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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　複数の見出し語と当該各見出し語の説明とを対応付けた辞書を記憶する辞書記憶手段と
この辞書記憶手段により記憶された辞書の説明のテキストまたは他のテキストを表示する
タッチパネル式表示部と、このタッチパネル式表示部に表示されたテキスト中の文字をカ
ーソル操作に応じて指定するカーソル操作文字指定手段と、前記タッチパネル式表示部に
表示されたテキスト中の文字をタッチ操作に応じて指定するタッチ操作文字指定手段と、
前記カーソル操作文字指定手段または前記タッチ操作文字指定手段により指定された文字
に対応する見出し語を前記辞書記憶手段により記憶された辞書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見出し語に対応する説明のテキストを該当する辞
書から読み出して表示させる説明テキスト表示制御手段とを有するジャンプ検索機能を備
えた電子辞書装置において、
　前記辞書検索手段は、前記カーソル操作文字指定手段により前記テキスト中の文字が指
定された場合には、当該カーソル操作に応じて指定されたテキスト中の１文字を先頭とす
る一連の文字列と最長一致する見出し語順に前記辞書の見出し語を検索し、前記タッチ操
作文字指定手段により前記テキスト中の文字が指定された場合には、当該タッチ操作に応
じて指定されたテキスト中の文字列と一致する見出し語を前記辞書から検索する指定操作
別辞書検索手段を有し、
　前記辞書記憶手段は、複数の見出し語と当該各見出し語の詳細な説明とを対応付けた通
常辞書と、複数の見出し語と当該各見出し語の簡約な説明とを対応付けた簡約辞書とを記
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憶し、
　ユーザ操作に応じて前記辞書記憶手段により記憶された通常辞書または簡約辞書をジャ
ンプ検索する辞書として設定するジャンプ辞書設定手段と、
　前記タッチパネル式表示部とは別の副表示部とを備え、
　前記辞書検索手段は、前記カーソル操作文字指定手段または前記タッチ操作文字指定手
段により指定された文字に対応する見出し語を、前記ジャンプ辞書設定手段により設定さ
れた通常辞書または簡約辞書から検索し、
　前記説明テキスト表示制御手段は、前記ジャンプ辞書設定手段によりジャンプ検索する
辞書として通常辞書が設定された場合は、前記辞書検索手段により当該通常辞書から検索
された見出し語に対応する詳細な説明のテキストを前記タッチパネル式表示部に表示中の
テキストに替えて表示させ、前記ジャンプ辞書設定手段によりジャンプ検索する辞書とし
て簡約辞書が設定された場合は、前記辞書検索手段により当該簡約辞書から検索された見
出し語に対応する簡約な説明のテキストを前記副表示部に表示させる、
ことを特徴とする電子辞書装置。
【請求項２】
　前記カーソル操作文字指定手段および前記タッチ操作文字指定手段により指定される前
記テキスト中の文字がアルファベットである場合は、単語単位で文字が指定されることを
特徴とする請求項１に記載の電子辞書装置。
【請求項３】
　前記指定操作別辞書検索手段は、前記タッチ操作文字指定手段により前記テキスト中の
文字が指定された場合には、当該タッチ操作の解除が判断されたときに同タッチ操作に応
じて指定されたテキスト中の文字列と一致する見出し語の検索を開始する、
ことを特徴とする請求項２に記載の電子辞書装置。
【請求項４】
　複数の見出し語と当該各見出し語の説明とを対応付けた辞書を記憶する辞書記憶手段と
、この辞書記憶手段により記憶された辞書の説明のテキストまたは他のテキストを表示す
るタッチパネル式表示部とを有する電子機器のコンピュータを制御するためのプログラム
であって、
　前記コンピュータを、
　前記タッチパネル式表示部に表示されたテキスト中の文字をカーソル操作に応じて指定
するカーソル操作文字指定手段、
　前記タッチパネル式表示部に表示されたテキスト中の文字をタッチ操作に応じて指定す
るタッチ操作文字指定手段、
　前記カーソル操作文字指定手段により前記テキスト中の文字が指定された場合には、当
該カーソル操作に応じて指定されたテキスト中の１文字を先頭とする一連の文字列と最長
一致する見出し語順に前記辞書記憶手段により記憶された辞書の見出し語を検索し、前記
タッチ操作文字指定手段により前記テキスト中の文字が指定された場合には、当該タッチ
操作に応じて指定されたテキスト中の文字列と一致する見出し語を前記辞書記憶手段によ
り記憶された辞書から検索する指定操作別辞書検索手段、
　この指定操作別辞書検索手段により検索された見出し語に対応する説明のテキストを該
当する辞書から読み出して表示させる説明テキスト表示制御手段、として機能させ、
　前記辞書記憶手段は、複数の見出し語と当該各見出し語の詳細な説明とを対応付けた通
常辞書と、複数の見出し語と当該各見出し語の簡約な説明とを対応付けた簡約辞書とを記
憶し、
　前記コンピュータを、さらに、
　ユーザ操作に応じて前記辞書記憶手段により記憶された通常辞書または簡約辞書をジャ
ンプ検索する辞書として設定するジャンプ辞書設定手段として機能させ、
　前記電子機器は、さらに、前記タッチパネル式表示部とは別の副表示部を有し、
　前記辞書検索手段は、前記カーソル操作文字指定手段または前記タッチ操作文字指定手
段により指定された文字に対応する見出し語を、前記ジャンプ辞書設定手段により設定さ
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れた通常辞書または簡約辞書から検索し、
　前記説明テキスト表示制御手段は、前記ジャンプ辞書設定手段によりジャンプ検索する
辞書として通常辞書が設定された場合は、前記辞書検索手段により当該通常辞書から検索
された見出し語に対応する詳細な説明のテキストを前記タッチパネル式表示部に表示中の
テキストに替えて表示させ、前記ジャンプ辞書設定手段によりジャンプ検索する辞書とし
て簡約辞書が設定された場合は、前記辞書検索手段により当該簡約辞書から検索された見
出し語に対応する簡約な説明のテキストを前記副表示部に表示させる、
ためのプログラム。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、ジャンプ検索機能を備えた電子辞書装置およびその制御プログラムに関する
。
【背景技術】
【０００２】
　従来から電子辞書装置は、所望の見出し語に対応する説明情報を辞書データから読み出
し説明情報表示画面として表示したり、所望の電子ブックを読み出しブックビューア画面
として表示したりする機能を有している。
【０００３】
　そして、前記説明情報表示画面やブックビューア画面において、辞書検索したい文字列
の先頭の文字をキー操作に応じて移動するカーソルにより指定し、この指定の検索文字列
を、その場でユーザ選択される他の辞書データから見出し語検索してその説明情報を表示
させることのできるジャンプ検索機能を搭載したものがある（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】特開２００４－２９５６２６号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
　従来の電子辞書装置におけるジャンプ検索機能では、カーソルキーやペンタッチにより
、テキスト表示画面上で検索したい文字列の先頭文字を指定する方式と、範囲指定する方
式とがあった。
【０００６】
　検索文字列の先頭文字を指定し、この先頭文字以降の文字列の最長一致順に見出し語検
索して一覧表示する方式の場合、検索文字列を指定する操作が簡単であるが、検索された
見出し語の候補の数が多くなり、所望の見出し語を選択する操作が煩雑になる。
【０００７】
　一方、検索文字列を範囲指定する方式の場合、該当範囲の始点と終点とを指定する操作
が煩雑になるが、範囲指定した検索文字列と一致する見出し語が迅速に検索されて表示さ
れる。範囲指定する操作をペンタッチにより行えば、カーソルキーを操作して行うよりも
その指定操作が楽であるが、複数行に跨る検索文字列を連続的に範囲指定する場合、その
指定操作が難しく煩雑となる。
【０００８】
　本発明は、このような課題に鑑みなされたもので、テキスト中の検索文字列をその存在
位置に関わらず適切に指定してジャンプ検索することが可能になる電子辞書装置およびそ
の制御プログラム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】
【０００９】
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　請求項１に記載の電子辞書装置は、複数の見出し語と当該各見出し語の説明とを対応付
けた辞書を記憶する辞書記憶手段と、この辞書記憶手段により記憶された辞書の説明のテ
キストまたは他のテキストを表示するタッチパネル式表示部と、このタッチパネル式表示
部に表示されたテキスト中の文字をカーソル操作に応じて指定するカーソル操作文字指定
手段と、前記タッチパネル式表示部に表示されたテキスト中の文字をタッチ操作に応じて
指定するタッチ操作文字指定手段と、前記カーソル操作文字指定手段または前記タッチ操
作文字指定手段により指定された文字に対応する見出し語を前記辞書記憶手段により記憶
された辞書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見出し語に
対応する説明のテキストを該当する辞書から読み出して表示させる説明テキスト表示制御
手段とを有するジャンプ検索機能を備えた電子辞書装置において、前記辞書検索手段は、
前記カーソル操作文字指定手段により前記テキスト中の文字が指定された場合には、当該
カーソル操作に応じて指定されたテキスト中の１文字を先頭とする一連の文字列と最長一
致する見出し語順に前記辞書の見出し語を検索し、前記タッチ操作文字指定手段により前
記テキスト中の文字が指定された場合には、当該タッチ操作に応じて指定されたテキスト
中の文字列と一致する見出し語を前記辞書から検索する指定操作別辞書検索手段を有し、
前記辞書記憶手段は、複数の見出し語と当該各見出し語の詳細な説明とを対応付けた通常
辞書と、複数の見出し語と当該各見出し語の簡約な説明とを対応付けた簡約辞書とを記憶
し、ユーザ操作に応じて前記辞書記憶手段により記憶された通常辞書または簡約辞書をジ
ャンプ検索する辞書として設定するジャンプ辞書設定手段と、前記タッチパネル式表示部
とは別の副表示部とを備え、前記辞書検索手段は、前記カーソル操作文字指定手段または
前記タッチ操作文字指定手段により指定された文字に対応する見出し語を、前記ジャンプ
辞書設定手段により設定された通常辞書または簡約辞書から検索し、前記説明テキスト表
示制御手段は、前記ジャンプ辞書設定手段によりジャンプ検索する辞書として通常辞書が
設定された場合は、前記辞書検索手段により当該通常辞書から検索された見出し語に対応
する詳細な説明のテキストを前記タッチパネル式表示部に表示中のテキストに替えて表示
させ、前記ジャンプ辞書設定手段によりジャンプ検索する辞書として簡約辞書が設定され
た場合は、前記辞書検索手段により当該簡約辞書から検索された見出し語に対応する簡約
な説明のテキストを前記副表示部に表示させる、ことを特徴としている。
【発明の効果】
【００１４】
　本発明によれば、テキスト中の検索文字列をその存在位置に関わらず適切に指定してジ
ャンプ検索することが可能になる電子辞書装置およびその制御プログラムを提供できる。
【図面の簡単な説明】
【００１５】
【図１】本発明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。
【図３】前記電子辞書装置１０のメモリ２２に確保されたジャンプ先辞書テーブルメモリ
２２ｇの内容を示す図。
【図４】前記電子辞書装置１０のメモリ２２に確保された前回ジャンプ辞書メモリ２２ｈ
の内容を示す図。
【図５】前記電子辞書装置１０による情報表示処理を示すフローチャート（その１）。
【図６】前記電子辞書装置１０による情報表示処理を示すフローチャート（その２）。
【図７】前記電子辞書装置１０による情報表示処理を示すフローチャート（その３）。
【図８】前記電子辞書装置１０による情報表示処理を示すフローチャート（その４）。
【図９】前記電子辞書装置１０の情報表示処理（説明情報表示画面Ｇからのカーソル操作
に応じた前回辞書モードでのジャンプ検索）に伴うタッチパネル式カラー表示部（メイン
画面）１７および手書き入力部（サブ画面）１６の表示動作を示す図。
【図１０】前記電子辞書装置１０の情報表示処理（説明情報表示画面Ｇからのペンタッチ
操作に応じた前回辞書モードでのジャンプ検索）に伴うタッチパネル式カラー表示部（メ
イン画面）１７および手書き入力部（サブ画面）１６の表示動作を示す図。
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【図１１】前記電子辞書装置１０の情報表示処理（ブック／テキストビューワ画面Ｇｖか
らのカーソル操作とペンタッチ操作に応じたミニ辞書モードでのジャンプ検索）に伴うタ
ッチパネル式カラー表示部（メイン画面）１７および手書き入力部（サブ画面）１６の表
示動作（その１）を示す図。
【図１２】前記電子辞書装置１０の情報表示処理（ブック／テキストビューワ画面Ｇｖか
らのカーソル操作とペンタッチ操作に応じたミニ辞書モードでのジャンプ検索）に伴うタ
ッチパネル式カラー表示部（メイン画面）１７および手書き入力部（サブ画面）１６の表
示動作（その２）を示す図。
【図１３】前記電子辞書装置１０の情報表示処理（ブック／テキストビューワ画面Ｇｖか
らのカーソル操作とペンタッチ操作に応じたミニ辞書モードでのジャンプ検索）に伴うタ
ッチパネル式カラー表示部（メイン画面）１７および手書き入力部（サブ画面）１６の表
示動作（その３）を示す図。
【発明を実施するための形態】
【００１６】
　以下図面により本発明の実施の形態について説明する。
【００１７】
　図１は、本発明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。
【００１８】
　この電子辞書装置１０は、以下に説明する電子辞書専用の携帯機器として構成されるか
、辞書機能を備えたＰＤＡ(personal digital assistants)、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。
【００１９】
　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、［ジャンプ］キー
１４ｆ、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。
【００２０】
　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１６ｄに透明タッチパネル１
６ｔを重ねて構成される。この手書き入力部（サブ画面）１６の領域は、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
、後述のミニ辞書データベース２２ｄから読み出された簡約化した説明情報の表示領域、
あるいは当該各領域が混在する領域に切り替えられる。
【００２１】
　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カラー液晶表示画面１６ｄにエコーバックして表示さ
れる。
【００２２】
　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。
【００２３】
　そして、前記タッチパネル式カラー表示部（メイン画面）１７の右端には、前記キー入
力部１４における一部のキーの押下操作をタッチ操作により行うための、キー表記（例え
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ば［訳／決定］キーＫＥや［ジャンプ］キーＫＪ）が固定印刷されたタッチキーエリア１
７Ａが設けられる。
【００２４】
　また、前記タッチパネル式カラー表示部（メイン画面）１７の左端には、動作モードに
応じて実行可能な機能をタッチ操作により指定するための、各種のアイコンが表示される
タッチアイコンエリア１７Ｂが設けられる。
【００２５】
　例えば所望の辞書の見出し語を検索し、その説明情報などを表示させた説明情報表示画
面Ｇが前記タッチパネル式カラー表示部１７に表示される通常の辞書検索モードの場合、
前記タッチアイコンエリア１７Ｂには、当該説明情報表示画面Ｇに表示されている説明情
報のなかの任意の範囲をタッチでなぞってカラーマーカーにより識別表示させるためのマ
ーカーモードを設定する［マーカー］アイコンＢＭ、ユーザ所望の辞書の見出し語をユー
ザ独自に分類して登録した単語帳を呼び出すための［単語帳］アイコンＢＴが表示される
。
【００２６】
　また、例えば図９（Ａ）（Ｂ）または図１０（Ｂ）（Ｃ）に示すように、前記説明情報
表示画面Ｇに表示されている説明情報のなかの任意の文字列をカーソル操作またはペンタ
ッチ操作によりジャンプカーソルＣｕで指定し、当該指定された文字列について他の辞書
にジャンプして検索するジャンプ検索モード（［ジャンプ］キー１４ｆ（ＫＪ）により起
動される）の場合、前記タッチアイコンエリア１７Ｂおよび前記手書き入力部（サブ画面
）１６に、ジャンプモードアイコンＢＪが表示される。
【００２７】
　このジャンプモードアイコンＢＪは、前記説明情報表示画面ＧにてジャンプカーソルＣ
ｕにより指定されたジャンプ検索対象の文字列の先頭の文字種（漢字／かな／アルファベ
ット）に応じて前回使用された辞書をジャンプ先の辞書に指定するための［前回辞書］ア
イコンＢｂ、同ジャンプ検索対象の文字列の先頭の文字種に応じて検索可能な辞書の中か
らユーザ所望の辞書をジャンプ先の辞書として選択するための［辞書選択］アイコンＢｓ
、同ジャンプ検索対象の文字列の先頭の文字種に応じて予め用意されたミニ辞書（簡約辞
書）をジャンプ先の辞書に指定するための［ミニ辞書］アイコンＢｍの３つのアイコンか
らなる。
【００２８】
　なお、この電子辞書装置１０は、予め記憶されたブックデータやダウンロードされたテ
キストデータを、ブック／テキストビューワ画面Ｇｖ（図１１～図１３参照）としてタッ
チパネル式カラー表示部１７に表示させることが可能である（ブック／テキストビューワ
モード）。
【００２９】
　そして、前記ブック／テキストビューワ画面Ｇｖに表示されているブック／テキストデ
ータのなかの任意の文字列をジャンプカーソルＣｕにより指定し、当該指定された文字列
について辞書にジャンプして検索することが可能である（ジャンプ検索モード）。
【００３０】
　このブック／テキストビューワモードにおけるジャンプ検索モードでは、前記ジャンプ
モードアイコンＢＪは、手書き入力部（サブ画面）１６にのみ表示され、ブック／テキス
トビューワ画面が表示されるタッチパネル式カラー表示部１７には、ブック／テキストデ
ータの表示量を可能な限り多く確保するためにタッチアイコンエリア１７Ｂそのものが表
示されない。
【００３１】
　また、前記ジャンプ検索モードにおいて、カーソル操作によりジャンプカーソルＣｕを
タッチパネル式カラー表示部１７に表示されている検索対象の文字列に合わせた場合、当
該ジャンプカーソルＣｕは検索文字列の先頭の文字の位置（かな，漢字：図９参照）ある
いは先頭の単語の位置（アルファベット：図１１参照）に表示され、ペンタッチ操作によ
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り同検索対象の文字列をなぞった場合、ジャンプカーソルＣｕはペンタッチによりなぞっ
た検索文字列の範囲に渡って表示される（図１０、図１２参照）。
【００３２】
　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。
【００３３】
　この電子辞書装置１０は、各種の記憶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。
【００３４】
　ＣＰＵ２１は、メモリ（フラッシュＲＯＭ）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憶媒体２３から記憶媒体読み書き部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Ｗｅ
ｂサーバ（この場合はプログラムサーバ）から通信制御部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。
【００３５】
　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、あるいは通信制御部２５を介して接続されるインターネットＮ上の各Ｗｅ
ｂサーバとの通信信号、あるいは記憶媒体読み書き部２４を介して外部接続されるＥＥＰ
ＲＯＭ，ＲＡＭ，ＲＯＭなどのメモリ・カード（記憶媒体）２３との接続通信信号に応じ
て起動される。
【００３６】
　前記ＣＰＵ２１には、前記メモリ２２、記憶媒体読み書き部２４、通信制御部２５、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などが接続される。
【００３７】
　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、通信制御部２５を介してインターネットＮ上の各Ｗｅ
ｂサーバ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。
【００３８】
　また、辞書情報やブック／テキストデータ等のテキスト表示だけでなく、検索文字列の
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（訳語・語義など）の読み出し表示処理、表示されたテキストの中のユーザ任意の文
字列を指定し当該指定の文字列を他の辞書にジャンプして検索するためのジャンプ検索処
理など、同メモリ２２内に記憶された辞書データベース２２ｂ～２２ｄやブック／テキス
トデータ２２ｅ，２２ｆ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。
【００３９】
　前記辞書データベース２２ｂ～２２ｄとしては、国語系辞書データベース２２ｂ、英語
系辞書データベース２２ｃ、ミニ辞書データベース２２ｄが、予めあるいはダウンロード
されて記憶される。
【００４０】
　国語系辞書データベース２２ｂには、漢字／かなの見出し語に対応付けて日本語の説明
情報が記述された［国語辞書］、漢字の見出し語に対応付けて日本語の説明情報が記述さ
れた［漢和辞書］、漢字／かな／アルファベットの見出し語に対応付けて日本語の説明情
報が記述された［百科辞典］、かなの見出し語に対応付けて日本語の説明情報が記述され
た［カタカナ語辞書］などが記憶される。
【００４１】



(8) JP 5703711 B2 2015.4.22

10

20

30

40

50

　英語系辞書データベース２２ｃには、アルファベットの見出し語に対応付けて日本語の
説明情報が記述された［英和辞書］、アルファベットの見出し語に対応付けて英語の説明
情報が記述された［英英辞書］、漢字／かなの見出し語に対応付けて英語の説明情報が記
述された［和英辞書］などが記憶される。
【００４２】
　ミニ辞書データベース２２ｄには、前記国語系辞書データベース２２ｂおよび英語系辞
書データベース２２ｃに記憶された各辞書の見出し語に対応して、当該各見出し語の説明
情報をそこに含まれる括弧内の情報などを省略し主要な情報のみに簡約化して集録した［
国語系ミニ辞書］および［英語系ミニ辞書］が記憶される。
【００４３】
　具体的に、前記［国語系ミニ辞書］には、前記各言語系辞書データベース２２ｂ，２２
ｃに記憶された漢字／かなを見出し語として有する［国語大辞典］［国語辞書］［新漢和
辞書］［百科辞典］［カタカナ語辞書］［新和英辞書］を元辞書とする各ミニ辞書が集録
される。また、前記［英語系ミニ辞書］には、同各言語系辞書データベース２２ｂ，２２
ｃに記憶されたアルファベットを見出し語として有する［百科辞典］［英和辞書］［英英
辞書］を元辞書とする各ミニ辞書が集録される。
【００４４】
　ブックデータ２２ｅとしては、英語や日本語で記述された［英語演説集］［世界文学集
］［日本文学集］などが記憶される。
【００４５】
　テキストデータ２２ｆとしては、種々のテキストデータＡ，Ｂ，…がダウンロードされ
て記憶される。
【００４６】
　また、前記メモリ２２には、ジャンプ先辞書テーブルメモリ２２ｇ、前回ジャンプ辞書
メモリ２２ｈ、ジャンプモードメモリ２２ｉ、ワークエリア(1)２２ｊ、ワークエリア(2)
２２ｋなどが確保される。
【００４７】
　図３は、前記電子辞書装置１０のメモリ２２に確保されたジャンプ先辞書テーブルメモ
リ２２ｇの内容を示す図である。
【００４８】
　ジャンプ先辞書テーブルメモリ２２ｇには、前記各言語系辞書データベース２２ｂ，２
２ｃに記憶された各辞書のそれぞれに対応付けて、当該辞書により見出し語検索可能な文
字種が記憶される。
【００４９】
　このジャンプ先辞書テーブルメモリ２２ｇに記憶されたテーブルデータに基づき、説明
情報表示画面Ｇ（図９、図１０参照）やブック／テキストビューア画面Ｇｖ（図１１～図
１３）にてジャンプカーソルＣｕにより指定された検索対象文字列の文字種に応じて見出
し語検索可能なジャンプ先辞書を識別する。
【００５０】
　図４は、前記電子辞書装置１０のメモリ２２に確保された前回ジャンプ辞書メモリ２２
ｈの内容を示す図である。
【００５１】
　前回ジャンプ辞書メモリ２２ｈには、ジャンプ検索モードにおいてジャンプ先辞書とし
て使用された辞書の辞書名が、検索対象文字列の文字種毎にジャンプ検索処理の都度、更
新されて記憶される。
【００５２】
　この前回ジャンプ辞書メモリ２２ｈに記憶された各文字種毎の辞書名に基づき、新たな
ジャンプ検索モードにおいてジャンプカーソルＣｕに指定された検索対象文字列の文字種
に対応して前回使用されたジャンプ先辞書を識別する。
【００５３】
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　ジャンプモードメモリ２２ｉには、前記ジャンプ検索モードの起動状態にてタッチパネ
ル式カラー表示部（メイン画面）１７のタッチアイコンエリア１７Ｂや手書き入力部（サ
ブ画面）１６に表示されるジャンプモードアイコンＢＪ（前回辞書アイコンＢｂ／辞書選
択アイコンＢｓ／ミニ辞書アイコンＢｍ）に応じて選択されたジャンプモードの種類が記
憶される。
【００５４】
　ワークエリア(1)２２ｊやワークエリア(2)２２ｋには、各種の辞書検索処理やジャンプ
検索を伴う情報表示処理などにおいて、一時的に保存が必要なデータが記憶される。
【００５５】
　次に、前記構成による電子辞書装置１０のジャンプ検索を伴う情報表示機能について説
明する。
【００５６】
　図５は、前記電子辞書装置１０による情報表示処理を示すフローチャート（その１）で
ある。
【００５７】
　図６は、前記電子辞書装置１０による情報表示処理を示すフローチャート（その２）で
ある。
【００５８】
　図７は、前記電子辞書装置１０による情報表示処理を示すフローチャート（その３）で
ある。
【００５９】
　図８は、前記電子辞書装置１０による情報表示処理を示すフローチャート（その４）で
ある。
【００６０】
　［説明情報表示画面Ｇからのカーソル操作に応じたジャンプ検索］
　辞書指定キー１４ｂの押下操作によりユーザ所望の辞書が指定されると（ステップＳ１
（Ｙｅｓ））、通常の辞書検索モードにセットされ（ステップＳ２）、辞書データベース
２２ｂ，２２ｃの中の指定の辞書が起動されると共に、検索文字列の入力画面がタッチパ
ネル式カラー表示部１７に表示される（ステップＳ３）。
【００６１】
　この検索文字列の入力画面において、文字入力キー１４ａの押下操作によりユーザ所望
の検索文字列が入力されて表示されると（ステップＳ４）、この入力された検索文字列と
前方一致する見出し語が前記指定の辞書から検索され、検索された見出し語が一覧にして
タッチパネル式カラー表示部１７の見出し語一覧エリアＬｍ（例えば図９（Ｃ）参照）に
表示される（ステップＳ５）。
【００６２】
　すると、前記見出し語一覧エリアＬｍに一覧表示された検索見出し語のうちカーソル操
作により指定表示ｈされた見出し語の説明情報が前記指定の辞書から読み出され、タッチ
パネル式カラー表示部１７のプレビューエリアＶｐ（例えば図９（Ｃ）参照）にプレビュ
ー表示される（ステップＳ６）。
【００６３】
　そして、ユーザによるカーソルＣｕの移動操作に応じて所望の検索見出し語が選択され
、［訳／決定］キー１４ｃ（ＫＥ）が押下（タッチ）操作されると（ステップＳ７）、当
該選択された見出し語に対応して前記指定の辞書から読み出された説明情報が、タッチパ
ネル式カラー表示部１７の全画面に展開されてなる説明情報表示画面Ｇ（例えば図９（Ａ
）参照）として表示される（ステップＳ８）。
【００６４】
　図９は、前記電子辞書装置１０の情報表示処理（説明情報表示画面Ｇからのカーソル操
作に応じた前回辞書モードでのジャンプ検索）に伴うタッチパネル式カラー表示部（メイ
ン画面）１７および手書き入力部（サブ画面）１６の表示動作を示す図である。
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【００６５】
　前記ステップＳ１～Ｓ８の辞書検索処理に従い、例えば図９（Ａ）に示すように、国語
系辞書データベース２２ｂとして記憶されている［国語大辞典］から検索された見出し語
「アカウント」に対応する説明情報表示画面Ｇがタッチパネル式カラー表示部（メイン画
面）１７に表示された状態で、その説明情報の中の任意の文字列について他の辞書へジャ
ンプして検索するために、［ジャンプ］キー１４ｆ（ＫＪ）が押下（タッチ）操作される
と（ステップＳ９（Ｙｅｓ））、通常の辞書検索モードか否か判断される（ステップＳ１
０）。
【００６６】
　ここで、通常の辞書検索モードであると判断されると（ステップＳ１０（Ｙｅｓ））、
タッチパネル式カラー表示部１７（以下「メイン画面１７」と称す）のタッチアイコンエ
リア１７Ｂおよび手書き入力部１６（以下「サブ画面１６」と称す）にジャンプモードア
イコンＢＪ（前回辞書アイコンＢｂ／辞書選択アイコンＢｓ／ミニ辞書アイコンＢｍ）が
表示され、ジャンプ検索モードに設定される（ステップＳ１１，Ｓ１２）。
【００６７】
　すると、ジャンプモードメモリ２２ｉに記憶されているジャンプ検索モード（デフォル
ト“前回辞書モード”）が読み出され、前記ジャンプモードアイコンＢＪのうちで該当す
る［前回辞書］アイコンＢｂがハイライトにより指定表示Ｈされる（ステップＳ１３）。
【００６８】
　そして、メイン画面１７に表示されているテキストの中の先頭（この場合は、説明情報
表示画面Ｇの先頭の文字「ア」）にジャンプカーソルＣｕが表示される（ステップされる
（ステップＳ１４）。
【００６９】
　ここで、前記メイン画面１７に表示されているテキストの中の二行目の検索文字列「勘
定書」について、前記“前回辞書モード”のままジャンプ検索したい場合に、図９（Ｂ）
に示すように、カーソルキー「↓」１４ｅが操作されると（ステップＳ１４ａ（Ｙｅｓ）
）、最長一致順検索モードに設定されると共に（ステップＳ１４ａ１）、前記ジャンプカ
ーソルＣｕがテキストの中の二行目の先頭の文字「勘」に移動表示される（ステップＳ１
４ａ２）。
【００７０】
　そして、前記ジャンプカーソルＣｕの表示位置から後方に一連の文字列「勘定書…」が
ジャンプ検索文字列としてワークエリア(1)２２ｊに一時保存される（ステップＳ１４ａ
３）。
【００７１】
　ここで、図９（Ｃ）に示すように、［訳／決定］キー１４ｃ（ＫＥ）が押下（タッチ）
されると（ステップＳ４７（Ｙｅｓ））、ジャンプモードメモリ２２ｉに記憶されている
ジャンプ検索モードが読み出され（ステップＳ４８）、現在のジャンプ検索モードが“前
回辞書モード”であると判断される（ステップＳ５０（Ｙｅｓ））。
【００７２】
　なお、現在のジャンプ検索モードが“前回辞書モード”ではない状態で、前記［訳／決
定］キー１４ｃ（ＫＥ）ではなく、［前回辞書］アイコンＢｂがタッチされると（ステッ
プＳ１５（Ｙｅｓ））、ジャンプ検索モードが“前回辞書モード”に設定されてジャンプ
モードメモリ２２ｉに記憶されると共に、当該［前回辞書］アイコンＢｂがハイライトに
より指定表示Ｈされる（ステップＳ１６）。
【００７３】
　すると、前記検索文字列「勘定書」の先頭の文字種（漢字）が判別され（ステップＳ１
７）、前回ジャンプ辞書メモリ２２ｈ（図４参照）に記憶されている該当の文字種（漢字
）に対応した前回のジャンプ先辞書［国語大辞典］が検知される（ステップＳ１８）。そ
して、この前回のジャンプ先辞書［国語大辞典］が今回のジャンプ先辞書に設定される（
ステップＳ１９）。
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【００７４】
　すると、通常の辞書検索モードにセットされ（ステップＳ２０）、ブック／テキストビ
ューアモードからの変更か否か判断される（ステップＳ２１）。
【００７５】
　そして、ブック／テキストビューアモードからの変更ではないと判断された後（ステッ
プＳ２１（Ｎｏ））、完全一致検索モードではない最長一致順検索モードであると判断さ
れると（ステップＳ２３（Ｎｏ））、前記今回のジャンプ先辞書に設定された［国語大辞
典］から前記検索文字列「勘定書」と最長一致する順に見出し語が検索され、この検索さ
れた見出し語の一覧がメイン画面１７の見出し語一覧エリアＬｍに表示される（ステップ
Ｓ２３ａ）。
【００７６】
　この際、前記見出し語一覧エリアＬｍに一覧表示された先頭の見出し語「かんじょう-
がき［勘定書］」が指定表示ｈされ（ステップＳ２４）、この指定表示ｈされた見出し語
「かんじょう-がき［勘定書］」に対応する説明情報が前記ジャンプ先辞書［国語大辞典
］から読み出され、メイン画面１７のプレビューエリアＶｐにプレビュー表示される（ス
テップＳ２５）。
【００７７】
　そして、ユーザによるカーソルキー１４ｅの操作に応じて所望の検索見出し語（図９（
Ｃ）では「かんじょう-がき［勘定書］」）が選択され、［訳／決定］キー１４ｃ（ＫＥ
）が押下（タッチ）操作されると（ステップＳ２６）、当該選択された見出し語「かんじ
ょう-がき［勘定書］」に対応して前記［国語大辞典］から読み出された詳細な説明情報
が、メイン画面１７の全画面に展開されてなる説明情報表示画面Ｇとして表示される（ス
テップＳ２７）。
【００７８】
　なお、前記図９（Ａ）で示したように、［ジャンプ］キー１４ｆ（ＫＪ）が押下（タッ
チ）操作され（ステップＳ９（Ｙｅｓ））、メイン画面１７のタッチアイコンエリア１７
Ｂおよびサブ画面１６にジャンプモードアイコンＢＪ（前回辞書アイコンＢｂ／辞書選択
アイコンＢｓ／ミニ辞書アイコンＢｍ）が表示された際に（ステップＳ１０～Ｓ１２）、
ジャンプモードメモリ２２ｉに記憶されているジャンプ検索モードが“辞書選択モード”
である場合は、当該ジャンプモードアイコンＢＪのうちで該当する［辞書選択］アイコン
Ｂｓがハイライトにより指定表示Ｈされる（ステップＳ１３）。
【００７９】
　そして、前記図９（Ｂ）で示したように、カーソルキー１４ｅの操作に応じて、メイン
画面１７に表示されているテキスト上のジャンプカーソルＣｕを所望の検索文字列「勘定
書」の先頭に移動表示させ、当該カーソルＣｕの位置からの一連の文字列「勘定書…」を
ジャンプ検索文字列としてワークエリア(1)２２ｊに一時保存させた後に（ステップＳ１
４～Ｓ１４ａ３）、［訳／決定］キー１４ｃ（ＫＥ）を操作すると（ステップＳ４７（Ｙ
ｅｓ））、現在のジャンプ検索モードが“辞書選択モード”と検知され（ステップＳ４８
）、“ミニ辞書モード”でも“前回辞書モード”でもないとの判断に従い（ステップＳ４
９（Ｎｏ）→Ｓ５０（Ｎｏ））、“辞書選択モード”の処理に移行される（ステップＳ３
０～）。
【００８０】
　また、“前回辞書モード”か“ミニ辞書モード”に設定されている状態で、前記図９（
Ｂ）で示したように、カーソルキー１４ｅの操作に応じて、メイン画面１７に表示されて
いるテキスト上のジャンプカーソルＣｕを所望の検索文字列「勘定書」の先頭に移動表示
させ、当該カーソルＣｕの位置からの一連の文字列「勘定書…」をジャンプ検索文字列と
してワークエリア(1)２２ｊに一時保存させた後に（ステップＳ１４～Ｓ１４ａ３）、任
意の辞書をジャンプ先辞書として選択すべく［辞書選択］アイコンＢｓをタッチすると（
ステップＳ２８（Ｙｅｓ））、ジャンプ検索モードが“辞書選択モード”に設定されてジ
ャンプモードメモリ２２ｉに記憶されると共に、当該［辞書選択］アイコンＢｓがハイラ
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イトにより指定表示Ｈされ（ステップＳ２９）、前記同様に“辞書選択モード”の処理に
移行される（ステップＳ３０～）。
【００８１】
　すると、前記検索文字列「勘定書」の先頭の文字種（漢字）が判別され（ステップＳ３
０）、ジャンプ先辞書テーブルメモリ２２ｇに記憶されているテーブルデータ（図３参照
）に基づき、前記判別された文字種（漢字）に対応する検索可能辞書の一覧が読み出され
、説明情報表示画面Ｇ上に開いたジャンプ先辞書一覧エリア（図示せず）に表示される（
ステップＳ３１）。
【００８２】
　この際、前回ジャンプ辞書メモリ２２ｈ（図４参照）に記憶されている該当の文字種（
漢字）に対応した前回のジャンプ先辞書が指定の辞書に設定され、カーソルＣｕにより指
定表示される（ステップＳ３２）。
【００８３】
　そして、前記ジャンプ先辞書一覧エリア（図示せず）において、ユーザ操作に応じてカ
ーソルＣｕを移動させ、所望のジャンプ先辞書（例えば［国語大辞典］）が選択されて［
訳／決定］キー１４ｃ（ＫＥ）が押下（タッチ）されると（ステップＳ３３）、当該選択
された辞書名［国語大辞典］が前回ジャンプ辞書メモリ２２ｈ（図４参照）における前記
検索文字列「勘定書」の判別文字種（漢字）に対応付けられて登録される（ステップＳ３
４）。
【００８４】
　すると、前記選択されたジャンプ先辞書［国語大辞典］から前記検索文字列「勘定書」
に対応する見出し語が最長一致順に検索され（ステップＳ２０，Ｓ２１（Ｎｏ）→Ｓ２３
（Ｎｏ）→Ｓ２３ａ）、この検索された見出し語の一覧が、図９（Ｃ）で示したように、
メイン画面１７の見出し語一覧エリアＬｍに表示される（ステップＳ２３ａ）。
【００８５】
　この際、前記見出し語一覧エリアＬｍに一覧表示された先頭の見出し語「かんじょう-
がき［勘定書］」が指定表示ｈされ（ステップＳ２４）、この指定表示ｈされた見出し語
「かんじょう-がき［勘定書］」に対応する説明情報が前記ジャンプ先辞書［国語大辞典
］から読み出され、メイン画面１７のプレビューエリアＶｐにプレビュー表示される（ス
テップＳ２５）。
【００８６】
　そして、ユーザによるカーソルキー１４ｅの操作に応じて所望の検索見出し語（図９（
Ｃ）では「かんじょう-がき［勘定書］」）が選択され、［訳／決定］キー１４ｃ（ＫＥ
）が押下（タッチ）操作されると（ステップＳ２６）、当該選択された見出し語「かんじ
ょう-がき［勘定書］」に対応して前記［国語大辞典］から読み出された詳細な説明情報
が、メイン画面１７の全画面に展開されてなる説明情報表示画面Ｇとして表示される（ス
テップＳ２７）。
【００８７】
　このように、メイン画面１７に表示された説明情報表示画面Ｇ（テキスト）の中の所望
の検索文字列「勘定書」について、“前回辞書モード”（または“辞書選択モード”）を
設定し、カーソルキー１４ｅの操作により当該検索文字列の先頭文字「勘」に合わせてジ
ャンプカーソルＣｕを移動表示させ、「訳／決定」キー１４ｃを操作すると、同検索文字
列の文字種に応じて前回のジャンプ検索処理で使用されたジャンプ先辞書（またはユーザ
選択されたジャンプ先辞書）「国語大辞典」から当該検索文字列「勘定書」と最長一致す
る見出し語の順に各見出し語が検索されて見出し語一覧エリアＬｍに一覧表示される。そ
して、この見出し語一覧エリアＬｍから所望の見出し語「かんじょう-がき［勘定書］」
を選択して指定表示ｈさせ、「訳／決定」キー１４ｃを操作すると、当該検索見出し語「
かんじょう-がき［勘定書］」の詳細な説明情報が、前記ジャンプ先辞書「国語大辞典」
から読み出され、新たな説明情報表示画面Ｇとして表示される。
【００８８】
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　このため、表示されているテキスト中の語句（検索文字列）の詳細な意味内容を前回の
ジャンプ検索処理と同じようにして知りたいときやユーザにより選択した辞書から知りた
いときなど、“前回辞書モード”や“辞書選択モード”を設定し、当該語句の先頭にジャ
ンプカーソルＣｕを移動表示させて「訳／決定」キー１４ｃを操作するだけで、当該語句
が行中に存在する場合には勿論、行間に跨って存在する場合には特に、操作性よく快適に
ジャンプ検索を行うことができる。
【００８９】
　［説明情報表示画面Ｇからのペンタッチ操作に応じたジャンプ検索］
　図１０は、前記電子辞書装置１０の情報表示処理（説明情報表示画面Ｇからのペンタッ
チ操作に応じた前回辞書モードでのジャンプ検索）に伴うタッチパネル式カラー表示部（
メイン画面）１７および手書き入力部（サブ画面）１６の表示動作を示す図である。
【００９０】
　前記ステップＳ１～Ｓ８の辞書検索処理に従い、例えば図１０（Ａ）に示すように、国
語系辞書データベース２２ｂとして記憶されている［国語大辞典］から検索された見出し
語「アカウント」に対応する説明情報表示画面Ｇがメイン画面１７に表示された状態で、
その説明情報の中の任意の文字列について他の辞書へジャンプして検索するために、［ジ
ャンプ］キー１４ｆ（ＫＪ）が押下（タッチ）操作されると（ステップＳ９（Ｙｅｓ））
、通常の辞書検索モードか否か判断される（ステップＳ１０）。
【００９１】
　ここで、通常の辞書検索モードであると判断されると（ステップＳ１０（Ｙｅｓ））、
メイン画面１７のタッチアイコンエリア１７Ｂおよびサブ画面１６にジャンプモードアイ
コンＢＪ（前回辞書アイコンＢｂ／辞書選択アイコンＢｓ／ミニ辞書アイコンＢｍ）が表
示され、ジャンプ検索モードに設定される（ステップＳ１１，Ｓ１２）。
【００９２】
　すると、ジャンプモードメモリ２２ｉに記憶されているジャンプ検索モード（デフォル
ト“前回辞書モード”）が読み出され、前記ジャンプモードアイコンＢＪのうちで該当す
る［前回辞書］アイコンＢｂがハイライトにより指定表示Ｈされる（ステップＳ１３）。
【００９３】
　そして、メイン画面１７に表示されているテキストの中の先頭（この場合は、説明情報
表示画面Ｇの先頭の文字「ア」）にジャンプカーソルＣｕが表示される（ステップされる
（ステップＳ１４）。
【００９４】
　ここで、前記メイン画面１７に表示されているテキストの中の二行目の検索文字列「勘
定書」について、前記“前回辞書モード”のままジャンプ検索したい場合に、図１０（Ｂ
）および図１０（Ｃ）の矢印ａに示すように、当該検索文字列「勘定書」の範囲がタッチ
ペンＰによりタッチ操作され同範囲に渡ってジャンプカーソルＣｕが表示されると（ステ
ップＳ１４ｂ（Ｙｅｓ））、完全一致検索モードに設定されると共に（ステップＳ１４ｂ
１）、前記ペンタッチされた一連の文字列「勘定書」がジャンプ検索文字列としてワーク
エリア(1)２２ｊに一時保存される（ステップＳ１４ａ２）。
【００９５】
　そして、図１０（Ｄ）に示すように、前記メイン画面１７からタッチペンＰが離される
と（ステップＳ１４ｂ３（Ｙｅｓ））、ジャンプモードメモリ２２ｉに記憶されているジ
ャンプ検索モードが読み出され（ステップＳ４８）、現在のジャンプ検索モードが“前回
辞書モード”であると判断される（ステップＳ５０（Ｙｅｓ））。
【００９６】
　すると、前記検索文字列「勘定書」の先頭の文字種（漢字）が判別され（ステップＳ１
７）、前回ジャンプ辞書メモリ２２ｈ（図４参照）に記憶されている該当の文字種（漢字
）に対応した前回のジャンプ先辞書［国語大辞典］が検知される（ステップＳ１８）。そ
して、この前回のジャンプ先辞書［国語大辞典］が今回のジャンプ先辞書に設定される（
ステップＳ１９）。
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【００９７】
　すると、通常の辞書検索モードにセットされ（ステップＳ２０）、ブック／テキストビ
ューアモードからの変更か否か判断される（ステップＳ２１）。
【００９８】
　そして、ブック／テキストビューアモードからの変更ではないと判断された後（ステッ
プＳ２１（Ｎｏ））、完全一致検索モードであると判断されると（ステップＳ２３（Ｙｅ
ｓ））、前記今回のジャンプ先辞書に設定された［国語大辞典］から前記検索文字列「勘
定書」と完全一致する見出し語が検索され、この検索された見出し語の一覧がメイン画面
１７の見出し語一覧エリアＬｍに表示される（ステップＳ２３ｂ）。
【００９９】
　この際、前記見出し語一覧エリアＬｍに一覧表示された先頭の見出し語「かんじょう-
がき［勘定書］」が指定表示ｈされ（ステップＳ２４）、この指定表示された見出し語「
かんじょう-がき［勘定書］」に対応する説明情報が前記ジャンプ先辞書［国語大辞典］
から読み出され、メイン画面１７のプレビューエリアＶｐにプレビュー表示される（ステ
ップＳ２５）。
【０１００】
　そして、ユーザによるカーソルキー１４ｅの操作に応じて所望の検索見出し語（図１０
（Ｄ）では「かんじょう-がき［勘定書］」）が選択され、［訳／決定］キー１４ｃ（Ｋ
Ｅ）が押下（タッチ）操作されると（ステップＳ２６）、当該選択された見出し語「かん
じょう-がき［勘定書］」に対応して前記［国語大辞典］から読み出された詳細な説明情
報が、メイン画面１７の全画面に展開されてなる説明情報表示画面Ｇとして表示される（
ステップＳ２７）。
【０１０１】
　なお、前記図１０（Ａ）で示したように、［ジャンプ］キー１４ｆ（ＫＪ）が押下（タ
ッチ）操作され（ステップＳ９（Ｙｅｓ））、メイン画面１７のタッチアイコンエリア１
７Ｂおよびサブ画面１６にジャンプモードアイコンＢＪが表示された際に（ステップＳ１
０～Ｓ１２）、ジャンプモードメモリ２２ｉに記憶されているジャンプ検索モードが“辞
書選択モード”である場合は、当該ジャンプモードアイコンＢＪのうちで該当する［辞書
選択］アイコンＢｓがハイライトにより指定表示Ｈされる（ステップＳ１３）。
【０１０２】
　そして、前記図１０（Ｂ）および図１０（Ｃ）の矢印ａで示したように、ペンタッチ操
作に応じて、メイン画面１７に表示されているテキスト上の所望の検索文字列「勘定書」
の範囲にジャンプカーソルＣｕを表示させ、当該ペンタッチ操作した一連の文字列「勘定
書」をジャンプ検索文字列としてワークエリア(1)２２ｊに一時保存させた後に（ステッ
プＳ１４～Ｓ１４ｂ２）、ベンタッチを離すと（ステップＳ１４ｂ３（Ｙｅｓ））、現在
のジャンプ検索モードが“辞書選択モード”と検知され（ステップＳ４８）、“ミニ辞書
モード”でも“前回辞書モード”でもないとの判断に従い（ステップＳ４９（Ｎｏ）→Ｓ
５０（Ｎｏ））、“辞書選択モード”の処理に移行される（ステップＳ３０～）。
【０１０３】
　すると、前記検索文字列「勘定書」の先頭の文字種（漢字）が判別され（ステップＳ３
０）、ジャンプ先辞書テーブルメモリ２２ｇに記憶されているテーブルデータ（図３参照
）に基づき、前記判別された文字種（漢字）に対応する検索可能辞書の一覧が読み出され
、説明情報表示画面Ｇ上に開いたジャンプ先辞書一覧エリア（図示せず）に表示される（
ステップＳ３１）。
【０１０４】
　この際、前回ジャンプ辞書メモリ２２ｈ（図４参照）に記憶されている該当の文字種（
漢字）に対応した前回のジャンプ先辞書が指定の辞書に設定され、カーソルＣｕにより指
定表示される（ステップＳ３２）。
【０１０５】
　そして、前記ジャンプ先辞書一覧エリア（図示せず）において、ユーザ操作に応じてカ
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ーソルＣｕを移動させ、所望のジャンプ先辞書（例えば［国語大辞典］）が選択されて［
訳／決定］キー１４ｃ（ＫＥ）が押下（タッチ）されると（ステップＳ３３）、当該選択
された辞書名［国語大辞典］が前回ジャンプ辞書メモリ２２ｈ（図４参照）における前記
検索文字列「勘定書」の判別文字種（漢字）に対応付けられて登録される（ステップＳ３
４）。
【０１０６】
　すると、前記選択されたジャンプ先辞書［国語大辞典］から前記検索文字列「勘定書」
に完全一致する見出し語が検索され（ステップＳ２０，Ｓ２１（Ｎｏ）→Ｓ２３（Ｙｅｓ
）→Ｓ２３ｂ）、この検索された見出し語の一覧が、図１０（Ｄ）で示したように、メイ
ン画面１７の見出し語一覧エリアＬｍに表示される（ステップＳ２３ｂ）。
【０１０７】
　この際、前記見出し語一覧エリアＬｍに一覧表示された先頭の見出し語「かんじょう-
がき［勘定書］」が指定表示ｈされ（ステップＳ２４）、この指定表示ｈされた見出し語
「かんじょう-がき［勘定書］」に対応する説明情報が前記ジャンプ先辞書［国語大辞典
］から読み出され、メイン画面１７のプレビューエリアＶｐにプレビュー表示される（ス
テップＳ２５）。
【０１０８】
　そして、ユーザによるカーソルキー１４ｅの操作に応じて所望の検索見出し語（図１０
（Ｄ）では「かんじょう-がき［勘定書］」）が選択され、［訳／決定］キー１４ｃ（Ｋ
Ｅ）が押下（タッチ）操作されると（ステップＳ２６）、当該選択された見出し語「かん
じょう-がき［勘定書］」に対応して前記［国語大辞典］から読み出された詳細な説明情
報が、メイン画面１７の全画面に展開されてなる説明情報表示画面Ｇとして表示される（
ステップＳ２７）。
【０１０９】
　このように、メイン画面１７に表示された説明情報表示画面Ｇ（テキスト）の中の所望
の検索文字列「勘定書」について、“前回辞書モード”（または“辞書選択モード”）を
設定し、ペンタッチ操作により当該検索文字列「勘定書」の範囲に合わせてジャンプカー
ソルＣｕを表示させ、ペンタッチを離すと、同検索文字列の文字種に応じて前回のジャン
プ検索処理で使用されたジャンプ先辞書（またはユーザ選択されたジャンプ先辞書）「国
語大辞典」から当該検索文字列「勘定書」に完全一致する見出し語が検索されて見出し語
一覧エリアＬｍに一覧表示される。そして、この見出し語一覧エリアＬｍから所望の見出
し語「かんじょう-がき［勘定書］」を選択して指定表示ｈさせ、「訳／決定」キー１４
ｃを操作すると、当該検索見出し語「かんじょう-がき［勘定書］」の詳細な説明情報が
、前記ジャンプ先辞書「国語大辞典」から読み出され、新たな説明情報表示画面Ｇとして
表示される。
【０１１０】
　このため、表示されているテキスト中の語句（検索文字列）の詳細な意味内容を前回の
ジャンプ検索処理と同じようにして知りたいときやユーザにより選択した辞書から知りた
いときなど、“前回辞書モード”や“辞書選択モード”を設定し、当該語句の範囲をペン
タッチ操作してジャンプカーソルＣｕを表示させ、そのペンタッチを離すだけで、当該語
句が行間に存在する場合には勿論、行中に存在する場合には特に、操作性よく快適にジャ
ンプ検索を行うことができる。
【０１１１】
　なお、前記図９で示したように、キー操作に応じてジャンプカーソルＣｕを検索文字列
の先頭に表示させ、当該検索文字列との最長一致順検索モードにしてジャンプ検索する場
合、および前記図１０で示したように、ペンタッチ操作に応じてジャンプカーソルＣｕを
検索文字列の範囲に表示させ、当該検索文字列との完全一致検索モードにしてジャンプ検
索する場合の何れにおいても、前記ジャンプモードアイコンＢＪのミニ辞書アイコンＢｍ
をタッチ操作して“ミニ辞書モード”を設定し、ジャンプ検索可能であるのは勿論である
。
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【０１１２】
　この“ミニ辞書モード”でのジャンプ検索処理は、前記検索文字列がカーソル操作また
はペンタッチ操作により指定される前に、予め“ミニ辞書モード”が設定されていた場合
には、ステップＳ４８，Ｓ４９（Ｙｅｓ）の処理を経由してステップＳ３７～Ｓ４６によ
る“ミニ辞書モード”の処理に移行し、また、前記検索文字列がカーソル操作またはペン
タッチ操作により指定された後に、“ミニ辞書モード”が設定された場合には、ステップ
Ｓ３５（Ｙｅｓ），Ｓ３６の処理を経由して同ステップＳ３７～Ｓ４６による“ミニ辞書
モード”の処理に移行する。
【０１１３】
　以下に、“ミニ辞書モード”でのジャンプ検索処理について詳述する。
【０１１４】
　［ブック／テキストビューワ画面Ｇｖからのカーソル操作とペンタッチ操作に応じたミ
ニ辞書モードでのジャンプ検索］
　辞書指定キー１４ｂの中の［メニュー］キーの操作に応じてメイン画面１７に表示され
るメニュー画面において、ブック／テキストビューア機能がユーザにより選択されると（
ステップＳ５１（Ｙｅｓ））、ブック／テキストデータ２２ｅ，２２ｆとして記憶されて
いる各種のブックデータやテキストデータの一覧がメイン画面１７に表示される（ステッ
プＳ５２）。
【０１１５】
　このブック／テキストデータの一覧画面において、ユーザが閲覧したいブック／テキス
トデータ（例えば、テキストデータ［Ｍａｙ　Ｄａｙ］）が選択されると（ステップＳ５
３）、ブック／テキストビューアモードにセットされる（ステップＳ５４）。
【０１１６】
　そして、前記選択されたブックデータ［Ｍａｙ　Ｄａｙ］がメモリ２２から読み出され
、メイン画面１７の全画面に展開したブック／テキストビューア画面Ｇｖ（図１１（Ａ）
参照）として表示される（ステップＳ５５）。
【０１１７】
　このブック／テキストビューア画面Ｇｖの表示状態にあっても、前記通常の辞書検索に
伴う説明情報表示画面Ｇからのジャンプ検索と同様に、サブ画面１６に対して、［前回辞
書］アイコンＢｂ、［辞書選択］アイコンＢｓ、［ミニ辞書］アイコンＢｍからなるジャ
ンプモードアイコンＢＪが表示される（ステップＳ１０（Ｎｏ）→Ｓ１２）。
【０１１８】
　そして、ブック／テキストビューア画面Ｇｖ内で任意の検索文字列をカーソル操作また
はペンタッチ操作により指定してジャンプカーソルＣｕを表示させ、“前回辞書モード”
または“辞書選択モード”または“ミニ辞書モード”を選択することで、前記説明情報表
示画面Ｇからと同様のジャンプ検索処理を実行できる（ステップＳ９～Ｓ５０）。
【０１１９】
　図１１は、前記電子辞書装置１０の情報表示処理（ブック／テキストビューワ画面Ｇｖ
からのカーソル操作とペンタッチ操作に応じたミニ辞書モードでのジャンプ検索）に伴う
タッチパネル式カラー表示部（メイン画面）１７および手書き入力部（サブ画面）１６の
表示動作（その１）を示す図である。
【０１２０】
　図１１（Ａ）に示すように、ブック／テキストビューア画面Ｇｖによるテキストデータ
［Ｍａｙ　Ｄａｙ］の表示状態において、そのテキストデータの中の任意の文字列につい
て辞書へジャンプして検索するために、［ジャンプ］キー１４ｆ（ＫＪ）が押下（タッチ
）操作されると（ステップＳ９（Ｙｅｓ））、通常の辞書検索モードか否か判断される（
ステップＳ１０）。
【０１２１】
　ここで、現在はブック／テキストビューアモードにセットされているので、通常の辞書
検索モードでないと判断されると（ステップＳ１０（Ｎｏ））、サブ画面１６にだけジャ
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ンプモードアイコンＢＪが表示され、ジャンプ検索モードに設定される（ステップＳ１２
）。
【０１２２】
　すると、ジャンプモードメモリ２２ｉに記憶されているジャンプ検索モード（例えば“
辞書選択モード”）が読み出され、前記ジャンプモードアイコンＢＪのうちで該当する［
辞書選択］アイコンＢｓがハイライトにより指定表示Ｈされる（ステップＳ１３）。
【０１２３】
　そして、メイン画面１７に表示されているテキストの中の先頭（この場合は、ブック／
テキストビューア画面Ｇｖの先頭の単語「International」）にジャンプカーソルＣｕが
表示される（ステップＳ１４）。
【０１２４】
　この際、前記ジャンプカーソルＣｕをキー操作に応じて移動可能な状態となり、最長一
致順検索モードに設定されると共に（ステップＳ１４ａ（Ｙｅｓ）→Ｓ１４ａ１）、当該
ジャンプカーソルＣｕの表示位置から後方に一連の文字列（この場合は「International
…」）がジャンプ検索文字列としてワークエリア(1)２２ｊに一時保存される（ステップ
Ｓ１４ａ２，Ｓ１４ａ３）。
【０１２５】
　ここで、前記ジャンプカーソルＣｕにより指定された検索文字列「International」の
簡単な意味内容だけ知りたい場合に、［ミニ辞書］アイコンＢｍがタッチされると（ステ
ップＳ３５（Ｙｅｓ））、ジャンプ検索モードが“ミニ辞書モード”に設定されてジャン
プモードメモリ２２ｉに記憶されると共に、当該［ミニ辞書］アイコンＢｍがハイライト
により指定表示Ｈされる（ステップＳ３６）。
【０１２６】
　すると、前記検索文字列「International」の先頭の文字種がアルファベットであると
判断され（ステップＳ３７，Ｓ３８（Ｙｅｓ））、ミニ辞書データベース２２ｄに記憶さ
れている［英語系ミニ辞書］がジャンプ先辞書として指定される（ステップＳ３９）。
【０１２７】
　そして、完全一致検索モードではない最長一致順検索モードであると判断されると（ス
テップＳ４１（Ｎｏ））、前記今回のジャンプ先辞書に指定された［英語系ミニ辞書］か
ら前記検索文字列「International…」と最長一致する順に見出し語が検索され、この最
長一致順で検索された先頭の見出し語に対応する説明情報が読み出される（ステップＳ４
１ａ）。
【０１２８】
　すると、図１１（Ｂ）に示すように、前記［英語系ミニ辞書］から読み出された簡約説
明情報Ｍがサブ画面１６に表示される（ステップＳ４２）。
【０１２９】
　なお、前記サブ画面１６に表示された簡約説明情報Ｍの右端には、表示情報をスクロー
ルさせるための［スクロール］ボタン［↑］Ｒｕ，［↓］Ｒｄ、前記見出し語検索された
次候補の見出し語に対応する簡約説明情報Ｍを読み出して表示させるための［別候補］ボ
タンＮが併せて表示される。
【０１３０】
　このように、メイン画面１７に表示されたブック／テキストビューア画面Ｇｖ内でジャ
ンプカーソルＣｕにより指定した所望の検索文字列について、サブ画面１６に表示された
ジャンプモードアイコンＢＪの［ミニ辞書］アイコンＢｍを指定することで、当該検索文
字列と一致する見出し語の簡約説明情報Ｍがミニ辞書データベース２２ｄに記憶されてい
る簡約化された辞書から読み出され、前記サブ画面１６に前記ジャンプモードアイコンＢ
Ｊと入れ替えられて表示される。このため、表示閲覧中のブックデータやテキストデータ
に使われている語句の意味内容を簡単に知りたい場合など、ブック／テキストビューア画
面Ｇｖの表示領域を最大限維持したままの状態で、非常に操作性よく快適にジャンプ検索
することができる。
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【０１３１】
　続いて、［戻る／リスト］キー１４ｄが押下（タッチ）操作されると（ステップＳ４６
（Ｙｅｓ））、前記図１１（Ａ）で示したように、ジャンプカーソルＣｕにより現在の検
索文字列「International」が指定されたままのブック／テキストビューア画面Ｇｖ（メ
イン画面１７）および前記ジャンプモードアイコンＢＪ（サブ画面１６）の表示状態に戻
る（ステップＳ１４）。
【０１３２】
　この際、ジャンプ検索モードは、ジャンプモードメモリ２２ｉに記憶されている“ミニ
辞書モード”のまま維持される。
【０１３３】
　そして、図１１（Ｃ）に示すように、前記ブック／テキストビューア画面Ｇｖの中でカ
ーソルキー［→］１４ｅの操作によりジャンプカーソルＣｕを移動表示させ、次にジャン
プ検索したい行間に跨った文字列「May Day」の先頭「May」を指定すると、ジャンプ検索
モードが最長一致順検索モードに設定されると共に、ジャンプカーソルＣｕの位置から後
方の一連の文字列「May Day…」がジャンプ検索文字列としてワークエリア(1)２２ｊに一
時保存される（ステップＳ１４ａ～Ｓ１４ａ３）。
【０１３４】
　ここで、前記“ミニ辞書モード”のままジャンプ検索したい場合に、図１１（Ｄ）に示
すように、［訳／決定］キー１４ｃ（ＫＥ）が押下（タッチ）されると（ステップＳ４７
（Ｙｅｓ））、ジャンプモードメモリ２２ｉに記憶されているジャンプ検索モードが読み
出され（ステップＳ４８）、現在のジャンプ検索モードが“ミニ辞書モード”であると判
断される（ステップＳ４９（Ｙｅｓ））。
【０１３５】
　すると、前記ワークエリア(1)２２ｊに一時保存された一連の文字列「May Day…」の先
頭の文字種がアルファベットであると判断され（ステップＳ３７，Ｓ３８（Ｙｅｓ））、
ミニ辞書データベース２２ｄに記憶されている［英語系ミニ辞書］がジャンプ先辞書とし
て指定される（ステップＳ３９）。
【０１３６】
　そして、ジャンプ検索モードが“ミニ辞書モード”であって、完全一致検索モードでは
ない最長一致順検索モードであると判断されると（ステップＳ４１（Ｎｏ））、前記今回
のジャンプ先辞書に指定された［英語系ミニ辞書］から前記検索文字列「May Day…」と
最長一致する順に見出し語が検索され、この最長一致順で検索された先頭の見出し語に対
応する説明情報が読み出される（ステップＳ４１ａ）。
【０１３７】
　すると、同図１１（Ｄ）に示すように、前記［英語系ミニ辞書］から最長一致で読み出
された先頭の見出し語「May Day」の簡約説明情報Ｍがサブ画面１６に表示される（ステ
ップＳ４２）。
【０１３８】
　このように、メイン画面１７に表示されたテキスト上で、カーソルキー１４ｅを操作し
てジャンプカーソルＣｕを移動表示させ、所望の検索文字列「May Day」の先頭の単語「M
ay」を指定すると、当該指定の単語以降の文字列「May Day…」について、ジャンプ先の
辞書から最長一致する見出し語「May Day」が検索され、その説明情報が表示されるので
、複数単語の組み合わせからなる検索文字列が行中に存在する場合には勿論、行間に跨っ
て存在する場合には特に、操作性よく快適にジャンプ検索を行うことができる。
【０１３９】
　図１２は、前記電子辞書装置１０の情報表示処理（ブック／テキストビューワ画面Ｇｖ
からのカーソル操作とペンタッチ操作に応じたミニ辞書モードでのジャンプ検索）に伴う
タッチパネル式カラー表示部（メイン画面）１７および手書き入力部（サブ画面）１６の
表示動作（その２）を示す図である。
【０１４０】
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　前記図１１（Ｄ）で示したように、ブック／テキストビューア画面Ｇｖ（メイン画面１
７）における所望の検索文字列「May Day」の先頭の単語「May」が、カーソルキー１４ｅ
の操作に応じたジャンプカーソルＣｕにより指定され、“ミニ辞書モード”での最長一致
検索によるジャンプ検索処理が実行された状態で、引き続き、図１２（Ｅ）の矢印ａに示
すように、メイン画面１７内で所望の検索文字列「celebration」がタッチペンＰにより
なぞられてジャンプカーソルＣｕにより指定されると（ステップＳ４３ｂ（Ｙｅｓ）→Ｓ
１４，Ｓ１４ｂ）、ジャンプ検索モードが完全一致検索モードに設定されると共に（ステ
ップｓ１４ｂ１）、前記指定された文字列「celebration」がジャンプ検索文字列として
ワークエリア(1)２２ｊに一時保存される（ステップＳ１４ｂ２）。
【０１４１】
　そして、前記メイン画面１７の文字列「celebration」に対するペンタッチが離される
と（ステップＳ１４ｂ３（Ｙｅｓ））、ジャンプモードメモリ２２ｉに記憶されているジ
ャンプ検索モードが読み出され（ステップＳ４８）、現在のジャンプ検索モードが“ミニ
辞書モード”であると判断される（ステップＳ４９（Ｙｅｓ））。
【０１４２】
　すると、前記ワークエリア(1)２２ｊに一時保存された検索文字列「celebration」の先
頭の文字種がアルファベットであると判断され（ステップＳ３７，Ｓ３８（Ｙｅｓ））、
ミニ辞書データベース２２ｄに記憶されている［英語系ミニ辞書］がジャンプ先辞書とし
て指定される（ステップＳ３９）。
【０１４３】
　そして、ジャンプ検索モードが“ミニ辞書モード”であって、完全一致検索モードであ
ると判断されると（ステップＳ４１（Ｙｅｓ））、前記今回のジャンプ先辞書に指定され
た［英語系ミニ辞書］から前記検索文字列「celebration」と完全一致する見出し語が検
索され、この完全一致で検索された先頭の見出し語に対応する説明情報が読み出される（
ステップＳ４１ｂ）。
【０１４４】
　すると、同図１２（Ｅ）に示すように、前記［英語系ミニ辞書］から完全一致で読み出
された先頭の見出し語「celebration」の簡約説明情報Ｍがサブ画面１６に表示される（
ステップＳ４２）。
【０１４５】
　このように、メイン画面１７に表示されたテキスト上で、ペンタッチ操作して所望の検
索文字列「celebration」の範囲にジャンプカーソルＣｕを指定表示させると、当該ペン
タッチされた範囲の文字列「celebration」について、ジャンプ先の辞書から完全一致す
る見出し語「celebration」が検索され、その説明情報が表示されるので、当該検索文字
列が行間に存在する場合には勿論、行中に存在する場合には特に、操作性よく快適にジャ
ンプ検索を行うことができる。
【０１４６】
　この後引き続き、図１２（Ｆ）および図１２（Ｇ）の矢印ａに示すように、前記ブック
／テキストビューア画面Ｇｖ（メイン画面１７）における複数単語からなる文字列「labo
r movement」の範囲がタッチペンＰによりタッチ操作され同範囲に渡ってジャンプカーソ
ルＣｕが表示されると（ステップＳ４３ｂ（Ｙｅｓ）→Ｓ１４，Ｓ１４ｂ）、完全一致検
索モードに設定されると共に（ステップＳ１４ｂ１）、前記ペンタッチされた一連の文字
列「labor movement」がジャンプ検索文字列としてワークエリア(1)２２ｊに一時保存さ
れる（ステップＳ１４ａ２）。
【０１４７】
　そして、前記メイン画面１７からタッチペンＰが離されると（ステップＳ１４ｂ３（Ｙ
ｅｓ））、ジャンプモードメモリ２２ｉに記憶されているジャンプ検索モードが読み出さ
れ（ステップＳ４８）、現在のジャンプ検索モードが“ミニ辞書モード”であると判断さ
れる（ステップＳ４９（Ｙｅｓ））。
【０１４８】
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　すると、前回の“ミニ辞書モード”での完全一致モードによるジャンプ検索処理と同様
に、前記検索文字列「labor movement」の文字種がアルファベットであると判断され（ス
テップＳ３７，Ｓ３８（Ｙｅｓ））、ミニ辞書データベース２２ｄに記憶されている［英
語系ミニ辞書］がジャンプ先辞書として指定される（ステップＳ３９）。
【０１４９】
　そして、ジャンプ検索モードが“ミニ辞書モード”であって、完全一致検索モードであ
ると判断されると（ステップＳ４１（Ｙｅｓ））、前記今回のジャンプ先辞書に指定され
た［英語系ミニ辞書］から前記検索文字列「labor movement」と完全一致する見出し語が
検索され、この完全一致で検索された先頭の見出し語に対応する説明情報が読み出される
（ステップＳ４１ｂ）。
【０１５０】
　すると、同図１２（Ｇ）に示すように、前記［英語系ミニ辞書］から完全一致で読み出
された先頭の見出し語「labor movement」の簡約説明情報Ｍがサブ画面１６に表示される
（ステップＳ４２）。
【０１５１】
　このように、メイン画面１７に表示されたテキスト上で、ペンタッチ操作して複数単語
からなる検索文字列「labor movement」の範囲にジャンプカーソルＣｕを指定表示させる
と、当該ペンタッチされた範囲の文字列「labor movement」について、ジャンプ先の辞書
から完全一致する見出し語「labor movement」が検索され、その説明情報が表示されるの
で、当該検索文字列が行中に存在する場合には特に、操作性よく快適にジャンプ検索を行
うことができる。
【０１５２】
　しかも、このような“ミニ辞書モード”での完全一致検索モードでは、メイン画面１７
に表示されているテキストの中の所望の検索文字列の範囲がペンタッチ操作によりなぞら
れてジャンプカーソルＣｕにより指定される毎に、当該指定された範囲の検索文字列と完
全一致する見出し語が同検索文字列の先頭の文字種に応じた［英語系ミニ辞書］または［
国語系ミニ辞書］から検索され、その簡約説明情報Ｍがサブ画面１６に表示される。この
ため、メイン画面１７に表示されているテキストの中で簡単な意味内容を知りたい様々な
語句をタッチペンＰにより次々に指定して、その簡約説明情報Ｍをサブ画面１６で見るこ
とができる。
【０１５３】
　図１３は、前記電子辞書装置１０の情報表示処理（ブック／テキストビューワ画面Ｇｖ
からのカーソル操作とペンタッチ操作に応じたミニ辞書モードでのジャンプ検索）に伴う
タッチパネル式カラー表示部（メイン画面）１７および手書き入力部（サブ画面）１６の
表示動作（その３）を示す図である。
【０１５４】
　前記図１２（Ｆ）（Ｇ）で示したように、“ミニ辞書モード”において、メイン画面１
７内のテキストにおける検索文字列「labor movement」をジャンプカーソルＣｕにより指
定してジャンプ検索した後に、［戻る／リスト］キー１４ｄが操作されるか（ステップＳ
４６（Ｙｅｓ））、または、図１３（Ｈ）に示すように、同メイン画面１７内のブック／
テキストビューワ画面Ｇｖ以外の領域がペンタッチ操作されると（ステップＳ４３ｂ（Ｙ
ｅｓ））、直前のメイン画面１７（図１２（Ｆ）（Ｇ）参照）上で最初にペンタッチされ
て指定された文字列「labor」に再びジャンプカーソルＣｕが表示された状態に戻る（ス
テップＳ１４）。
【０１５５】
　ここで、図１３（Ｉ）に示すように、カーソルキー［→］１４ｅを操作して前記ジャン
プカーソルＣｕを所望の検索文字列「労働運動」の先頭の文字「労」まで移動させて表示
させると、ジャンプ検索モードが最長一致順検索モードに設定されると共に、ジャンプカ
ーソルＣｕの位置から後方の一連の文字列「労働運動…」がジャンプ検索文字列としてワ
ークエリア(1)２２ｊに一時保存される（ステップＳ１４ａ～Ｓ１４ａ３）。
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【０１５６】
　そして、［訳／決定］キー１４ｃ（ＫＥ）が押下（タッチ）されると（ステップＳ４７
（Ｙｅｓ））、ジャンプモードメモリ２２ｉに記憶されているジャンプ検索モードが読み
出され（ステップＳ４８）、現在のジャンプ検索モードが“ミニ辞書モード”であると判
断される（ステップＳ４９（Ｙｅｓ））。
【０１５７】
　すると、前記ワークエリア(1)２２ｊに一時保存された一連の文字列「労働運動…」の
先頭の文字種がアルファベットではない（かな／漢字）と判断され（ステップＳ３７，Ｓ
３８（Ｎｏ））、ミニ辞書データベース２２ｄに記憶されている［国語系ミニ辞書］がジ
ャンプ先辞書として指定される（ステップＳ４０）。
【０１５８】
　そして、ジャンプ検索モードが“ミニ辞書モード”であって、完全一致検索モードでは
ない最長一致順検索モードであると判断されると（ステップＳ４１（Ｎｏ））、前記今回
のジャンプ先辞書に指定された［国語系ミニ辞書］から前記検索文字列「労働運動…」と
最長一致する順に見出し語が検索され、この最長一致順で検索された先頭の見出し語に対
応する説明情報が読み出される（ステップＳ４１ａ）。
【０１５９】
　すると、同図１３（Ｉ）に示すように、前記［国語系ミニ辞書］から最長一致で読み出
された先頭の見出し語「労働運動」の簡約説明情報Ｍがサブ画面１６に表示される（ステ
ップＳ４２）。
【０１６０】
　このように、メイン画面１７に表示されたテキスト上で、カーソルキー１４ｅを操作し
てジャンプカーソルＣｕを移動表示させ、所望の検索文字列「労働運動」の先頭の文字「
労」を指定すると、当該指定の文字以降の文字列について、ジャンプ先の辞書から最長一
致する見出し語「労働運動」が検索され、その説明情報が表示されるので、複数語句の組
み合わせからなる検索文字列が行中に存在する場合には勿論、行間に跨って存在する場合
には特に、操作性よく快適にジャンプ検索を行うことができる。
【０１６１】
　この後引き続き、図１３（Ｊ）の矢印ａに示すように、ブック／テキストビューワ画面
Ｇｖに表示されている所望の検索文字列「労働組合」の範囲がタッチペンＰによりタッチ
操作され同範囲に渡ってジャンプカーソルＣｕが表示されると（ステップＳ４３ｂ（Ｙｅ
ｓ）→Ｓ１４，Ｓ１４ｂ）、完全一致検索モードに設定されると共に（ステップＳ１４ｂ
１）、前記ペンタッチされた一連の文字列「労働組合」がジャンプ検索文字列としてワー
クエリア(1)２２ｊに一時保存される（ステップＳ１４ａ２）。
【０１６２】
　そして、前記メイン画面１７からタッチペンＰが離されると（ステップＳ１４ｂ３（Ｙ
ｅｓ））、ジャンプモードメモリ２２ｉに記憶されているジャンプ検索モードが読み出さ
れ（ステップＳ４８）、現在のジャンプ検索モードが“ミニ辞書モード”であると判断さ
れる（ステップＳ４９（Ｙｅｓ））。
【０１６３】
　すると、前記検索文字列「労働組合」の文字種がアルファベットではない（かな／漢字
）と判断され（ステップＳ３７，Ｓ３８（Ｎｏ））、ミニ辞書データベース２２ｄに記憶
されている［国語系ミニ辞書］がジャンプ先辞書として指定される（ステップＳ４０）。
【０１６４】
　そして、ジャンプ検索モードが“ミニ辞書モード”であって、完全一致検索モードであ
ると判断されると（ステップＳ４１（Ｙｅｓ））、前記今回のジャンプ先辞書に指定され
た［国語系ミニ辞書］から前記検索文字列「労働組合」と完全一致する見出し語が検索さ
れ、この完全一致で検索された先頭の見出し語に対応する説明情報が読み出される（ステ
ップＳ４１ｂ）。
【０１６５】
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　すると、同図１３（Ｊ）に示すように、前記［国語系ミニ辞書］から完全一致で読み出
された先頭の見出し語「労働組合」の簡約説明情報Ｍがサブ画面１６に表示される（ステ
ップＳ４２）。
【０１６６】
　このように、メイン画面１７に表示されたテキスト上で、ペンタッチ操作して複数語句
の組み合わせからなる検索文字列「労働組合」の範囲にジャンプカーソルＣｕを指定表示
させると、当該ペンタッチされた範囲の文字列「労働組合」について、ジャンプ先の辞書
から完全一致する見出し語「労働組合」が検索され、その説明情報が表示されるので、当
該検索文字列が行中に存在する場合には特に、操作性よく快適にジャンプ検索を行うこと
ができる。
【０１６７】
　なお、前記“ミニ辞書モード”においてジャンプ検索された簡約説明情報Ｍがサブ画面
１６に表示された状態で（図１１～図１３参照）、当該サブ画面１６の右端に表示された
［別候補］ボタンＮがタッチされると（ステップＳ４３ａ（Ｙｅｓ）→Ｓ４４（Ｙｅｓ）
）、前記ステップＳ４１ａにて最長一致順に見出し語検索された次候補の見出し語、また
は前記ステップＳ４１ｂにて完全一致で見出し語検索されたに次候補の見出し語に対応す
る簡約説明情報Ｍが該当する英語系または国語系の［ミニ辞書］から読み出され（ステッ
プＳ４４ａ）、同サブ画面１６に書き替えられて表示される（ステップＳ４２）。
【０１６８】
　また、前記簡約説明情報Ｍがサブ画面１６に表示された状態で（図１１～図１３参照）
、当該サブ画面１６の右端に表示された［スクロール］ボタン［↑］Ｒｕ／［↓］Ｒｄが
タッチされると（ステップＳ４３ａ（Ｙｅｓ）→Ｓ４５（Ｙｅｓ））、英語系または国語
系の［ミニ辞書］から読み出されて同サブ画面１６に表示されている簡約説明情報Ｍが、
［↑］Ｒｕの場合は上方向、［↓］Ｒｄの場合は下方向にスクロールされて表示される（
ステップＳ４５ａ，Ｓ４２）。
【０１６９】
　したがって、前記構成の電子辞書装置１０のジャンプ検索機能によれば、メイン画面１
７に表示されているテキストの中の所望の文字列の先頭を、カーソルキー１４ｅの操作に
応じて移動表示されるジャンプカーソルＣｕにより指定すると、最長一致順の検索モード
が設定され、当該ジャンプカーソルＣｕにより指定された文字以降の一連の文字列が検索
文字列とされる。そして、“前回辞書モード”または“辞書選択モード”または“ミニ辞
書モード”に応じて指定されるジャンプ先の辞書から前記一連の検索文字列と最長一致す
る順に検索された見出し語一覧が表示され、この見出し語一覧から選択された見出し語の
説明情報が該当辞書から読み出されて表示される。一方、テキストの中の所望の文字列の
範囲を、タッチペンＰのペンタッチ操作に応じて表示されるジャンプカーソルＣｕにより
指定すると、完全一致検索モードが設定され、当該ジャンプカーソルＣｕにより指定され
た一連の文字列が検索文字列とされる。そして、“前回辞書モード”または“辞書選択モ
ード”または“ミニ辞書モード”に応じて指定されるジャンプ先の辞書から前記一連の検
索文字列と完全一致して検索された見出し語一覧が表示され、この見出し語一覧から選択
された見出し語の説明情報が該当辞書から読み出されて表示される。
【０１７０】
　このため、メイン画面１７に表示されるテキスト中の特に、行末から行頭への行間に跨
って存在する検索対象の文字列は、前記キー操作に応じて当該文字列の先頭にジャンプカ
ーソルＣｕを移動表示させて指定するだけ、また特に、行中に存在する検索対象の文字列
は、前記ペンタッチ操作に応じて当該文字列の範囲にジャンプカーソルＣｕを表示させて
指定するだけで、非常に簡単にジャンプ検索することができる。
【０１７１】
　また、前記キー操作に応じて検索文字列の先頭にジャンプカーソルＣｕを表示させた場
合には、当該ジャンプカーソルＣｕ以降の一連の文字列と最長一致する順で見出し語が検
索され、一方、ペンタッチ操作に応じて検索文字列の範囲にジャンプカーソルＣｕを表示
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させた場合には、当該ジャンプカーソルＣｕが表示された範囲の一連の文字列と完全一致
する見出し語が検索される。
【０１７２】
　このため、キー操作による場合とペンタッチ操作による場合との何れの場合も、複数の
単語や熟語等の組み合わせからなる成句の検索文字列をも対象に簡単にジャンプ検索する
ことができ、特にキー操作による場合には、行間に跨る成句の検索文字列を対象に非常に
簡単にジャンプ検索することができる。
【０１７３】
　また、前記構成の電子辞書装置１０のジャンプ検索機能によれば、“前回辞書モード”
または“辞書選択モード”において、前記キー操作やペンタッチ操作によりメイン画面１
７に表示されているテキスト中の検索文字列が指定された場合は、設定モードに応じて指
定されたジャンプ先の通常辞書から検索される見出し語の詳細な説明情報が、前記メイン
画面１７に表示中のテキストに替えて全画面表示され、一方“ミニ辞書モード”において
、メイン画面１７に表示されているテキスト中の検索文字列が指定された場合は、当該“
ミニ辞書モード”に応じて指定されたジャンプ先の簡約辞書から検索される見出し語の簡
約な説明情報Ｍがサブ画面１６に表示される。
【０１７４】
　このため、前記“ミニ辞書モード”でジャンプ検索した場合は、メイン画面１７におけ
るテキストの表示を維持したまま、当該テキスト中で指定した検索文字列の簡約な説明情
報をサブ画面１６にて並行して見ることができる。
【０１７５】
　さらに、前記構成の電子辞書装置１０のジャンプ検索機能によれば、前記ペンタッチ操
作によりメイン画面１７に表示されているテキスト中の検索文字列の範囲が指定された場
合は、当該メイン画面１７からタッチ操作が離れたことを判断して、ジャンプ先の辞書か
らの検索文字列に対応する見出し語の完全一致検索が開始され、検索された見出し語の説
明情報が表示される。
【０１７６】
　このため、前記“ミニ辞書モード”では、メイン画面１７に表示されたテキストの中の
検索文字列の範囲をペンタッチ操作により指定して離す毎に、当該検索文字列に対応して
ジャンプ先の簡約辞書から完全一致検索された見出し語の簡約な説明情報Ｍを、次々サブ
画面１６に表示させて見ることができる。
【０１７７】
　なお、前記各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５のフローチャートに示す情報表示処理（その１）、図６のフ
ローチャートに示す情報表示処理（その２）、図７のフローチャートに示す情報表示処理
（その３）、図８のフローチャートに示す情報表示処理（その４）などの各手法、および
辞書データベース２２ｂ～２２ｄ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
モリ等の外部記憶媒体２３に格納して配布することができる。そして、電子機器のコンピ
ュータは、この外部記憶媒体２３に記憶されたプログラムを記憶装置（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、前記各実施形態にお
いて説明したジャンプ検索を伴う情報表示機能を実現し、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。
【０１７８】
　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に接続されたコンピュータに通信制御部２５によって取り込むことで、前述したジャン
プ検索を伴う情報表示機能を実現することもできる。
【０１７９】
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　なお、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み合わせによ
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。
【符号の説明】
【０１８０】
　１０　…電子辞書装置
　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（ＫＥ）…［訳／決定］キー
　１４ｄ…［戻る／リスト］キー
　１４ｅ…カーソルキー
　１４ｆ（ＫＪ）…［ジャンプ］キー
　１５　…スピーカ
　１６　…手書き入力部（サブ画面）
　１６ｄ…カラー液晶表示画面
　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
　１７Ａ…タッチキーエリア
　１７Ｂ…タッチアイコンエリア
　２１　…ＣＰＵ
　２２　…メモリ
　２２ａ…情報表示制御プログラム
　２２ｂ…国語系辞書データベース
　２２ｃ…英語系辞書データベース
　２２ｄ…ミニ辞書データベース
　２２ｅ…ブックデータ
　２２ｆ…テキストデータ
　２２ｇ…ジャンプ先辞書テーブルメモリ
　２２ｈ…前回ジャンプ辞書メモリ
　２２ｉ…ジャンプモードメモリ
　２３　…外部記憶媒体
　２４　…記憶媒体読み書き部
　２５　…通信制御部
　Ｇ　　…説明情報表示画面
　Ｇｖ　…ブック／テキストビューワ画面
　Ｃｕ　…ジャンプカーソル
　Ｐ　　…タッチペン
　ＢＭ　…［マーカー］アイコン
　ＢＴ　…［単語帳］アイコン
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　ＢＪ　…ジャンプモードアイコン
　Ｂｂ　…［前回辞書］アイコン
　Ｂｓ　…［辞書選択］アイコン
　Ｂｍ　…［ミニ辞書］アイコン
　Ｌｍ　…見出し語一覧エリア
　Ｖｐ　…プレビューエリア
　Ｍ　　…簡約説明情報
　Ｎ　　…［別候補］ボタン
　Ｒｕ，Ｒｄ…［スクロール］ボタン
　Ｈ，ｈ…指定表示

【図１】 【図２】
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