。
　この場合、文字入力受付部４は、入力方式選択受付部３から通知された入力方式で、音
声入力部１１により変換された文字を受け付けて、その文字を候補検索部５に出力する。
　これにより、ユーザが文字を入力する操作を行うことなく、文字の読みを発音するだけ
で、施設名称の検索結果を得ることができる効果を奏する。
【００３５】
　ここでは、音声入力部１１が、ユーザの音声の入力を受け付けて、その音声を文字に変
換し、その文字を文字入力受付部４に出力するものを示したが、ユーザが入力方式の読み
を発音すると、音声入力部１１がユーザの音声から入力方式を特定して、その入力方式を
入力方式選択受付部３に出力するようにしてもよい。
　この場合、ユーザが入力方式を選択する操作を行うことなく、入力方式の読みを発音す
るだけで、所望の入力方式を選択することができる。
【００３６】
実施の形態３．
　図８はこの発明の実施の形態３による文字入力装置を示す構成図であり、図において、
図７と同一符号は同一または相当部分を示すので説明を省略する。
　サーバ２１は例えばインターネットなどに接続されており、最新の道路や建物などの施
設名称を示す文字列を記憶している。
　通信制御部２２は例えば無線通信機器などから構成されており、例えば、基地局経由で
サーバ２１にアクセスする通信機能を備えている。
【００３７】
　候補検索部２３は例えばＣＰＵなどを実装している半導体集積回路、あるいは、ワンチ
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ップマイコンなどから構成されており、図１の候補検索部５と同様に、文字入力受付部４
により文字の入力が受け付けられる毎に、辞書格納部１に格納されている単漢字辞書を参
照して、当該文字に対応する１以上の単漢字候補を検索するとともに、文字列記憶部２に
より記憶されている文字列の中から、その単漢字候補を含む１以上の文字列候補を検索す
る処理を実施する。
　また、候補検索部２３は図１の候補検索部５と同様に、候補選択受付部７により単漢字
候補の選択が受け付けられた場合、検索済みの文字列候補の中から、その単漢字候補を含
む文字列候補の絞り込みを行って、その文字列候補を候補表示部６に出力し、候補選択受
付部７により文字列候補の選択が受け付けられた場合、その文字列候補が示す施設名称を
検索結果として例えばナビゲーション装置に出力する処理を実施する。
　候補検索部２３は、図１の候補検索部５と異なり、通信制御部２２を介して、外部のサ
ーバ２１にアクセスし、サーバ２１により記憶されている文字列の中から、その単漢字候
補を含む１以上の文字列候補を検索する処理を実施する。
　なお、通信制御部２２及び候補検索部２３から候補検索手段が構成されている。
【００３８】
　上記実施の形態１，２では、候補検索部５が、文字入力受付部４により文字の入力が受
け付けられる毎に、辞書格納部１に格納されている単漢字辞書を参照して、当該文字に対
応する１以上の単漢字候補を検索するとともに、文字列記憶部２により記憶されている文
字列の中から、その単漢字候補を含む１以上の文字列候補を検索するものを示したが、候
補検索部２３が、文字列記憶部２により記憶されている文字列の中から、その単漢字候補
を含む１以上の文字列候補を検索するとともに、サーバ２１により記憶されている文字列
の中から、その単漢字候補を含む１以上の文字列候補を検索するようにしてもよい。
【００３９】
　文字列記憶部２により記憶されている文字列は、一般的には固定的であるため、例えば
、新たな道路や建物などが建設されても、その道路や建物などの施設名称を示す文字列が
文字列記憶部２に記憶されていない可能性がある。
　これに対して、文字列の記憶内容が頻繁に更新され、最新の道路や建物などの施設名称
を記憶しているサーバ２１などがインターネットに接続されていることがある。
【００４０】
　そこで、この実施の形態３では、候補検索部２３は、上記実施の形態１，２と同様に、
文字列記憶部２により記憶されている文字列の中から、その単漢字候補を含む１以上の文
字列候補を検索するほか、通信制御部２２を介して、外部のサーバ２１にアクセスし、サ
ーバ２１により記憶されている文字列の中から、その単漢字候補を含む１以上の文字列候
補を検索する。
　候補表示部６は、候補検索部２３が１以上の単漢字候補と、１以上の文字列候補（文字
列記憶部２から検索した文字列候補＋外部のサーバ２１から検索した文字列候補）とを検
索すると、１以上の単漢字候補と、１以上の文字列候補とを同一画面内に表示する。
【００４１】
　以上で明らかなように、この実施の形態３によれば、候補検索部２３が、サーバ２１に
より記憶されている文字列の中から、単漢字候補を含む１以上の文字列候補を検索するよ
うに構成したので、例えば、最新の道路や建物などの施設名称を示す文字列が文字列記憶
部２に記憶されていない場合でも、それらの施設名称を検索することができる効果を奏す
る。
【００４２】
　この実施の形態３では、候補検索部２３が、サーバ２１により記憶されている文字列の
中から、単漢字候補を含む１以上の文字列候補を検索するものを示したが、例えば、ユー
ザが、サーバ２１により記憶されている文字列の中から文字列候補を検索するように、文
字入力装置を設定している場合に限り、サーバ２１により記憶されている文字列の中から
文字列候補を検索するようにしてもよい。
【００４３】
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実施の形態４．
　図９はこの発明の実施の形態４による文字入力装置を示す構成図であり、図において、
図８と同一符号は同一または相当部分を示すので説明を省略する。
　地図データベース３１は例えばＲＯＭやハードディスクなどの記録装置から構成されて
おり、地図データを記憶している。
　現在位置検出部３２は例えばＧＰＳ受信機やジャイロなどから構成されており、図示せ
ぬＧＰＳ衛星から発信されているＧＰＳデータを受信して、文字入力装置を搭載している
車両（あるいは、歩行者など）の現在位置を検出する処理を実施する。
【００４４】
　候補検索部３３は例えばＣＰＵなどを実装している半導体集積回路、あるいは、ワンチ
ップマイコンなどから構成されており、図８の候補検索部２３と同様の機能を有するほか
、文字入力装置が、複数の道路の交差点を検索する検索モードに設定されている場合、文
字列記憶部２又はサーバ２１により記憶されている文字列のうち、道路の名称を示す文字
列の中から、文字入力受付部４により入力が受け付けられた文字に対応する１以上の単漢
字候補を含む文字列候補を検索する処理を実施する。
　また、候補検索部３３は候補選択受付部７により或る道路の名称を示す文字列候補の選
択が受け付けられた場合、地図データベース３１により記憶されている地図データを参照
して、その道路に交差している道路の名称を示す１以上の文字列候補を検索する処理を実
施する。
　また、候補検索部３３は或る道路に交差している道路の名称を示す文字列候補が複数存
在している場合、例えば、現在位置検出部３２により検出された現在位置から近い位置に
存在している文字列候補を優先的に候補表示部３４に出力する処理を実施する。
　なお、地図データベース３１、現在位置検出部３２及び候補検索部３３から候補検索手
段が構成されている。
【００４５】
　候補表示部３４は例えばＧＰＵ（Ｇｒａｐｈｉｃｓ　Ｐｒｏｃｅｓｓｉｎｇ　Ｕｎｉｔ
）やＬＣＤ（Ｌｉｑｕｉｄ　Ｃｒｙｓｔａｌ　Ｄｉｓｐｌａｙ）などから構成されており
、図１や図８の候補表示部６と同様に、候補検索部３３により検索された１以上の単漢字
候補及び文字列候補を同一画面内に表示する処理を実施する。
　また、候補表示部３４は、文字入力装置が、複数の道路の交差点を検索する検索モード
に設定されている場合、或る道路の名称を示す文字列候補を表示している画面内に、候補
検索部３３により検索された１以上の文字列候補を表示する処理を実施する。
　なお、候補表示部３４は候補表示手段を構成している。
【００４６】
　次に動作について説明する。
　この実施の形態４では、ユーザが、図示せぬユーザインタフェースを操作して、複数の
道路の交差点を検索する検索モードに設定しているものとして説明する。
　図１０は２つの道路の交差点を検索する際に、各道路の名称を示す文字列候補を検索す
る道々検索画面の一例を示す説明図である。
　図１０では、道路の名称が「仙露路」である文字列候補と、道路の名称が「水城路」で
ある文字列候補とを検索する例を示している。
【００４７】
　ここでは、「仙露路」を示す文字列候補を検索してから、「水城路」を示す文字列候補
を検索する例を説明するが、「水城路」を示す文字列候補を検索してから、「仙露路」を
示す文字列候補を検索するようにしてもよい。
　「仙露路」の読みをピンインで表すと、「ＸＩＡＮ　ＬＯＵ　ＬＵ」である。
　また、「水城路」の読みをピンインで表すと、「ＳＨＵＩ　ＣＨＥＮＧ　ＬＵ」である
。
【００４８】
　まず、ユーザは、「仙露路」を検索する場合、入力方式選択受付部３を操作して、文字
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入力の入力方式を選択する。
　この実施の形態４では、上記実施の形態１と同様に、４種類の入力方式（手書き文字入
力方式、フルピンイン入力方式、ダブルピンイン入力方式、簡単ピンイン入力方式）の中
から、所望の入力方式を選択する。
　入力方式選択受付部３は、上記実施の形態１と同様に、ユーザにより選択された文字入
力の入力方式を受け付けて、その入力方式を文字入力受付部４に通知する。
【００４９】
　ユーザは、文字入力の入力方式を選択すると、文字の入力を開始する。
　文字入力受付部４は、入力方式選択受付部３から入力方式の通知を受けると、上記実施
の形態１と同様に、その入力方式でユーザにより入力された文字を受け付けて、その文字
を候補検索部３３に出力する。
　入力方式選択受付部３から入力方式の通知を受けることなく、ユーザにより文字が入力
された場合、初期設定されている入力方式、あるいは、前回と同じ入力方式で文字の入力
を受け付ける。
　例えば、文字入力の入力方式として、フルピンイン入力方式が選択されている場合、「
仙露路」のピンインである「ＸＩＡＮ　ＬＯＵ　ＬＵ」が順番に入力される。
【００５０】
　候補検索部３３は、図１の候補検索部５と同様に、文字入力受付部４により文字の入力
が受け付けられる毎に、辞書格納部１に格納されている単漢字辞書を参照して、当該文字
に対応する１以上の単漢字候補を検索する。
　候補検索部３３は、文字入力受付部４により入力が受け付けられた文字に対応する１以
上の単漢字候補を検索すると、文字列記憶部２又はサーバ２１により記憶されている文字
列のうち、道路の名称を示す文字列の中から、その単漢字候補を含む１以上の文字列候補
を検索する。
【００５１】
　候補表示部３４は、候補検索部３３が１以上の単漢字候補と、１以上の文字列候補とを
検索すると、図１の候補表示部６と同様に、１以上の単漢字候補と、１以上の文字列候補
とを同一画面内に表示する。
【００５２】
　ユーザは、候補表示部３４により表示されている画面を確認し、その画面内に表示され
ている１以上の単漢字候補及び文字列候補の中から、候補選択受付部７を操作して、単漢
字候補又は文字列候補を選択する。
　候補選択受付部７は、ユーザにより単漢字候補が選択されると、上記実施の形態１と同
様に、その単漢字候補を受け付けて、その単漢字候補を履歴ＤＢ８に格納し、単漢字候補
の選択を受け付けた旨を候補検索部３３に通知する。
　一方、ユーザにより文字列候補が選択されると、その文字列候補を候補検索部３３に出
力する。
【００５３】
　候補検索部３３は、候補選択受付部７から単漢字候補の選択を受け付けた旨の通知を受
けると、図１の候補検索部５と同様に、履歴ＤＢ８から既に選択されている単漢字候補で
ある確定単漢字を取り出し、検索済みの文字列候補の中から、確定単漢字を含む文字列候
補の絞り込みを行って、その文字列候補を候補表示部３４に出力する。
　候補表示部３４は、候補検索部３３により絞り込まれた文字列候補を受けると、絞り込
まれた文字列候補だけを表示する。
　その後、ユーザにより文字列候補が選択されるまで、上記と同様の処理が繰り返し実施
される。
【００５４】
　候補検索部３３は、候補選択受付部７により文字列候補の選択が受け付けられた場合、
その文字列候補が示す施設名称を検索結果として確定する。ここでは、「仙露路」を示す
文字列候補の選択が受け付けられたものとする。
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　候補検索部３３は、候補選択受付部７により「仙露路」を示す文字列候補の選択が受け
付けられると、地図データベース３１により記憶されている地図データを参照して、その
道路に交差している道路の名称を示す１以上の文字列候補を検索する。
　候補検索部３３は、「仙露路」と交差している道路の名称を示す文字列候補が複数存在
している場合、例えば、現在位置検出部３２により検出された現在位置から近い順に複数
の文字列候補を整列し、現在位置から近い位置に存在している文字列候補から順番に候補
表示部３４に出力する。
【００５５】
　候補表示部３４は、候補検索部３３が地図データを参照して、道路（仙露路）と交差し
ている道路の名称を示す１以上の文字列候補を検索すると、図１０に示すように、「仙露
路」を表示している画面内に、１以上の文字列候補を表示する。
　このとき、候補表示部３４は、現在位置から近い位置に存在している文字列候補から順
番に表示する。
【００５６】
　ユーザは、候補表示部３４により表示されている画面を確認し、その画面内に表示され
ている１以上の文字列候補の中から、候補選択受付部７を操作して、文字列候補を選択す
る。ここでは、「水城路」を示す文字列候補を検索するとしているので、「水城路」を示
す文字列候補が選択される。
　候補選択受付部７は、ユーザにより「水城路」を示す文字列候補が選択されると、その
文字列候補の選択を受け付けて、その文字列候補を候補検索部３３に出力する。
　候補検索部３３は、候補選択受付部７から「水城路」を示す文字列候補を受けると、「
仙露路」と「水城路」を検索結果として、ナビゲーション装置に出力する。
　これにより、ナビゲーション装置は、「仙露路」と「水城路」の交差点を検索すること
が可能になる。
【００５７】
　ただし、候補検索部３３により検索された文字列候補の数が多いために、全ての文字列
候補が同時に表示されず、所望の文字列候補が見当たらないような場合には、ユーザが文
字入力受付部４を操作して、所望の文字列候補を構成している文字を入力することで文字
列候補の絞り込みを行うことができる。
　ここでは、「水城路」を示す文字列候補を検索するとしているので、例えば、文字入力
の入力方式として、フルピンイン入力方式が選択されている場合、「水城路」の読みであ
るピンイン「ＳＨＵＩ　ＣＨＥＮＧ　ＬＵ」が順番に入力される。
　また、文字入力の入力方式として、手書き文字入力方式が選択されている場合、「水」
「城」「路」の手書き文字が順番に入力される。
【００５８】
　候補検索部３３は、文字入力受付部４により文字の入力が受け付けられる毎に、辞書格
納部１に格納されている単漢字辞書を参照して、当該文字に対応する１以上の単漢字候補
を検索する。
　候補検索部３３は、文字入力受付部４により入力が受け付けられた文字に対応する１以
上の単漢字候補を検索すると、先に検索している１以上の文字列候補（「水城路」などを
含む文字列候補）の中から、その単漢字候補を含む１以上の文字列候補の絞り込みを行っ
て、その文字列候補を候補表示部３４に出力する。
　候補表示部３４は、候補検索部３３により絞り込まれた文字列候補を受けると、絞り込
まれた文字列候補だけを表示する。
　所望の文字列候補が画面内に表示されて、所望の文字列候補が見つかるまで、文字の入
力を受け付けて、文字列候補の絞り込みを行う。
【００５９】
　以上で明らかなように、この実施の形態４によれば、候補検索部３３が候補選択受付部
７により或る道路の名称を示す文字列候補の選択が受け付けられた場合、地図データを参
照して、その道路に交差している道路の名称を示す１以上の文字列候補を検索するように
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構成したので、道路の交差点を検索する際に、その交差点を通る道路を簡単に特定するこ
とができる効果を奏する。
【００６０】
　また、この実施の形態４によれば、候補検索部３３が、現在位置検出部３２により検出
された現在位置から近い順に複数の文字列候補を整列し、候補表示部３４が、現在位置か
ら近い位置に存在している文字列候補から順番に表示するように構成したので、ユーザに
よる文字列候補の見つけ易さを高めることができる効果を奏する。
【００６１】
　なお、この実施の形態４では、候補検索部３３が、現在位置検出部３２により検出され
た現在位置から近い順に複数の文字列候補を整列するものを示したが、現在位置検出部３
２により検出された現在位置の時間的変化を監視して、車両（あるいは、歩行者など）の
進行方向を特定し、その進行方向に存在している複数の文字列候補だけを現在位置から近
い順に整列して、進行方向と逆方向に存在している文字列候補を検索結果から除外するよ
うにしてもよい。
　あるいは、進行方向に存在している文字列候補の後ろに、進行方向と逆方向に存在して
いる文字列候補を整列することで、進行方向に存在している文字列候補を優先的に表示す
るようにしてもよい。
【００６２】
　また、候補検索部３３が、或る道路に交差している道路の名称を示す１以上の文字列候
補の中から、車両（あるいは、歩行者など）の走行ルート上に存在している文字列候補の
絞り込みを行い、絞り込み後の文字列候補を現在位置から近い順に整列することで、走行
ルート上に存在している文字列候補を優先的に表示するようにしてもよい。
【００６３】
実施の形態５．
　上記実施の形態１等では、候補表示部６が候補検索部５により検索された１以上の単漢
字候補及び文字列候補を同一画面内に表示するものを示したが、候補検索部５により変換
文字候補として、単漢字候補と単語候補が検索された場合、候補表示部６が、図１１に示
すように、その単漢字候補、単語候補及び文字列候補を同一画面内に表示するようにして
もよい。
【００６４】
　また、上記実施の形態１等では、候補表示部６が候補検索部５により検索された文字列
候補を表示するものを示したが、文字列候補の文字数が多いために、文字列候補の全文字
が画面内に収まらない場合がある（図１２（ａ）を参照）。
　そこで、この実施の形態５では、文字列候補の全文字が画面内に収まらない状況下で、
ユーザが、図１２に示しているスクロールバーに触れる操作を行うと、候補表示部６が、
図１２（ｂ）に示すように、文字列候補を表示する枠を拡大（文字列候補の表示領域を拡
大）して、文字列候補の全文字を表示するようにしてもよい。
　ここで、候補表示部６が、スクロールバーの操作を受け付けるユーザインタフェースを
備えており、その操作が行われたことを認識した上で、表示領域を拡大するものとして説
明したが、例えば、候補検索部５が、表示領域の拡大を指示する制御信号を候補表示部６
に出力し、候補表示部６が当該制御信号にしたがって表示領域を拡大するようにしてもよ
い。
　候補表示部６は、文字列候補の表示領域を拡大したのち、一定時間経過後に、元の表示
領域に戻すようにする。
【００６５】
　なお、本願発明はその発明の範囲内において、各実施の形態の自由な組み合わせ、ある
いは各実施の形態の任意の構成要素の変形、もしくは各実施の形態において任意の構成要
素の省略が可能である。
【符号の説明】
【００６６】
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　１　辞書格納部（辞書格納手段）、２　文字列記憶部（文字列記憶手段）、３　入力方
式選択受付部（入力方式選択受付手段）、４　文字入力受付部（文字入力受付手段）、５
　候補検索部（候補検索手段）、６　候補表示部（候補表示手段）、７　候補選択受付部
（候補選択手段）、８　履歴ＤＢ（候補選択手段）、１１　音声入力部（音声入力手段）
、２１　サーバ、２２　通信制御部（候補検索手段）、２３　候補検索部（候補検索手段
）、３１　地図データベース（候補検索手段）、３２　現在位置検出部（候補検索手段）
、３３　候補検索部（候補検索手段）、３４　候補表示部（候補表示手段）。

【図１】 【図２】
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【図３】

【図４】

【図５】

【図６】

【図７】 【図８】
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【図９】 【図１０】

【図１１】

【図１２】
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