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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　複数の頻用構成要素を有する文字のドメインにおけるコンピュータ化分類および文字検
索のための方法であって、
　文字のドメインを有するデータベースを提供する工程と、
　文字のドメイン内で複数の頻用構成要素を識別する工程と、
　前記頻用構成要素それぞれの画数を識別する工程と、
　前記頻用構成要素それぞれの端点数を識別する工程と、
　前記頻用構成要素それぞれを、その頻用構成要素に対して決定された筆画－端点値対に
従って分類する工程であって、前記筆画－端点値対はその頻用構成要素に対して特定され
る画数および端点に基づくものである工程と、
　複数の関係エントリをデータベースに保存することでデータベースに特定された関係を
記録する工程であり、各関係エントリは頻用構成要素とそれぞれの関係文字との双方向関
連に応じているものである工程と、
　ユーザインターフェースを介して入力筆画－端点値対を受け取り、この受け取った筆画
－端点値対を、データベースにアクセスして、その受け取った筆画－端点値対に対応する
頻用構成要素の一つまたはそれ以上からなるグループを読み出すために用いる工程と、
　前記受け取った筆画－端点値対に対応する一つまたはそれ以上の頻用構成要素からなる
グループを生成する工程と、
　前記ユーザインターフェースを介して、その受け取った筆画－端点値対に対応する頻用
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構成要素のグループから選択した目標頻用構成要素の提示を受け取る工程と、
　目標頻用構成要素との関係を有するデータベースにおける文字を読み出す工程と、
　前記目標頻用構成要素に基づく文字の一覧を作成し、その文字の一覧を出力としてユー
ザインターフェースに提供する工程とを含む方法。
【請求項２】
　前記頻用構成要素は部首を構成するものである、請求項１記載の方法。
【請求項３】
　前記頻用構成要素は主要構成要素を構成するものである、請求項１記載の方法。
【請求項４】
　前記頻用構成要素は、部首、主要構成要素、およびその他識別可能な頻用構成要素を包
含するものである、請求項１記載の方法。
【請求項５】
　前記方法は、
　文字のドメインにおける文字のそれぞれについて画数および端点値を決定する工程と、
　筆画－端点値対をその文字のドメイン内で各文字に関連付ける工程とをさらに含むもの
である、請求項４記載の方法。
【請求項６】
　前記ユーザインターフェースは、筆画－端点値対および選択表示等の入力をユーザから
受け取るのに適合した入力装置と、文字、筆画－端点値対、および頻用構成要素を表示す
るのに適合した表示装置とを有するものである、請求項１記載の方法。
【請求項７】
　前記ユーザインターフェースは、別のコンピュータが前記データベースからの検索およ
び読み出しを許容するのに適合したソフトウェアインターフェースを含むものである、請
求項１記載の方法。
【請求項８】
　その文字に対して入力された筆画－端点値対のみを用いて、直接文字にアクセスする工
程をさらに含むものである、請求項５記載の方法。
【請求項９】
　前記方法は、頻用構成要素を参照および表示するためにコード化文字を作成し、すでに
有しているコード化文字を補足する工程をさらに含むものである、請求項１記載の方法。
【請求項１０】
　前記方法は、
　複数の筆画－端点値対を有すると解釈されがちな特徴を有する頻用構成要素に対して、
別の筆画－端点値対を識別し記録する工程をさらに有するものである、請求項１記載の方
法。
【請求項１１】
　前記方法は、
　各頻用構成要素の語源的意味を識別する工程と、
　各頻用構成要素に名前を関連付ける工程であり、前記名前は語源的意味に基づくもので
ある工程と、
　ユーザインターフェースを介して入力された名前に基づいて頻用構成要素を読み出すた
めに前記データベースにアクセスするための名前に基づくアクセス手段を提供する工程と
をさらに有するものである、請求項１記載の方法。
【請求項１２】
　前記方法は、
　互いの異形と考えられる複数の頻用構成要素間の関係を識別し記録する工程と、
　その関連する異形書記素バージョンの一つに基づいて、頻用構成要素にアクセスする手
段を提供する工程とをさらに有するものである、請求項１１記載の方法。
【請求項１３】
　前記方法は、
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　頻用構成要素を検索目的文字と共有する文字を自由にかつ直接的に入力する手段を提供
する工程と、
　前記文字を構成する頻用構成要素のリストを作成する手段を提供する工程と、
　前記頻用構成要素を含む文字のリストを作成する手段を提供する工程と、
　前記頻用構成要素の一つを選択する手段を提供する工程と、
　前記選択された頻用構成要素を含む文字のリストを作成する工程とをさらに有するもの
である、請求項１１記載の方法。
【請求項１４】
　頻用構成要素を有する文字のドメインにおける文字の索引を作成する方法において、前
記方法は、
　文字のドメインを提供する工程と、
　前記文字のドメイン内に存在する頻用構成要素を識別する工程と、
　各頻用構成要素について画数を決定する工程と、
　各頻用構成要素について端点数を決定する工程と、
　その頻用構成要素について決定した画数および端点数に対応する筆画－端点値対にした
がって、複数の頻用構成要素のそれぞれを分類する工程と、
　各頻用構成要素と一つまたはそれ以上の文字との間の関係を特定する工程であり、その
関係は文字がその頻用構成要素を含む場合に特定されるものである工程と、
　頻用構成要素とそれらのそれぞれ関連する文字との関連を示すデータベースに複数の関
係入力を保存することによりそのデータベースに特定した関係を記録する工程と、
　各筆画－端点値対について、データベースにアクセスし、その筆画－端点値対に対応す
る一つまたはそれ以上の頻用構成要素のグループを読み出し、その筆画－端点値対に関連
する頻用構成要素の各々に関連する文字の一覧を作成する工程と、
　筆画－端点値対にしたがって並べられ、複数の項目を含む索引を作成する工程であり、
各項目は前記筆画－端点値対の一つに基づいており、その筆画－端点値対に関連する頻用
構成要素に基づくサブ項目を有し、各頻用構成要素はさらにその頻用構成要素に関連した
文字のリストをさらに有するものである工程とを含む方法。
【請求項１５】
　前記頻用構成要素は部首を構成するものである、請求項１４記載の方法。
【請求項１６】
　前記頻用構成要素は主要構成要素を構成するものである、請求項１４記載の方法。
【請求項１７】
　前記頻用構成要素は、部首および主要構成要素を包含するものである、請求項１４記載
の方法。
【請求項１８】
　前記方法は、
　文字のドメインにおける各文字について画数および端点値を決定する工程と、
　筆画－端点値対を対応する文字に関連づける工程と、
　筆画－端点値対にしたがって並べられた文字の索引で複数の項目を含むものを作成する
工程であり、各項目は前記筆画－端点値対に対応する文字を列挙するものである、請求項
１４記載の方法。
【請求項１９】
　電子辞書において、
　プロセッサ、
　前記プロセッサに接続されており、複数の文字記録、各々が主要な筆画－端点値対を有
する複数の頻用構成要素記録と、頻用構成要素を一つまたはそれ以上の文字記録と関連さ
せる複数の関係入力とを含むデータベースがその中に保存されているメモリと、
　前記プロセッサに接続されている表示装置と、
　前記プロセッサに接続されている入力装置とを有し、
　前記メモリは、実行時に前記プロセッサに一連の工程を実行させる命令を有するもので
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あり、前記一連の工程は、
　前記入力装置を介して入力された筆画－端点値対を受けとり、その受け取った筆画－端
点値対を、データベースへのアクセスし、その受け取った筆画－端点値対に対応する頻用
構成要素の一つまたはそれ以上のグループを読み出すのに用いる工程と、
　頻用構成要素のそのグループを表示装置に表示する工程と、
　前記入力装置を介して、頻用構成要素の表示されたグループから、選択された目的とす
る頻用構成要素を示すものを受け取る工程と、
　目的とする頻用構成要素と関係のあるデータベースから文字を読み出す工程と、
　その読み出した文字を表示する工程とを含むものである、電子辞書。
【請求項２０】
　前記入力装置および表示装置は、コンピュータネットワークを介して接続されたもので
ある、請求項１９記載の電子辞書。
【請求項２１】
　前記電子辞書は携帯式の電子辞書である、請求項１９記載の電子辞書。

【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本出願は、２００７年１１月２６日出願の「分類、サーチ、および検索を容易にするた
めの漢字系文字および文字構成要素を分類するための方法、装置、およびソフトウェア」
と題する米国特許仮出願第６０／９９０，１２３号、２００７年１１月２６日出願の「電
子的コンテンツにおける中国語、日本語、および韓国語の言語データ管理に対するモジュ
ラーアプローチ」と題するの米国特許仮出願第６０／９９０，１６６号、及び２００７年
１１月２９日提出の「分類、サーチ、および検索を容易にするための漢字系文字および文
字構成要素分類方法、装置、およびソフトウェア」と題する米国特許仮出願第６０／９９
１，０１０号に基づく優先権を主張し、これらの出願の全内容を参照により本出願の一部
とする。
【０００２】
　本発明の実施形態は、一般に、言語文字の分類と読み出しに関し、特に、読み出しに役
立つ漢字系文字およびそれらの頻用構成要素の分類のためのシステム、方法、および装置
に関する。
【背景技術】
【０００３】
　中国語、日本語、韓国語、およびベトナム語の言語は、中国語起源の数千もの文字を使
用する書記体系を従来用いてきた。さらには、日本、韓国、およびベトナムの学者は、中
国語の文字にデザインの似ている母国語起源の追加的な文字を作った。これら後者の文字
が、国字（日本語起源）、韓国国字（ｇｕｇｊａ、韓国語起源）、およびチュノム（ベト
ナム語起源）文字である。漢字起源および漢字様（国字、韓国国字、チュノム）文字はそ
の数が膨大であり、西洋の音声的アルファベットとは異なる原理で機能するので、これら
を系統立てて分類する必要が常時あった。（簡潔にするために以下の記載では、中国語起
源および漢字様文字をまとめて「漢字系文字」と称する。）このような文字を今なお使用
する言語、特に中国語、日本語、及び韓国語、においては、今日でもその必要が感じられ
る。
【０００４】
　従来の一手法では、学者は、部首といわれる文字の構成要素の組を用いて文字を分類し
てきた。今日の現代的辞書では、２１４の部首を使用している。しかしながら、使用され
ている部首の正確な数は、その書体の種類（中国語に使用される簡体字では、２２７、１
８７、１５４の場合もある）、対象とする読者（非母国語の人が使用するための現代語辞
典では少ない）、および／または別の部首の形態が別個に数えられているかによる。辞書
の表における部首の掲載順序は、その各部首を書くのに使用される筆画の数である画数に
より決定される。同じ画数を有する部首を列挙する順序は、慣習の問題である。
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【０００５】
　部首は予備検索キー として役立ち、西洋言語の辞書にある単語の最初の文字に概ね似
ている。従来の部首体系を用いて辞書における文字を検索するには、まずその文字のどの
部分が部首を構成するのかを決め、続いてその文字の残りの筆画を数える。例えば、「像
」を検索するのに、２画の部首「人」に分類されることがまずわかる。次の段階で、残り
の画数を数える。この場合、残りの画数は１２である。最終的には、「人」の部首で残り
の画数が１２である辞書の部分を探す。この結果、部首と残りの画数の検索条件で選択さ
れた文字の組が得られる。（以下の記載では、クエリーで得られた文字の抽出物を「検索
結果セット」あるいは単に「結果セット」と称する。）先ほど引用した例については、あ
る主要辞書は１４文字の検索結果を有し、文字のユニコード表では４０文字以上の結果の
セットを与える。
【０００６】
　この部首体系の欠点の一つは部首および残りの筆画数の組み合わせを検索条件として選
択された文字のセットの数が大きくなることがよくあることである。（注：辞書の中には
残りの画数のかわりに総画数を使用するものもあるが、どのような文字のドメインについ
ても、得られるセットは同一である。）第２の欠点は、多くの文字が上述の例のようには
単純でないことである。その文字のどの部分がその部首を構成するかを決定するのにある
程度の推測が必要なこともあるかもしれない。すなわち、明らかな候補が一つ以上であっ
たり、候補がまったくなかったりすることもある。
【０００７】
　部首体系を用いる文字の検索を迅速化するための第２の従来のアプローチは、文字にお
ける部首の位置で分類することであった。例えば、ニュー・ネルソン日本語辞典では、こ
の方法に従って、文字の左、右、上、および下に見られる部首についてそれぞれ別表を設
けている。これにより、部首を見つけるのを少し早めることができるが、その部首によっ
て参照される文字の数には何の影響もなく、文字のどの部分が部首を構成しているのかが
はっきりしない場合には役にたたない。
【０００８】
　漢字系文字を分類する第３の従来のアプローチは、ＨａｄａｍｉｔｚｋｙとＳｐａｈｎ
による辞書で具体化されている。この第３の従来のアプローチは、その言語を母語としな
い人に主に役立つようにされており、頻繁には使われない部首を除去し、その除去した部
首に分類されていた文字をその他の部首グループに分類する。このアプローチは、稀な部
首が有する分類体系による混乱を解消するのに役立つかもしれないが、検索結果セットの
サイズを減らすのには何の役にも立っておらず、実際そのサイズを大きくすらしている。
【０００９】
　Ｆｒａｎｃｉｓ　ＤｅＲｏｏによる「２００１ Kanji」に記載されている文字を分類す
るための第４の従来的アプローチでは、上または左上のおおよその形のセットと、下また
は右下の形のもう一つのセットを検査し、これらの形に対応する数を決定することで、文
字を発見する。この一まとまりとしての形（gestalt shapes）には、対象とする実際の文
字の形と比較して、明瞭でないものも含まれており、このアプローチを使用するためには
、スキルも習得が必要とされる。このアプローチは、文字についての小さなセット（２０
０１語の日本語文字）に対して開発されただけでもあるので、文字の大きなセットには容
易に適用されていない。さらには、このシステムの普及度がそれほどでもないこともこの
欠点を立証している。
【００１０】
　第５の従来のアプローチは、「四角号碼」として知られるもので、文字の角の基本的な
形に従って文字を分類し、様々な形が０から９の数字の一つに結び付けられている。この
方法はどの形コードを適用するかの決定においてかなりの曖昧さを生じ、使いこなすには
大変難しい。それほど普及していないこともこの欠点を立証している。
【００１１】
　文字を分類するための第６の従来のアプローチは、ニューネルソン日本語辞典において
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も具体化されており、ユーザがその部首について誤った成分を推測したとしても、ユーザ
は適切な文字に行き着くことができるように中間の表を備えている。この種の相互参照に
よって、２つの候補が等しく良好に思われた場合に正しい部首を推測することが容易にな
るが、文字の成分のいずれもが標準的な部首のいずれにも似ていない場合に生じる問題を
解決することには役立たず、検索結果セットのサイズを小さくすることもできない。また
、検索プロセスにおいて中間段階が必要になるので、ユーザはより多くの時間を費やすこ
ととなる。
【００１２】
　第７の従来のアプローチは、多くの辞書で見られるもので、発音の順に並んだ文字の一
覧を与える。ユーザは、どの部首をキーとして使用するかがわからない場合、その発音で
探すことができる。その言語の母国話者は、部首体系があまり適切でないことが多いとい
う単純な理由から、その文字の読み方が分かる場合には、このような読みによる索引を利
用することが多い。残念なことには、漢字系の文字には多数の同音異義語があるため、そ
の体系で選ばれる文字の数は膨大であることが多く、そのため検索時間がいまだに遅い。
さらにまた、ユーザがその文字をどう発音するかを知らない場合は、このような索引は、
ほとんど又は全く役に立たない。このことは、その言語を母国語とする人としない人の両
者で起こりうる。
【００１３】
　第８の従来のアプローチは、ＫａｎｊｉＬｉｔｅのようなソフトウェアアプリケーショ
ンで見られるものであり、部首のチャートを表形式で備える。ユーザがその表中の一つま
たはそれ以上の部首をクリックすると、選択したその部首を有する文字からなる選択結果
がリターンされる。残念なことに、このアプローチは日本語以外では適用されておらず、
明らかな部首がない場合にはほとんどあるいは全く役に立たない。さらには、上記方法の
いくつかにおいては、文字の検索結果セットがかなり膨大な場合もある。最終的には、部
首を構成しない多くの文字構成要素があり、そのため多数の利用対象に対してこのシステ
ムを適用できない。
【００１４】
　近年考案された様々な東アジア言語入力方法には、漢字様文字のキーボードまたはテン
キーへのマッピングを試みる入力方法があり、本発明とは異なり、これらは非電子フォー
マットやコンテクストには使用できない。さらには、これまでに考案された入力方法のい
ずれもが、本発明により提供される具体的な分類技術を適用していない。しかしながら、
要するに、ＣａｎｇＪｉｅ、ＤａＹｉ、およびＢｏｓｈｉａｍｉ等の入力方法はすべて、
多くの種類の文字構成要素（書記素）をあらわすのに数ダースの形状が使用される形状表
現の原理（shape representation principle）に基づいている。このようなシステムは非
直感的なものであるので、習得に多くの時間を要することがあり、職業的に訓練されたタ
イピスト以外に使用されることは稀である。
【００１５】
　本発明がどのように上述した制限を克服するかを理解するためには、現代の部首体系が
およそ２００文字構成要素（標準は２１４）からなるのに対し、漢字系文字は、いかなる
部首体系にも含まれていない多くの頻用構成要素を有することを理解することが必要であ
る。漢字系文字に見られる頻用構成要素のすべてを分類するのに開発された特に効率的な
方法は今日まで現われておらず、辞書編集者や言語学者は、部首に関して各自が有する標
準的なやり方に落ち着いたことはなかった。しかしながら、非部首の頻用構成要素は、一
般には部首よりも一般的ではなく、検索キーとして用いると、結果の文字がかなり少なく
選ばれることになる。表に非部首要素を時々載せていた例がわずかにある。例えば、Ｌ．
Ｗｉｅｇｅｒによる「Chinese Characters」は、非部首の頻用構成要素に基づいて多くの
文字を分類している。残念なことに彼は、その方法を用いて文字を検索する便利な方法を
提供していない。Ｒ．Ｈａｒｂａｕｇｈによる「Category of Chinese Characters」は、
頻用構成要素をより簡単な部首形式に由来するものとして分類する試みである。残念なこ
とには、この方法は部首体系そのものまたは上記引用のＤｅＲｏｏにより使用された体系
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と同じ不規則性および曖昧さがある。これらのアプローチの明らかな欠点は、単に非部首
の頻用構成要素を検索することは、部首体系の場合のように、２１４（日本語、韓国語、
繁体字）または２２４（簡体字）の構成要素の代わりに数百の構成要素から検索すること
を伴うため不便を生じることである。このため、結果として得られる文字の選択肢の数量
を減らして節約される時間は、正しい検索キーを探すことで失われる。
【００１６】
　本発明の実施形態は、部首、非部首の頻用構成要素、および文字の検索方法でこれまで
に考案された方法よりもかなり迅速な方法を提供することで、上述した一つまたはそれ以
上の制限に対処できる。結果として、本発明によれば、この分類および検索機能を組み込
んだどのようなシステムでも文字の検索がかなり容易になり、そのため、辞書（印刷され
たものと電子辞書の両者）、語彙データソース、および入力方法等の多種多様な電子およ
び非電子コンテキストに使用できる。さらには、本発明の実施形態により、文字を検索す
る際に複数の検索キーを組み合わせることを許容し、これにより正しい部首を決めるのが
難しそうな場合に柔軟性および使いやすさが加わり、どのように文字を検索するかわから
ずに困る非母国語ユーザに役立つ。
【００１７】
　本発明の一実施形態に従うと、漢字系文字に見られる頻用構成要素は識別され、画数で
分類され、その後その要素が有する自由端点の数によりさらに分類される。続いて、漢字
系文字は、文字とそれらの構成要素との間の多数対多数の関係（単一または複数の関係）
の可能性を考慮して、キーで順番付けられた対の形で複数の頻用構成要素にリンクされる
。この結果得られるのは、漢字系文字とそれらの要素を電子と非電子フォーマットで分類
するための直感的で効率の高い方法、システム、および／またはソフトウェア、およびユ
ーザが目的とする要素および／またはその関連文字を容易に見つけることを可能にするア
プリケーションである。
【発明の概要】
【００１８】
　一例示的な実施形態として、頻用構成要素を有する文字のドメイン内におけるコンピュ
ータ化された分類と文字読み出しのための方法を含む。この方法は、文字のドメインを含
むデータベースを提供する工程と、その文字のドメイン内で複数の頻用構成要素を特定す
る工程とを含む。この方法はまた、各頻用構成要素について画数を特定する工程と、各頻
用構成要素について端点数を特定する工程も含む。この画数および端点数が決定されると
、これらの頻用構成要素の各々は、その頻用構成要素について決定された筆画－端点値対
にしたがって決定できる。この筆画－端点値対はその頻用構成要素について特定された画
数および端点に基づくものである。文字がその頻用構成要素を含むときに、各頻用構成要
素と一つまたはそれ以上の文字との間の関係が特定できる。
【００１９】
　本方法は、各々の関係入力事項が頻用構成要素とそれぞれの関連文字との間の関連に対
応する複数の関係入力事項をデータベースに保存し、入力された筆画－端点値対をユーザ
インターフェースを介して受け取り、その受け取った筆画－端点値対を用いて、データベ
ースにアクセスし、その受け取った筆画－端点値対に対応する一つまたはそれ以上の頻用
構成要素のグループを読み出して、それらの特定された関係を含むことができる。
【００２０】
　本方法は、受け取った筆画－端点値対に対応する一つまたはそれ以上の頻用構成要素の
グループを作成する工程と、ユーザインターフェースを介して、その受け取った筆画－端
点値対に対応する頻用構成要素のグループから選ばれた目的とする頻用構成要素を示すも
のを受け取る工程とを含んでいてもよい。
【００２１】
　本方法はまた、目的とする頻用構成要素に対する関係を有するデータベースにおいて文
字を読み出す工程と、その目的とする頻用構成要素に基づく文字の一覧を作成し、その文
字の一覧を出力としてユーザに提供する工程とを含む。
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【００２２】
　別の実施形態は電子辞書であり、この電子辞書は、プロセッサと、このプロセッサに接
続され、それに保存されたデータベースを含むメモリとを有する。このデータベースは、
複数の文字記録と、各々が主要な筆画－端点値対を含む複数の頻用構成要素と、頻用構成
要素を一つまたはそれ以上の文字記録に関連させる複数の関係入力事項とを有するもので
ある。この電子辞書はまたは、前記プロセッサに接続された表示装置と、プロセッサに接
続された入力装置も有する。
【００２３】
　メモリは、実行時に以下の一連の工程をプロセッサに実行させる命令を含む。すなわち
、入力装置を介して入力された筆画－端点値対を受け取り、その受け取った筆画－端点値
対を用いて、データベースにアクセスし、受け取った筆画－端点値対に対応する一つまた
はそれ以上の頻用構成要素のグループを読み出す工程と、前記表示装置に頻用構成要素の
グループを表示する工程と、入力装置を介して、表示された頻用構成要素のグループから
選ばれた目的とする頻用構成要素を示すものを受け取る工程と、　目的とする頻用構成要
素と関係のある文字を読み出す工程と、それらの読み出した文字を表示する工程である。
【００２４】
　別の実施形態は、頻用構成要素を有する文字のドメインにおける文字の索引を作成する
方法である。この方法は、文字のドメインを提供する工程と、その文字のドメイン内にあ
る頻用構成要素を特定する工程とを含む。各頻用構成要素に対して、この方法は、各頻用
構成要素の画数を決定する工程と、各頻用構成要素について端点数を決定する工程とをさ
らに含む。この方法は、その頻用構成要素について決定された画数と端点数に対応する筆
画－端点値対にしたがって、複数の頻用構成要素の各々を分類する工程と、各頻用構成要
素と一つまたはそれ以上の文字との間の関係を特定する工程とを含み、これらの関係は文
字がその頻用構成要素を含む場合に特定されるものである。
【００２５】
　この方法はまた、頻用構成要素とそれらそれぞれの関係する文字との関連を示すデータ
ベースに複数の関係入力事項を保存することで、そのデータベースに特定された関係を記
録する工程と、各々の筆画－端点値対に対して、データベースにアクセスし、その筆画－
端点値対に対応する一つまたはそれ以上の頻用構成要素のグループを読み出す工程と、そ
の筆画－端点値対に関連する頻用構成要素の各々に関連する文字の一覧を作成する工程と
を含む。最終的には、この方法は、筆画－端点値対にしたがって順に並べられ、各セクシ
ョンが筆画－端点値対の一つに基づきその筆画－端点値対に関連付けられた頻用構成要素
に基づくサブセクションを含む複数のセクションを有する索引を作成する工程を含み、各
頻用構成要素は、頻用構成要素に関連付けられた文字のリストをさらに含むものである。
【図面の簡単な説明】
【００２６】
【図１Ａ】図１Aは、「誤った連接（ａｂｕｔｍｅｎｔ）」の一例を示す。
【００２７】
【図１Ｂ】図１Bは、本発明に従って構築した端点についての取り決めに関するルール７
に記載されている「正しい連接」を示す。
【００２８】
【図１Ｃ】図１Cは、「象」についての端点の例示的な数え方を示す。
【００２９】
【図２】図２は、要素の書体に基づく異形が電子フォーマットで相互参照できるようにす
る例示的な関連実施形態を示す。
【００３０】
【図３】図３は、例示的な関連構造を示す。
【００３１】
【図４】図４は、ユーザが検索目的データを入力し出力結果セットを見直すことを可能に
するための例示的なグラフィック・ユーザ・インターフェースを示す。
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【００３２】
【図５】図５は、文字の分類および読み出しのための例示的な方法のフローチャートを示
す。
【００３３】
【図６】図６は、いくつかの例示的な方法、システム、およびデータ間の関係を含む例示
的な実施形態の概略図を示す。
【００３４】
【図７】図７は、方法またはシステムの一つまたはそれ以上の実施形態を実施するための
例示的なコンピュータシステムのブロック図である。
【００３５】
【図８】図８は、文字のドメインにおける文字、部首、主要構成要素、およびその他の要
素間の関係を示す図である。
【００３６】
　表１は、文字がどのように主要構成要素に割り当てられるかについての場合を示す。

【表１】

【００３７】
　表２は、主要構成要素およびそれらの関連文字族についてのいくつかの例を示す。
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【表２】

【００３８】
　表３は、以下に示す端点についての取り決めに関するルール２に従った単一筆画および
それらの｛筆画、端点｝値を示す。
【表３】

【００３９】
　表４は、以下に記載する端点についての取り決めに関するルール４に従った、連接なし
の単純な要素をそれらの｛筆画、端点｝値と共に示す。

【表４】

【００４０】
　表５は、以下に記載の端点についての取り決めに関するルール５に従った、一つの連接
を有する（つまり、端点が一つなくなった）要素をそれらの｛筆画、端点｝値と共に示す
。
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【表５】

【００４１】
　表６は、以下に記載の端点についての取り決めに関するルール６に従った、自由端を持
たない要素をそれらの｛筆画、端点｝値と共に示す。

【表６】

【００４２】
　表７は、従来の部首体系を用いた場合に比べて、本発明により実現された文字検索結果
セットがどれだけかなり減少したかを示す。
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【表７】

【００４３】
　表８ａは、従来の画数検索法に従った部首の通常結果セットを示す。

【表８ａ】

【００４４】
　表８ｂは、｛筆画、端点｝検索方法の部首への応用がどれだけ結果セットのサイズを減
らすかを示す。
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【表８ｂ】

【００４５】
　表９は、部首の表形式のリストを示す。
【表９】

【００４６】
　表１０は、非部首要素についての表形式のリストを示す。
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【表１０】

【００４７】
　表１１は、複合要素がより単純な要素にどのように関連付けることができるかの例を示
す。
【表１１】

【００４８】
　表１２は、｛筆画、端点｝値を文字に割り当てることが、従来の部首が経験豊かなユー
ザにすら明らかではない文字の検索にどのように役立つかを示す。
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【表１２】

【００４９】
　表１３は、曖昧な画数を有する文字または要素に、代替画数を付与し誤りの許容範囲を
設けることで、どのように解決できるかを示す。
【表１３】

【００５０】
　表１４は、曖昧な端点数を有する文字または要素が、別の端点数を付与し誤りの許容範
囲を設けることで、どのようにして解決できるかを示す。
【表１４】

【００５１】
　表１５は、頻用構成要素に名前を付け、意味を割り当てることが、どのようにして要素
検索のための追加的なツールとなるかを示す。



(16) JP 5666307 B2 2015.2.12

10

20

30

40

50

【表１５】

【００５２】
　表１６は、頻用構成要素の異なる書式バージョンが、紙ベースのフォーマットで相互参
照できるかを示す。
【表１６】

【００５３】
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本文記載の「ＣＪＫＶ表記体系（ＣＪＫＶ　ｗｒｉｔｉｎｇ　ｓｙｓｔｅｍ）とは、現代
式簡体字や繁体字、亀甲獣骨文字、金文、篆書体、籀書体、ならびに隸書体を用いる旧漢
字書体、現代および旧日本語字体、現代および旧韓国語字体、および旧ベトナム語字体等
を用いる正字法を意味する。
【００５４】
　「漢字系文字」とは、漢字起源または漢字様文字を意味する。
【００５５】
　「漢字起源の文字」とは、漢字の出現以来、中国に起源を有する各種文字を意味し、こ
のような文字として、例えばこれらには限らないが、前記文字が中国語、日本語、韓国語
、あるいはベトナム語文字のチュノム（字喃）に使用されているかに関わらず、亀甲獣骨
文字、金文、篆書体、籀書体、ならびに隸書体、繁体字、および簡体字等を含む。
【００５６】
　「漢字様文字」とは、その構造が中国起源の文字に類似するもので、例えば韓国語国字
（ｇｕｇｊａ）、日本語国字、およびチュノムとしてそれぞれ知られる、韓国語、日本語
、あるいはベトナム語、その他言語を起源とする各種文字を意味する。
【００５７】
　「文字のドメイン」およびこれと同意で本文中に記載の「文字ドメイン」とは、前記Ｃ
ＪＫＶ表記体系から抽出されるすべての文字セットを意味し、例えば、
a．前記ＣＪＫＶ表記体系において既知のすべての文字、
b．各種ユニコード、シフトＪＩＳ、Ｂｉｇ－５、中国国家標準文字群（ＧｕｏＢｉａｏ
）、およびその他の中国語、韓国語、または日本語のコード体系等のコンピュータ化され
た各種文字セットにより識別される文字、
ｃ．一つまたはそれ以上の辞書で使用されている文字、
ｄ．一つまたはそれ以上の言語資料で使用されている文字、および
ｅ．教育上の目的を含むがこれに限定されない具体的な目的で使用されている選択された
特定の文字を含む。
【００５８】
　「書記素」とは、文字ドメインで使用されている漢字系文字の構成部分として複数文字
に共通して使用される、意味、読み、あるいはその他の意義上で識別可能な各種図形的要
素を意味する。
【００５９】
　「（構成）要素」または「頻用構成要素」とは、文字のドメイン中で文字を構成するの
に使用される各種書記素（「偏旁」とも言う）を意味し、例えば旧字体部首、新字体部首
体系で見られる部首、非部首書記素、複合書記素、および基本的書記素等を含む。
【００６０】
　「主要構成要素」とは、それにより文字族を本文で概説する方法に従って分類できる各
種構成要素を意味する。
【００６１】
　「部首」とは、文字を検索するための旧字体または新字体の部首一覧表で使用される構
成要素の限定された組に属するものを意味する。
【００６２】
　「画数」と　は、通常の画数計算の原則により、漢字系文字または文字構成要素を構成
するのに要する画の数を意味する。
【００６３】
　「端点数」とは、明細書中で列挙する慣例で記載の漢字系文字または文字構成要素に含
まれる自由端の数を意味する。
【００６４】
　「筆画－端点値対」とは、特定の漢字系文字または文字構成要素の、画数と端点数の対
を意味する。
【００６５】
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　「画数－端点数分類」とは、筆画－端点値対の漢字系文字または文字構成要素への適用
を意味する。
【発明を実施するための形態】
【００６６】
　漢字系文字は、異なる要素または概念レベルで構成されていると考えることができる。
最も低いレベルは、直線、または曲線、あるいはある角度で曲がっている可能性のある個
々の筆画である。次に高い概念レベルでは、筆画の組み合わせで重要な要素をつくる。こ
のような要素は、書記素と呼ぶこともあるが、文字と呼ばれる正字単位の本体に繰り返し
用いられるものであり、古くから語義または音声的な意義を有する傾向にある。最終的に
は、次に高い概念レベルにおいて、単純な書記素は複合物または複合書記素に組み合わせ
ることができる。複合書記素は、ＣＪＫＶ書記システムの本体に繰り返し見つけることも
でき、その語の音声または語義的情報も提供する。
【００６７】
　便宜上、本願明細書において使用されるように、「筆画」という語は、文字を書くため
に使用されるペンまたは筆の「直線、曲線、またはある角度で折れた」筆画のみを意味し
、「頻用構成要素」という語は、要素が基本的（それ以上分割できない）または複合（よ
り小さな要素から構成されている）であるかに関わらず、漢字系文字の本体において繰り
返しベースで存在する各種書記素を指す。ここでさらに、いくつかの頻用構成要素は、そ
のなかでおよびそれ自身で文字を構成し、後者は単語を形成するため使用される単位であ
り、一般に形態素としての機能を果たすことに留意されたい。
【００６８】
　本願明細書に記載の例示的実施形態を説明する目的で、そして本発明の方法として、主
要構成要素の概念ならびに本発明の方法を説明することが役立つ。文字の主要構成要素は
、表１を参照し、以下の方法にしたがって決定することができる。
【００６９】
文字の主要構成要素の決定方法
１） 文字全体が頻用構成要素である場合、この文字全体は主要構成要素である（表１、
一行目）
２） 文字が２つの頻用構成要素からなるものであったり、これらの要素のうちの一方が
部首で他方が非部首である場合、その主要構成要素はその文字の非部首部分である（表１
、２行目）。
３） 文字が２つの構成要素を有し、その両者が部首として知られる要素のセットに含ま
れる場合、その主要構成要素は、
ａ．一方が他方よりも頻用構成要素としてはかなり低い頻度で使用される場合、その２つ
の要素のうちの低い頻度で使用されるものであり（表１、３行目）、
ｂ．両者が等しく、またはほぼ等しい頻度で頻用構成要素として使用されている場合、そ
の要素は音声的に機能するものとして考えられる（表１、４行目）
４） その文字が２つ以上の要素を有する場合、頻用構成要素に関する定義に従うものと
して、それらの構成要素のうち最も低い頻度で存在するものが主要構成要素とみなされる
（表１、５行目）。
５） 文字の書記素的構成要素のすべてが、まったく固有であり、その文字を共通の書記
素を共有する文字族にグループ分けするのが不可能である場合、その文字全体がそれ自身
の主要構成要素である（表１、６行目）。
【００７０】
　上記のルールのリストは、主要構成要素の概念を一見複雑なものに見せるが、実際は初
心者ユーザにとってもかなり直感的に理解できるものである。文字のかなりの大部分は部
首と非部首とを有するので、これらの文字について主要構成要素を特定するのは、比較的
単純である。すなわち、非部首要素が主要構成要素である。
【００７１】
　本発明の主要構成要素方法を用いることで、共通の主要構成要素を共有する文字族に文
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字をグループ分けすることができる。表２の各行は、本発明の主要構成要素によって形成
される見本の文字族を示す。主要構成要素が「音声」要素を構成する場合では、文字族は
、文字が音声要素についてグループに分けられている、従来「諧聲（ｘｉｅｓｈｅｎｇ）
」系列と称するものに対応する可能性があることに留意されたい。しかしながら、多くの
文字が音声要素をもたないので、諧聲系列の概念は、そのものだけでは本発明の目的のた
めに文字を系統立ててグループ分けするのに用いることはできない。これとは対照的に、
本発明のこの主要構成要素法は、文字が音声要素を含むかに関係なく、文字をグループに
分けることができる。
【００７２】
　たとえば、図５に示すように、本発明の第一、または最も基本的な例示的実施形態を構
築するのに５つの工程をとることができる。第一の工程（５０２）は、漢字系文字の選択
されたドメインにおいて見つけることのできる主要構成要素（またはその他の頻用構成要
素）を特定することである。要素の実際の数は、本実施形態が適用される文字のドメイン
による。大抵の文字の大きなセットにおいては、例えば、自動的に８００～９００の主要
構成要素が存在することが予想できる。実際には、あらかじめ決定された文字のまとまり
によって特定される文字のドメインにおいて見られ特定される要素に制限することが有用
である。あらかじめ決定された文字のまとまりは、例えば、これらには限られないが、ユ
ニコード、シフトＪＩＳ、Ｂｉｇ－５、Ｇｕｏｂｉａｏ（ＧＢ）、韓国語、またはベトナ
ム語符号化、東アジア言語の辞書、入力方法に使用するために提供される文字、あるいは
教育上の目的で組み立てられた限定的な文字のドメイン等である。換言すれば、符号化ス
キームまたはその他の既存の文字のまとまりは、分類および読み出しの実施形態が適用さ
れる文字のグループまたはドメインを形成する可能性がある。
【００７３】
　第２の工程（５０４）では、各主要構成要素に見られる画数および自由端点を定量化す
る。画数は、計算方法が既知であり慣例により確立されているので、筆画を構成するもの
に関する従来の計算方法を用いて決定される。しかしながら、自由端点を数えて決定する
プロセスは、本発明に固有のもので本発明によりもたらされる主要進歩の一つを構成する
と考えられる。このプロセスは、以下に詳細が示される。端点の定量化は、画数により選
択される要素の数をかなり減らす。同様に、非部首要素の使用は、筆画－端点値対に基づ
く検索で選択された文字の数をかなり減らす。
【００７４】
　第３の工程（５０６）では、主要構成要素とそれらを含む文字との関係を特定し記録す
る。このようなリンク付けまたは関係付けは、様々な形態をとることができる。例えば、
本発明の方法に従って作成され、一方の列が主要構成要素を列挙し、他方がその主要構成
要素族において対応する文字を列挙している、印刷されたリストや、結果セット文字にペ
ージ番号のついた、適切な順に並べられた要素の表や、一対多数の関係を確立するフィー
ルド及びリンク付け表を通じて、前述の関係を確立するリレーショナルデータベースなど
の形態をとることができる。完全な実施においては、すべての主要構成要素は特定され、
上述の方法において説明したように、すべての文字が主要構成要素と関連付けられている
と適切に表示される。主要構成要素と文字との関係を特定し記録する結果、比較的小さな
セットの文字が各主要構成要素に関連付けられるように、文字族にグループ分けすること
ができる。このことは、部首には、通常、多数の文字が関連付けられることと全く対照的
である。
【００７５】
　第４の工程（５０８）では、
主要構成要素を便利にアクセスする手段を提供する。紙ベースのフォーマットでは、アク
セス手段は、主要構成要素が筆画－端点順に列挙されている本発明の実施形態にしたがっ
て作成された表からなる。電子フォーマットでは、このアクセス手段は、画数と端点値を
入力するためのインターフェースを提供することによって実現される。当該インタフェー
スでは、主要構成要素とそれらの関連筆画－端点値を含む記録テーブルがアクセスされ、
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対応する候補結果セットが表示される。インターフェースとして、グラフィカル・ユーザ
・インターフェス（ＧＵＩ）、テキストベースのインターフェース、別の種類の英数字イ
ンターフェース、入力装置インターフェース（キーボード、マウス、タッチペン等）、音
声（例：マイクロフォン）／視覚（例：ビデオカメラ）インターフェース等が挙げられる
。本方法に好適な装置は、図８を参照して以下に詳しく述べられる。
【００７６】
　第５の工程（５１０）では、主要構成要素から対応する文字結果セットへのアクセスを
可能にする参照手段を提供する。ペーパーベースのフォーマットでは、例えば、本発明の
実施形態にしたがって作成された主要構成要素の一覧が参照番号もしくはページ番号、ま
たは単にその族に属する文字の欄を含む場合に、参照手段を設置することができる。電子
またはコンピュータベースの実施形態においては、参照手段は、ユーザがまず主要構成要
素を見つけその主要構成要素からその要素の族にある文字の一覧にアクセスできるグラフ
ィカル・ユーザ・インターフェス等のインターフェースを有していてもよい。
【００７７】
　端点数を決定する例示的な手段について、以下において詳細に述べる。
【００７８】
　端点数の決定方法
１．構成要素はそれらが有する画数と自由端点の数（筆画－端点値対）により分類できる
。この明細書の目的のための値の組み合わせは｛画数、端点｝（略して｛ｓ、ｅ｝）とし
て示す。したがって、例えば、｛ｓ、ｅ｝表示が｛２，３｝であれば、画数２、端点数３
の要素を示す。例えば［２．３］、［２－３］、（２－３）、（２、３）、｛２－３｝等
の同じ情報を伝えるその他の表示を使用することができる。これらはすべて筆画－端点値
対を表すことを意図している。
２．定義から当然に、すべての単一画数要素は、開始点と終点の２つの端点を有する（表
３）。したがって、これらは｛１．２｝として表示される。
３．すべての点様筆画は慣例として短い筆画を構成するとして数えられる。したがって、
ルール１にしたがって、これらは開始点と終点の見分けがつかない場合でも２つの自由端
点を有すると考えられる。
４．すべての端点が自由端点である場合、自由端点の数はその画数の２倍に等しい（表４
）。
５．筆画が別の筆画にぶつかることで、その筆画から端点が「消失」する（表５）。筆画
同士のぶつかりが見られる場合、自由端の数は、その画数値の２倍から筆画のぶつかって
いる箇所の数を差し引くことでわかる。
６．構成要素のすべての筆画が末端同士でつながっている場合、その結果は自由端のない
要素となる（表６）。
７．すぐ近くにある２つの別個の構成要素がほとんどぶつかっているように見える場合、
そのような「見かけ上のぶつかり」０１０１～０１０３は無視されることになる（図１ａ
）。意図的かつ従来つながっている別個の構成要素は「真のぶつかり」０１０４を有する
ものとして扱われる（図１ｂ）。
【００７９】
　辞書またはその他の参考資料において単語を探すのは、通常一つまたはそれ以上の検索
キーを用いることを伴う。この検索キーは、初期検索条件にマッチする項目からなる結果
セットに導く。この結果セットがその初期キーにマッチする一候補以上を有する場合、そ
の次の工程は、探している単語を探し出すために、適切と思われるあらゆる方法を用いて
、その結果セットを詳細に調べることである。
【００８０】
　例えば、西洋言語の辞書においては、ユーザは検索する単語の最初の文字を初期検索キ
ーとして用いる。これにより、ユーザは、辞書のその文字に対応する部分に至る。ユーザ
は、そこから、その単語の後続する文字に基づいてアルファベット順に検索する。このこ
とは、ある種の２次検索絞込み方法を形成する。
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【００８１】
　漢字系文字を使用する書記システムの場合は、この従来の検索方法は、部首をキーとし
て使用し、２次的選択方法として通常その文字の総画数または残りの画数を利用する。大
抵の辞書においては、結果セット中の文字の順序はランダムである。上述したように、こ
れらの２つの工程の適用後にも多くの候補が残るので、ランダムに並んだ結果セットの中
で文字を探すのは骨の折れる作業となりうる。
【００８２】
　本発明の本実施形態では、主要なキーは文字の主要構成要素である。この主要構成要素
はその筆画－端点分類により見つかり、このことにより、所望の文字を含む大変短い候補
結果セットをもたらす。
【００８３】
　この点において、本発明の分類方法、システム、および／またはソフトウェアは、従来
の部首体系とは様々な重要な面において異なる。例えば、部首体系においては、限られた
セットの初期キー（通常２１４個）を有し、従って、その検索結果セットは大きくなるの
が普通である。通常は、その後、部首の画数を用いてその結果セットを絞込むが、それで
も所望の文字を検索していくのにはかなり多くの時間がかかる可能性がある。対照的に、
本発明の実施形態は、多数のキーを含むが、これらのキー自身が端点数によりさらに分け
られているので、依然として、比較的早く初期キーを探すことができる。さらにまた、平
均すると、候補結果セットはかなり小さくなっており、これにより検索プロセスがかなり
迅速化される。
【００８４】
　例示的な実施形態において、文字を検索するには、その主要構成要素がまず決定される
。上記引用の文字「像」を例にとると、従来から、その部首は「人（にんべん）」であり
、その残りの非部首部分、すなわち「象」も主要構成要素である。この要素の画数は１２
であり、図１ｃに示すように、その端点数は８である。この主要構成要素を決定し、その
｛ｓ、ｅ｝値が計算されると、列挙手段を用いてそのデータから主要構成要素を探し、そ
れから、参照手段を利用して対応する結果セットを発見する。この結果セットは、３つの
文字（象、像、橡）のファミリーである。この短い結果セットは、ユニコード文字に対す
る部首法を用いて生成された５５文字の結果セットとは対照的である（表７参照）。結果
セットのサイズの正確な減少量は、もちろん、その要素、文字のドメイン、及び関係書記
システムによって異なるが、本発明によって、検索結果セットのサイズは相当程度減少し
、上述の例で示されたように、多くの場合は一桁である。
【００８５】
　上述した実施形態は、本発明の主要な特徴の基本的な実施方法を説明している。以下に
述べる別の例示的な実施形態では、エンドユーザにとっての機能性を高めるために、基本
構成に追加機能が加わっている。
【００８６】
　方法に関する別の例示的実施形態を、表８ａおよび８ｂを参照して説明する。この実施
形態は、筆画－端点分類を部首のみに適用する工程を含む。部首の正確な数は、使用する
書記システムおよび部首スキームによるが、通常、繁体字、日本語、および韓国語につい
ては２１４である。別のスキームでは、２２７、１８７、および１５４の部首を使用する
。部首の正確な数は変わる可能性があるが、全体としての方法およびその実施形態の動作
はいずれの場合においても同様である。
【００８７】
　本方法は、すべての部首とこの実施形態が適用される文字のドメインとの関係を特定し
記録する工程も含む。非部首部分は特定されなくともよく、それらの文字に対する関係も
構築されなくともよい。これらの関係を記録する方式は、本明細書に記載のように紙ベー
スおよび電子的実施形態の両者で実現できる。
【００８８】
　本方法はまた、筆画－端点分類にしたがって便利に部首にアクセスする手段を提供する
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工程を含む。表９は、この方式で示す部首のリストを示す。ただし、紙ベースのフォーマ
ットでは、これらの部首のリストはこの表のものと同様に見えるが、本発明の本実施形態
の電子的応用では、メモリーに保存されているデータの表のある部分にアクセスするため
に、ユーザによる画数および端点数の入力を可能にするためのユーザインターフェースが
提供されるべきである。
【００８９】
　本方法はまた、ユーザが目的とする部首に到達するために上記の参照手段を使用できる
ように部首から文字への参照表を与えることを含み、ユーザは、その部首から文字の一部
にアクセスできる。別の並べ方も使用可能だが、文字は、残りの筆画順に提供することが
できる。
【００９０】
　上述した方式による筆画－端点分類の部首のみへの適用結果を、本発明の他の実施形態
と比較して限定された性能を有する検索システム（または分類／読み出しシステム）と考
えることもできるが、本実施形態は、部首を探し出すのを簡単にする。これは、従来の検
索システムのユーザですら使用に慣れているものである。さらには、本実施形態は、辞書
のレイアウトやコンテンツ（｛ｓ、ｅ｝の順での適切な印刷リストまたは部首の電子デー
タベースおよび文字への参照番号が必要かもしれない）へ最小限の変更を加えるのみで容
易に従来の辞書に組み込むことができるので、現在開発されている装置または印刷物への
改良として価値がある可能性がある。言い換えると、本実施形態は、紙ベースおよび電子
フォーマットの既存の印刷物に容易に適用できる。
【００９１】
　筆画－端点の概念を部首に適用する実施形態を説明するため、表８ａは、４画の部首を
探すのにユーザがいくつの部首を調べなければならないかを示す。結果セットは３７文字
なので、目標の部首を探しだすために比較的時間がかかる。これとは対照的に、表８ｂは
論理的に可能なすべての端点数（０～８）について作成された異なる結果セットを示す。
この表からわかるように、４画の部首では、結果のサイズの平均的な低減率は８２．３％
である。結果セットサイズのこの大幅な減少は、ユーザが目標の部首を探しだすときに時
間を節約することを可能にする。
【００９２】
　先に記載した例示的な実施形態を用いて部首を探すために、まず画数および端点数値を
所望の部首について決定する。例えば、「木」という部首を探すには、その筆画、端点値
は｛４．６｝であることに着目する。｛ｓ．ｅ｝が｛４．６｝にマッチする部首の結果セ
ットは、画数値４のみを用いる従来の結果セットの３３部首とは異なり、９部首含む。所
望の部首を探し当てれば、総画数または残りの文字画数を用いる従来方法により所望の文
字についての検索を続けることができる。
【００９３】
　ここからわかうるように、４画の部首のすべてのうち、先に挙げた例はその結果セット
で最も低い減少効果、具体的には７５．７％を与える。その他の４画の部首については、
これよりもさらに減少され、結果セットの減少率は７５．７％から９７．３％の範囲に及
ぶ（表８ｂ参照）。表に示す大幅な減少結果は、所望の部首を探しだすのに必要な時間を
減らす実施形態についての可能性を説明している。
【００９４】
　表９および１０を参照して記載している本発明の別の例示的な実施形態は、電子または
非電子フォーマットで実現でき、部首と主要構成要素についての別個のリストを含む。こ
のアプローチは、従来の部首による方法を筆画－端点分類法および／または主要構成要素
法により細分した混成法を用いて文字を検索するオプションをユーザに提供することがで
きる。しかしながら、いずれの場合においても、所望の要素を含む結果セットを減らすた
めに筆画－端点対値を使用することによって、キー（部首であれ非部首要素であれ）を探
すための検索時間を減少させることができる。
【００９５】
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　表９は、筆画－端点分類により順に並べられた部首の選択肢を示し、表１０は、同様の
方法で順に並んだ非部首の選択肢を示す。例えば、本発明が紙ベースのフォーマットで実
現される場合、表９および１０は、例えば、各要素のすぐ下にページ番号または相互参照
番号を示すことができる（ページ番号はこれらの表には示していない）。電子フォーマッ
トで実現化した場合、部首または非部首であれ、おそらくクリックするか目的の検索キー
を選択することによって、ユーザは文字結果セットに到達することができる。
【００９６】
　本実施形態の方法は、部首と非部首要素を特定する工程を含む。この方法はまた、画数
および端点数を上記の工程で列挙したすべての部首および非部首に割り当てることも含む
。この方法は、主要構成要素と文字との関係を決定し記録することも含む。関係記録を決
定し記録することは、上記のように、紙ベースまたは電子ベースで実施することができる
。
【００９７】
　本方法は、関連する｛ｓ．ｅ｝対値を介して、部首および／または主要構成要素にアク
セスすることも含む。この工程も上述のように紙ベースまたは電子的であってもよい。
【００９８】
　本方法は主要構成要素に関連する｛ｓ．ｅ｝対値を介して主要構成要素にアクセスする
ための工程を提供することを含む。このような工程の実施は、上述のように、紙ベースで
も電子的であってもよい。
【００９９】
　本方法はまた、部首から文字への参照手段を提供することも含む。このような手段は、
上述のように、紙ベースでも電子的でも実現することができる。本方法は、また、主要構
成要素から文字への参照手段を提供することを含む。このような手段は、上述のように、
紙ベースでも電子的でも実現することができる
【０１００】
　本方法はまた、ユーザが主要構成要素を共有する見た目の同じような文字を入力し、対
象とする主要構成要素を探し、その後その主要構成要素を含む関連文字を探すことにより
文字を検索できるように、文字から主要構成要素、さらには主要構成要素から文字への参
照手段を提供することも含む。
【０１０１】
　本方法はまた、ユーザが頻用構成要素を共有する見た目の同じような文字を入力し、対
象とする頻用構成要素を探し、その後その主要構成要素を含む関連文字を探すことにより
文字を検索できるように、文字から頻用構成要素、さらには頻用構成要素から文字への参
照手段を提供することも含む。
【０１０２】
　一実施形態によれば、縮小した結果セットを提供することのできる筆画－端点を用いて
、部首または非部首（主要）要素による文字の検索を可能にする。
【０１０３】
　動作においては、検索対象の文字の主要構成要素が決定される。本発明の検索キーの画
数および端点数が決定される。検索キーが部首である場合、その部首を｛筆画．端点｝対
値に従って部首表（表９に一部示す）またはその他の列挙手段で検索できる。同様に、探
している要素が部首でない場合、非部首表（表１０に一部示す）で検索できる。いずれの
アプローチでも、その目標とする文字を見つけることのできる効率的で小さな文字結果セ
ットが得られる。ここで、電子フォーマットで実現化した場合には、上述の表はコンピュ
ータ表示スクリーン上で升目格子状の形をとる。紙面で実現した場合には、対象としてい
る検索キーについての結果セットに導くために、これらの表は各要素について参照番号ま
たはページ番号を示すことができる。
【０１０４】
　本発明による別の実施形態を表１１を参照して述べる。表１１はどのように複雑な構成
要素が簡単な構成要素にさらに分割できるかを示す。このような細分化を行う際には、複
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合構成要素で特定された要素を語源に基づいて（etymologically）関係づける必要はない
。漢字系文字で用いられる構成要素の特定および画数と端点数の頻用構成要素への割り当
ては、上述したものと同様にして行われる。さらにまた、より単純な要素を有すると解釈
される複合頻用構成要素とそれらを構成するのに使用される単純な要素の間の関係が、特
定し記録される。所与の単純な要素は複数の複合要素に見られることが多く、所与の複雑
構成要素は複数の単純構成要素を有することが多いので、単純構成要素と複合要素間の関
係は、多数対多数の関係であることが多い。結果として、複合要素は、表またはその他の
検索方法で検索することで単純構成要素から容易に見つけることができ、逆に単純構成要
素はそれらが用いられている複雑構成要素を介して見つけることができる。上述したよう
に、文字は、上述の例示的な実施形態に記載した重要（例えば、主要）構成要素方法にし
たがって、分類・グループ化できる。しかしながら、文字がいずれの構成要素からも検索
できるように、さらに表を追加してもよい。この後者の機能は、電子フォーマットでより
便宜的に実現できるが、紙ベースの形態でも同様に容易に提供できる。
【０１０５】
　方法の例示的実施形態は、対象とする文字のドメインにおいて見つけられるすべて（ま
たは一部の）頻用構成要素を特定することを含むことができる。ただし、要素の結果セッ
トは、主要構成要素に加え、上記の主要構成要素の条件に合わない頻用構成要素があるの
で、おそらく主要構成要素のセットよりも大きくなる。
【０１０６】
　この方法は、本来基本構成要素であるか複合物であるかに関わらず、画数および端点数
を頻用構成要素に割り当てることも含む。
【０１０７】
　本方法は、構成要素と文字のドメインとの（一方向または双方向の）すべての関係を特
定し記録することも含む。
【０１０８】
本方法はまた、基本構成要素と複合構成要素との一方向または双方向の）すべての関係を
特定し記録することも含む。
【０１０９】
　本方法は、｛ｓ．ｅ｝値を介して構成要素にアクセスする工程を含んでいてもよい。
【０１１０】
　本方法は、基本構成要素についてのリストに関連画数および端点数を提供することを含
むことができる。この方法は、複合要素から基本構成要素へ及び基本構成要素から複合要
素へのリスト手段と共に、基本構成要素から複合構成要素及び基本構成要素から複合要素
への参照手段を提供することを含むことができる。この方法は、構成要素から文字への参
照手段を提供することを含むことができる。
[0100] 既述の本発明の実施形態のように、関係の記録と様々なリストおよびアクセス手
段は、紙ベースおよび電子フォーマットの両者で実現することができる。さらにまた、本
実施形態は、具体的に主要構成要素にアクセスする手段または部首により文字にアクセス
する手段等の機能を含んでいてもよい。しかしながら、明瞭化のため、および本発明を実
現するこの特定のアプローチを区別するため、これらの追加的で任意の工程は上述の説明
において列挙されていない。この実施形態の意図する用途に応じて、一つまたはそれ以上
の実施形態の様々な特徴の適切な組み合わせを含むことができる。
[0101]　本実施形態は、ユーザが、より馴染みがあり、少なくともその｛ｓ．ｅ｝値から
より簡単に見つけられるより単純な要素に基づいては知ることのできない複合主要構成要
素を見つけることを可能にする。このことは、電子フォーマットにおいて実現される場合
に特に効果的となりうる。
[0102]　操作の際には、上述の実施形態は、ユーザが単純な要素の使用により複雑な（複
合）要素を探し当てることを可能にする。例えば、「加」という要素を探しだすには、｛
２．４｝にある「力」または｛３．０｝にある「口」を探す。もちろん、この実施形態で
は既述の実施形態の特徴をさらに含むことができ、「加」自身が主要構成要素であるので
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、｛５．４｝として直接その複合要素「加」を探すこともできる。
[0103]　図１２を参照して記載する本発明の別の実施形態は、電子または非電子フォーマ
ットで実現化される。各実施形態において、上述した特徴および機能性のあらゆる組み合
わせに加え、筆画－端点値対を文字そのものに適用することができる。このことは、中間
検索工程として部首やその他の主要基本要素を使用することなく、その｛ｓ．ｅ｝値に直
接したがって文字を検索することができることを意味する。電子フォーマットにおいては
、入力および出力フィールドが表示およびデータ入力出力目的のために必要に応じて提供
される。この実施形態は、紙ベースの検索方法にも使用できる。
[0104] 　上述の好ましい機能性を実現するのに必要な各種工程に加え、本実施形態の方
法は以下の工程を含むことができる。本発明が適用される文字のドメインに含まれる文字
の画数と端点数を計算することができる。本方法は、それらの画数と端点数を介して文字
にアクセスする手段を提供することを含んでもよい。
[0105] 　本実施形態は、文字の部首や主要構成要素を決定するのが難しい場合に特に効
果的となる。さらに、画数が数画の単純な文字の場合、部首または主要構成要素をキーと
して用いる中間的な工程なしに、それらの｛ｓ．ｅ｝値により直接それらの文字を見つけ
ることがより効率的になると期待される。
[0106] 　この方法を用いるときは、その文字の画数および自由端点の数を数え、部首や
頻用構成要素の中間段階無しに、直接文字を探すことができる。例として、「事」という
一般的な文字を考える。「事」は、従来の解析において検索用部首とされる４つ以上の候
補要素（「一」、「口」、「亅」、および「ヨ」）を有する。「事」については、明らか
に最も重要と考えられる要素もなければ、どの要素が一番一般的でないかを知るはっきり
した方法があるわけでもない。「事」の画数と端点を数えることで、｛ｓ．ｅ｝値対が｛
８．７｝であることがわかる。紙ベースのフォーマットでは、続いて｛８．７｝に列挙さ
れている文字を検索する。そして電子フォーマットについては、この｛ｓ．ｅ｝値を、ユ
ーザ・インターフェースが備えている様々な機能を利用してこの文字を検索し、その目標
とする文字に対する結果セットをチェックする。後者の場合においては、筆画および端点
値を入力する手段が出力表示手段と共に必要である。入力手段として、キーボード、マウ
ス、タッチペン、音声入力装置、視覚的入力装置、ジェスチャーベースの入力装置、信号
入力装置等がある。出力表示手段として、映像スクリーン、印刷、触覚出力装置、音声出
力装置、信号出力装置、および／または結果を人または別のコンピュータあるいは電子シ
ステムに出力するのに適した出力装置が挙げられる。
 [0107] 　本実施形態は、文字が単純（画数が少ない）で、文字のどの部分が部首または
主要構成要素 であるかを決めることが難しい場合に特に効果的となりうる。
[0108] 　表１３および１４を参照して、別の実施形態について述べる。従来の部首およ
び文字の画数の数え方は、何年もの辞書編纂で確立されてきた。残念なことに、この従来
の画数を数える方法が、通常展開されている画数を数える原理と食い違うような場合が時
々ある。この実施形態の方法は、表１３に示すように、別の画数値をこのような場合と関
連付けることができる。この表では、対象とする行に示す要素と関連付けられた｛ｓ．ｅ
｝値が、列に示されている。｛ｓ．ｅ｝＃１で示す列は、２つの可能な画数値の一番目の
ものを示し、｛ｓ．ｅ｝＃２で示す列は別の画数値を示す。これらの場合では、各｛ｓ．
ｅ｝対についての「ｓ」（最初の）値の違いを見ることになる。
[0109]　同様に、端点数は、文字または要素が書かれる正確な様式により変わるように思
われる。このため、異なるフォントが異なる端点数を示すこともある。本実施形態は、別
の端点値を対象とする文字または要素と関連付けることで、このような曖昧さを解決する
ことができる。
[0110]　別の端点数を介して曖昧さを解決する例を表１４に示す。この表では、各行が特
定の要素に対応している。｛ｓ．ｅ｝＃２および｛ｓ．ｅ｝＃３で示す列は、別の端点数
を示す。これらの場合では、各｛ｓ．ｅ｝値対について「ｅ」（２番目の）値の違いを見
ることになる。
【０１１１】
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　様々な実施形態で上述した工程に加えて、一実施形態は、以下の工程も含むことができ
る。すなわち、画数に関して曖昧さがありうる場合、別の画数を特定し記録する工程と、
端点数に関して曖昧さがありうる場合、別の端点数を特定し記録する工程とを含むことが
できる。
【０１１２】
　別の画数および端点数を提供する工程は、先に述べた実施形態のいずれに適用してもよ
く、電子および非電子フォーマットのいずれで実現してもよい。別の画数および端点数は
、すべての要素および文字に適用でき、あるいは部首的要素、非部首的要素、基本要素、
複合要素等の要素または文字のどのようなサブセットにも適用できる。さらに、２つの可
能な画数についての列を表１３に、３つの可能な端点数を表１４に示すが、本発明のこの
実施形態は、２または３つの別の数にそれぞれ限定されているわけではなく、理想として
は各文字について必要な分のみ提供する。そのため、多くの要素および文字においては、
曖昧さがないために別の候補が必要とされず、他の要素においては、いくつかの別の候補
を必要とするかもしれない。
【０１１３】
　本方法は、任意のステップとして、端点数または画数の別の候補（可能性）をその検索
結果に追加して表示するかをユーザが選択できるようにすることを含む。したがって、初
期検索結果スクリーンがユーザが選択した｛ｓ．ｅ｝値を含む複合語または文字を示し、
前ページに進むことで画数または端点数（いずれかが異体字について指定されている）が
徐々に減り、ページを進めると（示している）画数または端点数が徐々に増えることにな
る。代わりに、別個のＧＵＩコントロールにより、画数または端点数（いずれかを指定）
について、ユーザが徐々に「ページを前に戻したり」「ページを先に進めたり」すること
を可能にする。この設定により、ユーザは、範囲を入力する必要がなくなり、単に「最も
妥当な推測」を入力すれば済むようになる。
【０１１４】
　本実施形態を用いることは、上述のその他の実施形態のいずれとも同様である。違いは
、画数または端点数を決定するための誤差に大きな余裕があることである。この誤差の余
裕は、従来の画数が直感的なものでない場合や端点数の曖昧さが一つ以上の可能性を解釈
することを可能にする場合であっても、処理が妨げられないようにする。
【０１１５】
　別の例示的な実施形態を表１５を参照して記述する。この実施形態は、名称、意味、ま
たは両者を、上述した実施形態において特定された要素に割り当てることによって実現す
ることができる。このようにして、要素は名称および／意味で索引付けされ、そのような
ものとして覚えることができる。原理上、その要素の語源に相関させることが名称には論
理的である。非電子フォーマットの場合、このデータは、使用されている書体の体系に従
って音声的に並べられた名称または意味によって索引付けされた表によって、論理的に表
現される。意味の場合、たいていの要素が一つ以上の意味を有するので、一文字あたり複
数のエントリが当然許される。電子フォーマットにおいて、入力および出力フィールドは
、表示およびデータ入力・出力目的のために必要に応じて提供される。
【０１１６】
　先述の実施形態に含まれる機能性を達成するためのどの工程を実施することに加え、本
実施形態は以下の工程を含む。すなわち、検索キーとして使用される各構成要素の語源的
意味を特定する工程である。従来、多くの要素が音声要素と考えられてきたが、当初は、
文字の語源におけるある点で、これらは必然的に具体的なものまたは記号的なものを表現
した。この具体的または記号的な名称が意味として役立つ。
【０１１７】
　本方法は、また、その意味に基づく名称をその要素に関連付けることを含んでもよい。
電子フォーマットでは、名称は、理想的には固有であり、同一の意味を有する要素は表１
５（ｂｉｒｄ１、ｂｉｒｄ２など）に示すように索引付けされる。「＃」を任意の番号に
対するワイルドカードとして「ｂｉｒｄ＃」を検索するので、検索において、この数字を
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記憶する必要はない。別のワイルドカード記号ももちろん使用できる。
【０１１８】
　本方法は、要素の名前または意味により要素にアクセスする手段を提供することも含む
ことができる。
【０１１９】
　本方法はまた、検索キーとして使用される要素を介して文字にアクセスする参照リンク
手段を提供することも含む。
【０１２０】
　中国語、日本語、韓国語、または旧ベトナム語の正字法学習者は、文字の組み立てや語
源に詳しくなるので、文字に使用される要素の意味についてより詳しくわかってくるのは
極めて当然のことである。本発明の本実施形態により、ユーザは、名称または意味により
要素を検索することが可能になる。このことは名称を覚えそれを検索手段として使用する
ことが画数と端点数を数えるよりも早い場合に有効である。また、文字要素についてもっ
と学びたいと望む学生にとっても役立つ。
【０１２１】
　この実施形態の使用は、要素の名称または意味を検索キーとして使用することで、表ま
たは同等のアクセス手段から要素を探すことを伴う。紙ベースのフォーマットの場合、名
称を探すことにより、一つまたはそれ以上の文字の一覧が得られる（表１５）。要素関連
データを有するエリアを索引付ける参照またはページ番号は、各要素について示すことが
できる（表には示していない）。この場合、一つまたはそれ以上の構成要素の一覧は、そ
の名称または意味を適切なグラフィカル・ユーザ・インターフェスに入力後、スクリーン
またはその他の出力装置上に表示される。ここから、本発明のその他の実施形態において
上述したように、文字データへのアクセスを実現することができる。
【０１２２】
　別の実施形態を表１６を参照して記載する。様々な書体の改良、著しくは１９４５年の
日本語の改良および１９４９年のＰＲＣ改良により、新規の書記素を用いて現在書かれる
文字や要素がある。このような転換の結果、要素や文字は別のバージョンで表現すること
ができる。したがって、例えば、「單」、「単」は、同じ語について異なる書体で使用さ
れているに過ぎず、すべて同じである。したがって、グラフィカルな修正により関連する
要素間の関係の経過を追うことは有用である。
【０１２３】
　別の実施形態において記載される上記のいずれの工程に加え、一実施形態は以下の工程
を含むことができる。すなわち、要素の異体字間の多数対多数関係を特定する工程と、一
つの異体字にステップ２における手段を用いてアクセスした場合にすべての関連異体字が
結果セットに表示できるように、すべての要素およびそれらの異体字を筆画－端点分類に
よりアクセスする手段を提供する工程とを含む。
【０１２４】
　表１６は、「言葉／言う」をあらわす部首「言」の例を用いて、このデータが表におい
てどのように相関するかを示す。図２は、このようなデータをリレーショナルデータベー
スに保存するために使用される実施形態の例を示す。電子フォーマットにおいては、書記
素の異体字にアクセスし表示するためにユーザによって使用されるインターフェースを実
現化するために、広範な種類のグラフィック・ユーザ・インターフェースが使用できる。
【０１２５】
　書体にわたって相互参照することに関する様々な可能な実施形態がある。電子フォーマ
ットにおいては、入力検索フィールドは、ユーザがその｛ｓ．ｅ｝値により要素を検索す
ることを可能にすることができる。例えば、「言」を｛７．８｝の｛ｓ．ｅ｝を用いて検
索することにより、「言」を含む要素のセットが得られる。続いて「減」を選ぶことによ
り、表示手段が「言」およびその異体字が存在する場合にはそれらの異体字を表示するこ
とができる。オプションとして、このような異体字が使用される場合、その言語に関する
追加情報を表示することができる。この実施形態の紙ベースのバージョンは、｛ｓ．ｅ｝
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順に要素を列挙するとともに他の書体における別の形態を示すフィールドを含む表を用い
て実現される。ただし、この実施形態の電子および紙ベースのフォーマットについては、
一書体あたり１以上の異体字がわかっている場合を取り扱うのに追加のフィールドまたは
列が提供される可能性がある。記載の明確さのために、このような追加のフィールドおよ
び列はこれらの図や表に示されていない。
【０１２６】
　別の実施形態は、その要素が基本要素、複合要素、部首、非部首、主要なものまたはそ
れ以外のもののいずれであるかに関わらず、文字に含まれる各種要素に基づいて文字を探
す機能を提供できる。既述の実施形態の工程に加え、この方法は、種類（部首、非部首、
基本要素、複合要素、または主要）に関係なく、文字のドメインに存在する要素を特定す
ることを含むことができる。この方法はまた、｛ｓ．ｅ｝分類によりすべての要素にアク
セスする手段を提供することと、所与の要素に関連付けられた文字にアクセスすることが
可能なように、文字の一覧から要素を含む文字への参照手段を提供することも含む。
【０１２７】
　本実施形態によると、所与の検索に対し大きな文字結果セットが得られるが、要素が主
要構成要素がどうかに関わらず、稀な要素または一般的ではない要素が、文字のドメイン
の限定的なサブ選択を的確に与える場合に、有益となりうる。さらに、例えば研究者が文
字関係を学習したい場合に役立つ。そして、主要構成要素のようなより明確な検索キーが
代わりに使用されるように本発明の先述の実施形態からの機能性が含まれると、どのよう
な理由であれユーザが検索キーとして用いる部首または主要構成要素を特定しづらい場合
に、本実施形態を「最終手段」として使用できる。電子コンテクストでは、本実施形態は
それゆえ、複数の構成要素が同時に検索キーとして使用できるように構成でき、これによ
り検索プロセスの際に作成される結果セットをさらに減らす。
【０１２８】
　本方法の使用は、その他の実施形態と同様である。目標の文字を探すには、筆画－端点
分類にしたがって文字の構成要素にアクセスする手段を使用し、この結果セットに基づい
て、目標の検索文字を探すことができる。このリスト作成手段は、表に含まれる要素の数
以外は、本明細書において示される他の表と同様であるため、結果として得られる表また
は図は、これらの上述したものと同様となる。
【０１２９】
　図３および４を参照して別の実施形態について説明する。この実施形態は先に述べた実
施形態のいずれか又はすべてを組み合わせているが、これらを電子フォーマットに固定し
ている。したがって、表示装置またはその他の出力手段、キーボード、電子式タッチペン
、またはその他の入力手段、データを保存するための短期および長期メモリ、コンピュー
タプロセッサ、およびソフトウェア・アプリケーションを介して備わったデータベース検
索および読み出し機能を、文字および文字構成要素の検索に役立つように備えることがで
きる。図３は、上述の様々な実施形態で達成した機能を備える例示的なデータ構造を示す
。このデータ構造は、コンピュータ読み取り可能な媒体で実現される。図３において、表
の名称を大文字で示し、太文字のフィールド名は、対応する表のキーフィールドを示し、
矢印は表同士のリンクを示す。表同士の関係構造は、矢印の矢先が「一つのファイル」を
示し、矢印の矢尻（矢の起点）は「多くのファイル」を示す。
【０１３０】
　例えば、先述の実施形態で述べた機能性をリレーショナルデータベースを用いて実現す
るには、文字、主要構成要素、要素、および文字＿構成要素＿リンクの４つの表を用いる
ことができる。あるいは、適宜、筆画－端点表記により直接文字を検索する能力を備える
ことができ、文字の表は文字自身、画数フィールド、および端点フィールドからなるフィ
ールドを含むことができる。さらに、ユーザが文字の画数を推測する際の誤差を許容する
ため、別の画数フィールドおよび別の端点フィールドを追加することができる（図３）。
｛ｓ．ｅ｝値についての検索は、正確な値（結果セットのサイズを限定）を用いるか、あ
るいは範囲（ユーザがある曖昧さを認識している場合）を用いて実施できる。検索結果の
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表示は、上述のようにページアップまたはページダウン機能の何らかの形態によって、ユ
ーザの推測よりも徐々に多いまたは少ない画数または端点数にマッチする結果を閲覧する
ことを可能にする。
【０１３１】
　構成要素の表は、最小限の画数および端点フィールドを含むことができるが、別の画数
や端点値の組を含んでいてもよい（図３）。文字の表と構成要素の表をリンクしたものは
、文字＿構成要素＿リンクであり、文字と構成要素間の多数対多数の関係を実現する目的
がある。
【０１３２】
　最後に、上記の構成要素に関する単純－複雑の識別を実現するために、要素（単純構成
要素）を含む表を追加的に備えることができる。論理的には、一つのアプローチとして、
他のより複雑な構成要素を構成するのに使用される任意の構成要素を「要素（element）
」と考えることができる。したがって、要素表（ELEMENTS table）における要素フィール
ドは、より小さな書記素に細分化することができない構成要素の一覧を含むことができる
。各構成要素が複数の要素と関連付けられることができ、各要素は複数の構成要素に関連
づけることができるので、構成要素表（COMPONENTS table）と要素表（ELEMENTS table）
との関係は、必然的に多数対多数になる。
【０１３３】
　図４は、本実施形態に従って使用される典型的なグラフィカル・ユーザ・インターフェ
ス（ＧＵＩ）の例を示す。この多目的インターフェースにより、例えばラジオボタンによ
り検索目標を選ぶことを可能にすることができ、例えば、選択肢は、部首構成要素、非部
首構成要素、各種構成要素または文字である。ユーザは、続いて、単数又は複数の検索条
件を選択できる。この検索条件は、筆画のみ、端点と筆画、名称、又は意味である。図４
に示すように、結果セットは、グリッド上の升目格子の形態をとることができる。結果セ
ットの構成要素（空のボックスで示す）の一つをクリックすることで、目標が発見された
ことを示すことができる。目標が部首または構成要素の場合、その目標をクリックするこ
とでその部首または構成要素を含む文字の新規セットを作成できる。グラフィカル・ユー
ザ・インターフェスは様々な方式で実施できるが、様々な実施形態について他の実施態様
を考えることができ、結果セットを別のウィンドウに示すことができる。これらには限ら
れないが、構成要素または文字の意味、読み、および用法注釈等の追加データも検索目標
とともに表示できる。図４に示すように、名称および／意味により構成要素および／また
は文字について検索するのに、グラフィカル・ユーザ・インターフェスまたはその他の手
段を備えていてもよい。
【０１３４】
　本発明の趣旨に従って、その実施形態に有用な別のグラフィカル・ユーザ・インターフ
ェスを提供することができるのは当然である。例えば、部首および非部首構成要素の両方
を、別々に、又は。組み合わせて検索に使用できるように、この両方の構成要素を別個の
表に表示することができる。例えば、検索－端点キーを用いて部首及び非部首を検索し、
その目標文字に共に含まれる部首と非部首を選択することができる。構成要素と文字と関
連するデータもスクリーン上に表示できる。
【０１３５】
　本実施形態は、標準的な電子文字に見られない文字構成要素を、分類法の一部として多
様な書記素（構成要素、主要、および非主要）を表すものとして特定されたグリフ（glyp
h）にマッピングすることを含む。マッピング（コード化）自身に加え、一つまたはそれ
以上の特殊フォントまたはフォント補遺を作成することができる。現行の技術を用いて、
非部首の頻用構成要素をテキストとして表示するために、典型的には非部首の頻用構成要
素をユーザにより定義された文字としてコード化して画面上に表示できるようにする。こ
の手法は、すでに知られており、人々が独自のフォントをデザインしたり既存のフォント
に文字を加えたりすることを可能とする多数のソフトウェアアプリケーションの一つを用
いて達成できる。上記実施形態の電子フォーマットを実施することは、構成要素のグリフ
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マッピングとフォント補遺開発を含むことができる。
【０１３６】
　文字を検索するための本実施形態を用いる際、ユーザは、例えば部首、非部首品用構成
要素、または文字自身等のうち、どの種の検索が望ましいか決定できる。筆画－端点対値
に対応する非部首構成要素または部首を選択することにより、検索条件にマッチし、ユー
ザがその所望の文字を選択（クリック）することができる文字のセットを提供することが
できる。検索目標が複雑な場合、構成要素はさらにその検索結果セットを絞り込むために
組み合わせて用いられる。この検索結果を画面上に表示し、目標とするものが見つかると
、関連データが適切な場所に表示される。
【０１３７】
　その他の実施形態の特徴も本実施形態に組み込むことができるので、名称を入力し、そ
の意味をタイプし、タイプ又は数のマトリックスをクリックすることにより筆画および端
点値を入力し、構成要素を組み合わせ、筆画－端点数を用いて見つけられる部首を単純に
用いることにより、構成要素を検索できる。この検索結果は表示され、この時点でユーザ
は所望の文字または構成要素を選択またはクリックして検索プロセスをさらに進めること
ができる。
【０１３８】
　別の実施形態として、データと具体化された本発明の方法の一つを有する装置をウェブ
サーバに設け、インターネットを介してその装置に対するアクセスを提供することが含ま
れる。このように、メモリ、入力手段、文字マッピング、およびフォント補遺に加えて、
当該フォントは、ユーザにとってダウンロード可能であり、データは、ＰＤＦ等の非コー
ド化フォーマットで表示される。続いて、ユーザはアクセス技術を用いてインターネット
を介してそのデータにアクセスする。上述の実施形態に加え、本発明の方法、システム、
またはソフトウェアの別の実施形態は、人間のオペレータや他のソフトウェアプログラム
またはコンピュータシステムへ入力し、又はこれらから出力する実施態様へのアクセスを
提供するウェブサービスを用いることを含むことができる。
【０１３９】
　例えば、ユーザが文字または構成要素にアクセスしたい場合、ユーザはその検索方法が
設けられているＵＲＬ（ｕｎｉｆｏｒｍ　ｒｅｓｏｕｒｃｅ　ｌｏｃａｔｏｒ）をオンラ
インで訪れることができる。ユーザのコンピュータに文字を表示するために、フォントを
ＵＲＬからダウンロードできる。あるいは、検索結果は、ＰＤＦフォーマットまたはその
他のニュートラルフォーマットで表示できる。この検索を実現することで、システムや方
法へのアクセスをユニバーサルなものにすることができる。
【０１４０】
　方法の別の実施形態は、コーパス固有の検索チャートおよび本発明に従う分類表を作成
する手段を有する。本実施形態は以下のように達成できる。すなわち、必要な構成要素を
特定し、上述のようにそれらのマッピングを作成することで達成できる。
【０１４１】
　この方法は、チャートや表が提供されるコーパスから文字の一覧を得、それらのコーパ
ス文字を用いて、抽出された構成要素と文字データとの関係がコーパスにおけるものと関
連するように、文字、構成要素、および関係のサブセットを本発明から作成することを含
むことができる。
【０１４２】
　この方法は、コーパスの関係に対応する関係のサブセットに基づき表を生成することを
含む。
【０１４３】
　基本的に、本実施形態では、コーパスに含まれていない構成要素、文字、および関係を
、全てがそろった実装態様に含まれる構成要素、文字、および関係の全体のまとまりから
差し引く。（ただし、本発明の全てがそろった実装態様は例えばユニコードに基づくであ
ろうが、その他の非常に大きな文字セットを用いることもできる。）データのサブセット
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を得ると、電子コンテキスト（携帯型電子辞書、ＰＤＡ、携帯電話等）に適用したり、例
えば辞書等の印刷媒体の印刷物に組み込むための印刷バージョンに用いたりすることがで
きる。
【０１４４】
　この実施形態を実施し、および／または、使用するために用いられる方式は、使用され
るデータベースおよびプログラム言語による。例えば、一実施形態を構成するために、デ
ータ用のレポジトリとしてリレーショナルデータベースを使用することができ、コーパス
文字の電子リストを単に得たり、表にしたデータのサブ選択物を、例えば書体のセットを
介して作成する。このことは、アジア系の文字を扱うリレーショナルデータベースの使用
に熟達した者には容易である。この結果得られるサブ選択物は、構造面で実施形態を再現
する新規データベースの基盤として使用できるが、所望のコーパスに関連するデータの部
分のみ含む。この結果は、意図する電子コンテキストに対して適切なフォーマットに変換
され、印刷媒体の辞書に使用するために印刷される。
【０１４５】
　他の実施形態は、新規および／または経験のある実施形態のユーザのトレーニングツー
ルまたは手引きとして使用されるトレーニングシステムの開発を含むことができる。本発
明の試作品の実施における試行錯誤は、ユーザが端点値を数えるのに苦労した構成要素を
容易に特定することができる。さらにまた、使用するフォントによって端点数が異なる構
成要素を特定することも可能である。この実施形態においては、これらの曖昧さまたは困
難な場合をチャートに示し、正しい端点を丸で囲んだり、あるいはハイライトし、誤った
端点を印をつけずにおいておく。このチャートにおける構成要素は、画数および正しい端
点数により並べることができる。そして、困難な場合のチャートを例えば学習の手引きと
して使用できる。
【０１４６】
　困難で曖昧な場合を含む構成要素のチャートは、重要であるが曖昧な構成要素に関する
正しい端点数を、どのようにして迅速にそして正確に特定するかをユーザに教えるトレー
ニングツールの開始点とすることができる。このようにして、ユーザは本発明の実施形態
をかなりの精度および効率で用いることができる。印刷媒体においては、困難な場合につ
いての別表を、特定の要素について自信がないが構成要素の全体のまとまりからは探した
くないユーザに提供することもできる。
【０１４７】
　ソフトウェア推測ゲームやトレーニングプログラム等の困難な場合や曖昧な場合につい
ての一覧を用いる実施はいずれも、本発明の本実施形態の趣旨にに沿うものである。
【０１４８】
　別の実施形態では、印刷された辞書及びその辞書を作成する方法を含むことができる。
この辞書及び方法においては、コンテンツが本発明の主要構成要素分類システムにしたが
って分類・配列されている。したがって、文字は、主要構成要素方法を用いてグループわ
けされ、辞書自体は本発明の筆画－端点方にしたがって分類された主要構成要素により体
系づけられる。この結果、文字を検索するための主要構成要素の中間的な表を使用するよ
りも、ユーザは直接目標文字を探すために辞書を検索できる。
【０１４９】
　迅速な検索のためには、画数値を示すインデントしたサムタブを綴じられた側と反対側
にそって配置することができる。それぞれの画数セクション内に、その画数セクション内
における端点のサブセクションを示すために、サブタブまたは同様の区分け手段が備えら
れる。各｛ｓ．ｅ｝サブセクションのはじめの部分において、短い表が主要成分を対応す
るページ番号と共に列挙するようにしてもよい。この表は、対象とする｛ｓ．ｅ｝を有す
ると容易に誤って解釈される主要構成要素を相互参照することもできる。
【０１５０】
　｛ｓ．ｅ｝サブセクション内の各ページの上または外側の余白は、その値を有する主要
構成要素を列挙することもできる。主要構成要素の一覧は、その｛ｓ．ｅ｝サブセクショ
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ン内で表示される順に従うことができる。太字、イタリック体、または色付け等のハイラ
イトするためのいくつかの形態が、ヘッダリストのどの主要構成要素が現在のページに存
在するのか示すために使用される。ハイライトの前に列挙される主要構成要素は、前ペー
ジに存在するもので、ハイライトの後にあるものは、後続のページに存在するものである
。このことは、ユーザがページを前か後ろにめくるかを決めるのを容易にすることができ
る。
【０１５１】
　同じ主要構成要素を共有する文字の各系統において、文字は残りの筆画順に列挙されて
もよい。２またはそれ以上の文字が同じ画数の残り部分を有する場合には、残りの部分が
実際に部首を構成するならば、それらの文字は、残り部分についての従来の部首順に並べ
られる。
【０１５２】
　筆画－端点システムを正確に適用することが、最初の使用時には難しい場合を列挙する
ために、辞書の終わりまたは最初に特別な表を備えることができる。例えば部首や読みに
よる索引等の従来の索引を備えてもよい。
【０１５３】
　本実施形態による構造は、二言語の文字の辞書はもちろん、単一言語のものに容易に適
用できるので、各文字に提供されるデータの種類に特定の制約はない。関連する単語は、
用法の情報、語源等と共に、各文字と列挙してもよい。
【０１５４】
　例えば、文字を検索するには、ユーザは文字の主要構成要素を決定し、その画数を決定
できる。ユーザは、この画数タブを用いて、主要構成要素がその画数を有する文字を含む
辞書の一般的なセクションの全体に、迅速にたどりつくことができる。サブタブまたはあ
る種の同様な手段は、正しい主要構成要素とそのレベルで誤って解釈されやすい主要構成
要素の両方を含む各｛ｓ．ｅ｝サブセクションの表を、参照ページ番号とともに用いて、
読み手を適切な端点値に向かわせる。続いてユーザは、その文字の主要構成要素を見つけ
るまでページの上部にあるハイライトキーを用いてページを進めることができる。この文
字は、表示される文字の短い一覧内で十分容易に見つけられる。ある主要構成要素系統が
多くの文字を有する稀な場合においては、文字の順序は、画数および／または残り部分の
部首の順序により決定される。
【０１５５】
　図６は、いくつかの例示的方法、システム、およびデータを示すシステムの例示的実施
形態の図である。特にシステム６００は、検索モジュール６０２、データベース６０４、
文字ドメイン６０６、主要構成要素特定方法（またはプロセス）６０８、筆画－端点決定
法（またはプロセス）６１０、部首、読み、あるいはその他の方法（またはプロセス）６
１２、入力インターフェース部分６１４、出力インターフェース部分６１６、紙ベースの
出力フォーマット６１８、電子入力／出力フォーマット６２０、および頻用構成要素文字
コード化６２２を有する。
【０１５６】
　操作上、検索モジュール６０２はデータベース６０４に接続されている。データベース
６０４は、文字、主要構成要素、頻用構成要素、および筆画－端点リンク（関連または関
係）データを有する。データベース６０４中のデータは、６０８～６１２の方法に従って
処理される文字ドメイン６０６に基づいている。
【０１５７】
　主要構成要素／筆画－端点／文字関連データがデータベース６０４に存在する場合には
、検索モジュール６０２が、入力インターフェース部分６１４を介して受け取った入力に
応答して、データベース６０４にアクセスできる。検索モジュール６０２は、データベー
ス６０４のデータと頻用構成要素文字コード化６２２に基づき、出力を生成することがで
きる。頻用構成要素文字コード化６２２は、主要構成要素または従来の言語コード化スキ
ームの一部としてコード化されていない主要構成要素またはその他の頻用構成要素を表す
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追加的なコード化文字を含むことができる。例えば、この頻用構成要素文字コード化６２
２は、主要構成要素およびその他の頻用構成要素を含む可能性があり、上述のように、場
合によっては主要構成要素は部首構成要素ではない構成要素（従来のコード化に通常含ま
れるようなもの）であることもある。したがって、この頻用構成要素文字コード化６２２
は、コンピュータシステムが頻用構成要素を参照して表示し、頻用構成要素を表示する手
段または機構を備える。
【０１５８】
　出力インターフェース部分６１６は、紙ベースの出力フォーマット６１８（例：印刷さ
れた索引や印刷された辞書等）または電子フォーマット６２０（例：コンピュータや携帯
型電子辞書等）に適用されてもよい。一般に、図６に示すものと同様の実施形態は、典型
的には、頻用構成要素のためのリンクをパッケージの一部として含む。換言すれば、ペー
ジ及び索引のページについての問題は、電子的にいくらか避けることができる。したがっ
て、最大限の選択の自由、そしてそれによるユーザ柔軟性のため、ユーザは少なくとも以
下のものを含む４通りの方法で調べることができるべきである。すなわち、
【０１５９】
　１）部首
【０１６０】
　２）主要構成要素
【０１６１】
　３）その他／各種の頻用構成要素
【０１６２】
　４）構成要素の名称／意味
【０１６３】
　５）目標と同じ主要構成要素を共有する文字を検索し、主要構成要素を探し、そしてそ
の主要構成要素のファミリーを探すこと。さらにまた、実施形態は、文字を音声的に入力
する手段を含むことができる。この特徴は、目標とする文字が稀であり、かつ／または未
知の読みを有するが一般的な既知の文字に見られる特徴を有している場合に有用となりう
る。
【０１６４】
６） 音声的（例：従来の手法）
【０１６５】
　図７は、方法またはシステムの実施形態を実施するのに用いることのできる例示的なコ
ンピュータシステムのブロック図である。図７のコンピュータシステム７００は、プロセ
ッサ７０２とメモリ７０４を含む。プロセッサ７０２は、単一のマイクロプロセッサを有
していてもよいし、あるいはコンピュータシステムをマルチプロセッサシステムとして構
成するのに複数のマイクロプロセッサを有していてもよい。メモリ７０４は、部分的に、
プロセッサ７０２による実行のための命令やデータを保存する。本発明のシステムの全部
または一部がコンピュータプログラム等のソフトウェアで実装される場合、メモリ７０４
は、作動時に実行可能なコードを保存するのに使用される。メモリ７０４は、高速キャッ
シュメモリはもちろん、ダイナミック・ランダム・アクセス・メモリ（ＤＲＡＭ）群を有
していてもよい。
【０１６６】
　図７のシステムは、大容量記憶装置７０６、周辺機器７２４、入力装置７１０、携帯式
の保存媒体ドライブ７１２、コンピュータ可読媒体７１４、グラフィックサブシステム７
２０、およびディスプレイ７０８をさらに有する。簡潔にするため、図７に示す構成要素
は単一バス７１６を介して接続されるように描かれている。しかしながら、これらの構成
要素は１またはそれ以上のデータ送受信手段を通して接続されていてもよい。例えば、プ
ロセッサ７０２とメモリ７０４は、ローカル・マイクロプロセッサ・バスを介して接続さ
れ、大容量記憶装置７０６、周辺機器７２４、携帯型保存媒体ドライブ７１２、およびグ
ラフィックサブシステム７２０は、一つまたはそれ以上の入力／出力（Ｉ／Ｏ）バスを介
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して接続されていてもよい。磁気ディスクドライブまたは光ディスクドライブと共に通常
実装される大容量記憶装置７０６は、プロセッサ７０２による使用のためのデータや命令
を保存するための非揮発性の記憶装置である。別の実施形態においては、大容量記憶装置
７０６は、本発明の方法を実施するコンピュータプログラムを保存する。本発明の方法は
、プロセッサ７０２に保存してもよい。
【０１６７】
　携帯型保存媒体ドライブ７１２は、図７のコンピュータシステムへそして同コンピュー
タシステムからデータおよびコードを入力および出力するために、フロッピディスク（登
録商標）やその他のコンピュータ読み取り可能な媒体と共に作動する。一実施形態におい
て、本発明の方法は、このような携帯型媒体に保存され、携帯型保存媒体ドライブ７１２
を介してコンピュータシステム７００に入力される。周辺機器７２４は、追加機能をコン
ピュータシステム７００に加えるため、入力／出力（Ｉ／Ｏ）インターフェース等の各種
コンピュータ支援装置を含んでいてもよい。例えば、周辺機器７２４は、コンピュータシ
ステム７００をネットワークやモデム等にインターフェースで接続するためのネットワー
クインターフェースカードを含んでもよい。
【０１６８】
　入力装置７１０は、ユーザインターフェース（ＵＩ）の一部を提供する。入力装置７１
０は、英数字入力やその他のキー情報を入力するための英数キーパッド、あるいはマウス
、トラックボール、タッチペン、またはカーソル方向キー等のポインティング・デバイス
、、または撮像カメラ、あるいはＯＣＲを含んでもよい。すべてのこのような機器は、イ
ンターフェースで接続され、本発明の方法を実行するための追加的手段を提供する。テキ
ストおよびグラフィック情報を表示するために、図７のコンピュータシステム７００は、
グラフィックサブシステム７２０とディスプレイ７０８とを含む。ディスプレイ７０８は
、ユーザが本発明の方法の実行を見ることを可能にする、陰極線管（ＣＲＴ）ディスプレ
イ、液晶ディスプレイ（ＬＣＤ）、その他の適切な表示装置、あるいは表示手段を含んで
もよい。グラフィックサブシステム７２０は、テキストおよびグラフィック情報を受け取
り、その情報をディスプレイ７０８への出力のために処理する。ディスプレイ７０８は、
構成要素インターフェースの表示および／またはユーザインターフェースの一部であるそ
の他の情報を表示するために用いられる。ディスプレイ７０８と入力装置７１０の使用を
通じて本発明に係る方法が直接そして実質的に実施されるので、このディスプレイ７０８
によって、本発明に係る方法が実際に応用される。図７のシステム１０は、音声システム
７２２も含む。一実施形態においては、音声システム７２２は、周辺機器にあるマイクロ
フォンからの音声信号を受け取るサウンドカードを含む。さらに、図７のシステムは出力
装置７１８を含む。好適な出力装置の例として、スピーカやプリンタ等がある。
【０１６９】
　図７のシステムは、ネットワーク７２８（例：インターネット）に接続したネットワー
クインターフェース７２６も含む。遠隔ユーザまたはシステム７３０は、ネットワークを
通じてプロセッサ７０２で実行する分類および読み出し方法にアクセスすることができる
。
【０１７０】
　図７のコンピュータシステムに含まれる装置は、汎用コンピュータシステムに通常含ま
れるものであり、当該技術分野でよく知られている広義のコンピュータ構成要素を示すこ
とを意図する。図７のシステムは、本発明の方法を実際的に実行するのに用いることので
きるプラットフォームを示す。アップルコンピュータ社から市販されているマッキントッ
シュベースのプラットフォーム、異なるバス構成を有するプラットフォーム、ネットワー
ク化されたプラットフォーム、マルチプロセッサプラットフォーム、その他のパーソナル
コンピュータ、携帯型プラットフォーム（携帯型電子辞書や翻訳機等）、ワークステーシ
ョン、メインフレーム、ナビゲーションシステム等のその他数多くのプラットフォームで
も十分である。
【０１７１】
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　本発明の方法のコンピュータシステム７００とともに用いることができる他の実施形態
は、ＣＲＴディスプレイ、ＬＣＤディスプレイ、投射型ディスプレイ等のモニター用の他
の表示手段を用いることをさらに含む。同様に、メモリ７０４以外の各種同様のメモリを
用いることができる。構成要素インターフェースに加えて、英数キーパッドやマウス、ト
ラックボール、タッチペン、または方向キーのようなその他のキー情報または各種ポイン
ティングデバイス等の別のインターフェース手段も使用できる。
【０１７２】
　さらなる実施形態において、本発明は、本発明のインターフェース方法を実行するため
にコンピュータをプログラムする命令が保存された保存媒体を有するコンピュータプログ
ラム製品も含む。この保存媒体は、これらには限られないが、フロッピディスク、光ディ
スク、ＤＶＤ、ＣＤ　ＲＯＭ、磁気光ディスク、ＲＡＭ、ＥＰＲＯＭ、磁気または光カー
ド、あるいは電子命令の保存に好適な各種媒体を含むことができる。
【０１７３】
　コンピュータ読み取り可能な媒体（単一または複数）に保存されるので、本発明は、汎
用又は特定用途用のコンピュータまたはマイクロプロセッサの両ハードウェアを制御し、
そのコンピュータまたはマイクロプロセッサが、本発明の結果を利用してユーザまたはそ
の他の機構とのやりとりを可能にするソフトウェアを含む。このようなソフトウェアは、
デバイス・ドライバ、オペレーティング・システム、およびユーザアプリケーション等を
含んでもよい。究極的には、このようなコンピュータ読み取り可能な媒体は、上述した本
発明のインターフェース方法を実行するためのソフトウェアをさらに含む。
【０１７４】
　上述のように方法を実行するユーザデバイスまたはシステムは、ウェブ対応装置、ワイ
ヤレス電話機（例：アップル社のアイフォーン（登録商標）)、Ｂｌａｃｋｂｅｒｒｙ（
登録商標）等の携帯端末、Ｐａｌｍ（登録商標）コンピュータデバイス等、携帯型電子辞
書やラップトップ型コンピュータ（あるいはタブレット・コンピュータ等のその他の種類
の携帯型コンピュータ）やスマートフォン、デジタルカメラやデジタル・ビデオ・レコー
ダー等のメディア・レコーダ、ｉＰｏｄ（登録商標）やｍｐ３プレーヤや電子ブックリー
ダ等のデジタルメディアプレーヤ、携帯型ゲームコンソール、パーソナル・ナビゲーショ
ン装置、または集中型装置等の１つ（またはこれらの一つ以上の組み合わせ）である携帯
型電子装置であってもよい。ユーザ・デバイスは、ＩＢＭ互換性パーソナル・コンピュー
タ（ＰＣ）またはＡｐｐｌｅ　Ｍａｃ（登録商標）等のデスクトップ型コンピュータでも
よい。一般に、上述の機能を実行できる、現在知られているまたは後に開発された装置ま
たは装置の組み合わせのいずれもが、本発明の実施形態と共に使用できる。
【０１７５】
　本発明をソフトウェアによって実現したものを購入（またはアプリケーションのプロバ
イダによっては、無償で取得）でき、有線またはワイヤレスネットワークを介してユーザ
デバイスにダウンロードすることができる。アップル社のＡｐｐＳｔｏｒｅは、ソフトウ
ェアを携帯型装置にダウンロードするためのシステムの一例である。
【０１７６】
　一実施形態は、部首と非部首構成要素の両者を含む漢字系文字にある頻用構成要素を系
統的に分類する方法を含むことができる。
【０１７７】
　少なくとも一つの実施形態は、同じ画数を有する構成要素の組から頻用構成要素を特定
する方法を提供できる。
【０１７８】
　少なくとも一つの実施形態は、頻用構成要素で特定したときに、結果として得られる選
択物が小さく、それによって検索を用意にすることができる漢字系文字を分類する方法を
提供することができる。
【０１７９】
　少なくとも一つの実施形態は、その構成要素が従来の部首または非部首構成要素である
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かに関わらず、一つ以上の成分構成要素を用いて文字を検索する方法を提供する。
【０１８０】
　少なくとも一つの実施形態は、どの構成要素が従来の部首を構成するかの決定が難しい
場合に、それらの｛筆画、端点｝数により容易に文字を検索する方法を提供する。
【０１８１】
　少なくとも一つの実施形態は、単純な構成要素に基づき複雑な構成要素を検索し、また
その逆も行う方法を提供する。
【０１８２】
　少なくとも一つの実施形態は、検索の開始点として、検索目標文字と頻用構成要素また
は主要構成要素を共有する既知の文字を用いる方法を提供し、これにより既知の文字から
構成要素成分（constituent component）を得、これらの構成要素成分の中から、共有構
成要素を、検索目標文字を特定する手段として使用する。
【０１８３】
　少なくとも一つの実施形態は、その言語が母国語か非母国語かに関係なく、言語学習者
が文字の組み立てをよりよく理解し認識するするための方法を提供できる。
【０１８４】
　少なくとも一つの実施形態は、名称または意味による非部首構成要素の検索方法を提供
する。
【０１８５】
　少なくとも一つの実施形態は、その言語について経験の浅いユーザにより容易に把握さ
れる構成要素および／または文字のための方法を提供でき、該方法の操作には、文字の発
音方法についての知識や頻用構成要素の語源的重要性の詳しい理解を必要としない。
【０１８６】
　上述のように、一つまたはそれ以上の実施形態に関して、筆画－端点システムのすべて
の文字および構成要素についてのデータベースに辞書にある文字の一覧を相互参照するこ
とによって、既存の印刷された辞書のために検索表を作成することが可能である。しかし
ながら、一つの実際上の疑問点は、辞書編集者が追加の文字や部首の表をすでに活字に組
まれた辞書に加える手間をとりたがるかということである。彼らは、法外な費用がかかる
と考えるかもしれない。
【０１８７】
　もちろん、一つの解決法は、既存の辞書またはその他の仕事に対する補足として使用す
るための、必要な部首と文字検索表を含むそれ自身で完結した小冊子を作成することであ
る。これらは、上述のような実施形態を用いて設計できる。部首または文字のいずれかを
別表にし、それらの関連文字を対応する主要構成要素として同じページに入れることがで
きる。さまざまな良好な構成が達成できる。
【０１８８】
　しかしながら別のアプローチでは、実施形態を用いて作成した一つまたはそれ以上の検
索表を、フランス語やスペイン語で動詞活用に時折使用される「動詞ホイール（ｖｅｒｂ
　ｗｈｅｅｌｓ）」に似たボルベレ（ｖｏｌｖｅｌｌｅ）として具体化できる。
【０１８９】
　本発明の方法、システム、またはソフトウェアの実施形態は、回転部分を有する紙で作
ることのできるボルベレ（「ホイールチャート」、「円形エフェメラ」、または「動詞ホ
イール」としても知られる）を含むことができる。このボルベレは、各種好適な材料（段
ボール紙、金属、またはプラスチック等）から作ることができ、回転運動または直線運動
（計算尺と同様）をする。実施形態からのデータ出力は、周辺に、中心から遠ざかる方向
に、および／または放射状に配列できる。このボルベレは、ポインタつきの複数の同心円
を用いることができ、打ち抜きしてもよい。
【０１９０】
　本発明に従う例示的なボルベレは、正方形または円形の段ボール紙または厚紙の基盤を
含んでもよい。画数は基盤の周りに放射状に示すことができ、画数に関連する主要構成要
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素をより多く有する画数の弧を大きくすることができる。この基盤の中心からの回転体は
、一部分が切り取られた幾分薄い材料の紙の円盤であってもよい。切取られた部分から、
その下の基盤の紙が露出する。その部分の側面に沿って放射状に、端点値の標識が存在す
る。この部分は、画数および端点数を内側のホイールに示し、基盤に書かれた構成要素ま
たは文字を露出させる。この放射座標系を用いることで、この部分が正しい画数要素を露
出し、対応する検索キーを探すのにその部分の側方に沿って端点指標を見ていくようにし
、内側のホイールの回転により画数と端点値を示すことができる。主要構成要素と考えら
れるものが見つかれば、主要構成要素を特定することに成功したことになり、同時に筆画
－端点値の決定にも成功したことになる。続くステップは、対応する文字を探すことであ
る。
【０１９１】
　このボルベレの他の面も同様に設計されている。筆画を基盤周りに放射状に示し、端点
を部分的な切除部分に沿った半径方向の増加する向き又は減少する向きの距離で印付けで
きる。違いは、ボルベレのこの側面において、構成要素に対応する文字が示されることで
ある。それぞれの文字の横には、例えば、その目標文字が掲載されている辞書のページ番
号を載せることができる。
【０１９２】
　比較的単純で安価なボルベレは、索引ツールとして使用でき、したがって辞書編集者が
、例えば原稿の活字への組み込みをやりなおすことなく、筆画－端点検索手段を出版する
ことを可能にする。ボルベレの実施形態は、別の参考著作物や辞書との相関なく、単独の
実施形態としても使用できる。
【０１９３】
　電子時代が到来し、非標準文字をコード化しそれらをリレーショナルデータベースで使
用することができるようになっているので、本発明の実施形態は、検索時間を短縮できる
筆画－端点数に基づいて、漢字系文字及び頻用構成要素の分類を可能にし、本明細書に記
載された筆画－端点／頻用構成要素分類システムを確立するように促すことができる。
【０１９４】
　上記のさまざまな例示的実施形態の説明は多くの特定的な記述を有するが、これらは本
発明の範囲を限定するものとして解釈されるべきではない。むしろこれらは本発明の実施
形態のいくつかの説明を与えるものである。例えば、構成要素は位置によりさらに分類で
きるであろうし、表記法も少し変えることができ（ｘ．ｙの代わりにｘ－ｙ）、マトリッ
クスにセルを有する電子的な表において、単純構成要素と複雑構成要素間の自動リンクを
簡素化できる。さらには、上記の実施形態のいずれもが、紙ベースおよび電子フォーマッ
トの両者で実現できる。
【０１９５】
　上記のステップはいずれもが、意図する検索タスクを実行するためにその全部または一
部を繰り返すようにしてもよい。さらにまた、上記で述べたステップは一つまたは分散型
のプロセッサで実行できる。また、上記の実施形態のさまざまな図に記載したプロセス、
モジュール、およびユニットは、複数のコンピュータやシステムにわたって分散されてい
てもよく、一つのプロセッサまたはシステムに配置していてもよい。
【０１９６】
　図８は、文字、部首、主要構成要素、および（基本構成要素的）書記素の相互関係を示
す図である。特に、図８に示すように、他の何よりもより多くの文字がある。いくつかの
主要構成要素は文字である。基本構成要素的な書記素からなるものもある。そして、いく
つかは部首である。すべての部首は基本構成要素（書記素）である。いくつかは、個々の
文字としても使用される。そして、少数が主要構成要素としても使用される。書記素は、
個々の基本構成要素である。（重複が示す以上に）主要構成要素として使用されるものは
多い。文字であるものもある。部首は書記素のサブセットである。原則として、部首の中
には基本構成要素的な書記素となりうるものもあるが、すぐには思いつかない。ただし、
主要構成要素、（基本構成要素的）書記素、および部首はすべて、単純または複雑のいず
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【０１９７】
　分類および検索のための方法、システム、およびコンピュータプログラム製品（すなわ
ち、コンピュータ可読媒体に保存されたソフトウェア）の実施形態は、汎用コンピュータ
、特殊用途コンピュータ、プログラム化されたマイクロプロセッサ、またはマイクロコン
トローラと周辺集積回路要素、ＡＳＩＣまたはその他の集積回路、デジタル信号プロセッ
サ、ディスクリート要素回路等のコンピュータに組み込まれた電子または論理回路、ＰＬ
Ｄ、ＰＬＡ、ＦＰＧＡ、ＰＡＬ等のプログラム化された論理装置上で実施してもよい。
【０１９８】
　さらには、分類および検索のための開示された方法、システム、およびコンピュータプ
ログラム製品の実施形態は、例えば、様々なコンピュータプラットフォームにおいて使用
できる移植可能なソースコードを提供するオブジェクトまたはオブジェクト指向ソフトウ
ェアの開発環境を用いるソフトウェアで、すべてまたは部分的に容易に実施できる。ある
いは、分類および検索のための開示された方法、システム、およびコンピュータプログラ
ム製品は、例えば、標準的な論理回路またはＶＬＳＩ設計を用いるハードウェアにおいて
部分的またはすべて実施できる。それらのシステムの速度および／または効率についての
必要条件、特定機能、および／または特定のソフトウェアまたはハードウェアシステム、
マイクロプロセッサ、または使用するマイクロコンピュータシステムに応じ、上述した以
外のハードウェアまたはソフトウェアを実施形態を実施するために用いることができる。
分類および検索のための方法、システム、およびコンピュータプログラムの実施形態は、
既知または本明細書で提供される機能に関する記載とコンピュータおよび／またはシミュ
レーション分野に関する基本知識から後に開発されたシステムまたは構造体、装置および
／またはソフトウェアを用いて、ハードウェアおよび／またはソフトウェアにおいて実装
できる。
【０１９９】
　さらには、分類および検索のための本開示方法、システム、およびコンピュータプログ
ラム製品の実施形態は、プログラム化された汎用コンピュータ、特殊用途用コンピュータ
、マイクロプロセッサ等に実装される。さらにまた、本分類および検索方法は、ＪＡＶＡ
（登録商標）またはＣＧＩスクリプト等のパーソナルコンピュータに埋め込まれたプログ
ラム、サーバまたはグラフィックワークステーションに備わっているリソース、又は専用
のプロセッシングシステムに埋め込まれたルーチン等として実施される。これらの方法と
システムは、ソフトウェアおよび／またはハードウェアシステム、例えばコンピュータ・
ソフトウェア・プログラム、電子辞書、および／または翻訳機に物理的に組み込むことで
も実現される。
【０２００】
　したがって、本発明により、漢字系文字の分類、検索または読み出しのための方法、シ
ステム、およびコンピュータプログラム製品（コンピュータ可読媒体）が提供されること
は明らかである。本発明はいくつかの実施形態とともに記載されたが、当業者にであれば
多くの修正、変更、ならびに改変を理解できることは明らかである。このように、本出願
人は、本発明の趣旨および範囲を逸脱しないこれらの修正、変更、相当物、および改変も
含むことを意図している。



(39) JP 5666307 B2 2015.2.12

【図１Ｂ】 【図１Ｃ】

【図２】 【図３】



(40) JP 5666307 B2 2015.2.12

【図４】 【図５】

【図６】 【図７】



(41) JP 5666307 B2 2015.2.12

【図８】

【図１Ａ】



(42) JP 5666307 B2 2015.2.12

10

フロントページの続き

(31)優先権主張番号  60/991,010
(32)優先日　　　　  平成19年11月29日(2007.11.29)
(33)優先権主張国　  米国(US)

    審査官  松田　直也

(56)参考文献  特開２００１－３５７０４６（ＪＰ，Ａ）　　　

(58)調査した分野(Int.Cl.，ＤＢ名)
              Ｇ０６Ｆ　　１７／３０　　　　
              Ｇ０６Ｆ　　１７／２０　　－　　１７／２８


	biblio-graphic-data
	claims
	description
	drawings
	overflow

